ハローワーク求人情報 市内版

発行日

令和3年4月23日 (金)

● 応募を希望される方は、ハローワークで発行する「紹介状」が必要です。
● 応募方法や求人内容の詳細は、ハローワーク紋別（ＴＥＬ ０１５８－２３－５２９１）までお問い合わせ願います。
（開庁時間は土曜・日曜・祝日・休日を除く月～金曜の８：３０～１７：１５）
※ 直接、求人者へのお問い合わせはご遠慮ください。
● ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合もありますのでご了承願います。
形態・就業地
雇用期間
更新の有無

事業所名
求人番号
所在地

職種名
加入保険

仕事の内容

免許資格

ハローワーク紋別
ＴＥＬ (０１５８) ２３－５２９１
年
齢

賃金

就業時間

求
人
数

フルタイム
正社員以外・紋別市
～令和4年3月31日
契約更新の可能性あ
り（原則更新）

季節雇用・紋別市
～令和3年11月30日
契約更新の可能性な
し

株式会社 旭ダンケ 紋別営業 一般事務
所

データ入力、エクセルソフトを使った書類 不問
作成、書類整理などの事務業務のほか、
お客様との電話対応をお願いします。難
しいスキルや資格などはまったく必要あり
01060- 622511
ません。一般事務未経験の方でもスムー
ズに始められるように、先輩や研修にて、
雇用 労災 健康 厚生 しっかりフォローしていきますので、ご安
北海道紋別市渚滑町川向１００番地
心下さい。
株式会社 旭ダンケ 紋別営業 コンクリート試験業務全 工場の試験室内において、生コン及びコ 不問
ンクリート製品の試験・検査（寸法、強度
般（軽作業）
所
等の品質検査）を専用機器で行う業務で
す。その他、掃除等付随する作業。＊短
01060- 41610
時間勤務を希望の方は相談可能です。ま
た、お子様など家族の急な病気や行事の
雇用 労災 健康 厚生 お休みについて対応いたします。
北海道紋別市渚滑町川向１００番地

144,000 8:00～17:00
不問

160,000
144,000 8:00～17:00
不問

～令和3年11月30日
契約更新の可能性な
し

係

01060- 42210
北海道紋別市渚滑町川向１００番地

株式会社 旭ダンケ 紋別営業 生コン車ドライバー

契約更新の可能性な
し

01060- 43510
北海道紋別市渚滑町川向１００番地

有限会社 下村運送
正社員・紋別市
雇用期間の定めなし

正社員以外・紋別市
～令和3年12月31日
契約更新の可能性な
し

雇用 労災 健康 厚生
倉庫スタッフ

◆主に生コン車（ミキサー車）を運転し、 普通自動車運転免許
取引先へ出荷致します。【出荷の無い時 必須（AT限定不可）、
は、工場にてコンクリート製品の製造業務 大型自動車免許必須
に従事し ます】＊業務状況によっては、
雇用期間が延長する可能性あり＊未経
験者応募可＊

紋別営業所において、次の業務に従事し
ます。・倉庫内でのフォークリフトや天井ク
レーンなどによる荷役業務・業務に係る
事務作業・運行管理者の補助業務 など
※経験やスキルに応じて、最適な業務を
01060- 621211
お任せします。※作業免許を所持してい
雇用 労災 健康 厚生 ない方は、将来的にフォークリフト運転免
北海道紋別郡興部町字興部８４番地
許等の資格を取得していただきます。
警備業：主として、一般車両および工事
警備員
有限会社 新日本警備
車両の道路交通誘導に従事します。＊入
社後約１カ月間の研修期間（内、４日間の
教育期間、時給８６１円）があります。アル
01060- 39910
バイトでの就業も可能ですので、ご相談
下さい。交通誘導警備検定合格者 優遇
雇用 労災 健康 厚生 します！
北海道紋別市南が丘町７丁目２６番３４号

不問

1
人

～
195,300
195,300 8:00～17:00

不問

～

1
人

195,300

普通自動車運転免許
必須、大型自動車免
許あれば尚可

218,000 8:30～17:00
不問

1
人

～
258,000

普通自動車運転免許
必須、交通誘導警備
業務検定２級あれば
尚可

発泡スチロール製造工場での成型加工 不問
業務等に従事します。・成型業務・・原料
の受け入れ及び原料の成型前準備、成
型機の運転管理及び定期保守、成形機
雇用期間の定めなし 01060- 615511
で作られた製品の品質管理・金型業務・・
金型交換作業及び金型のメンテナンス・
雇用 労災 健康 厚生 仕上業務・・・製品に機械でラベルを貼る
北海道紋別市渚滑町８丁目２２番地１
作業や印刷機で印刷する作業等
普通自動車運転免許
富国生命保険相互会社 北見 営業総合職（営業所長 育成プログラムに基づいた研修を通じ
て、生命保険の営業や人材のマネジメン 必須（AT限定不可）
候補生）
正社員・紋別市 支社 紋別営業所
トなど営業所長に必要な知識・スキルを
学び、営業所長登用を目指していただき
ます。また、営業部長・営業次長へのキャ
雇用期間の定めなし 01060- 616411
リアアップも可能です。現時点で特別なス
雇用 労災 健康 厚生 キルや経験は必要ありませんので、未経
北海道紋別市幸町２丁目２番３号
験者を歓迎します。

カネカ北海道スチロール株式
正社員・紋別市 会社 紋別工場

1
人

195,300 8:00～17:00

雇用 労災 健康 厚生

季節雇用・紋別市 所
～令和3年11月30日

リートブロック製品の製造 作業に従事し あれば尚可
ます。その他、軽作業および清掃等もあ
ります。＊業務状況によっては、雇用期
間が延長する可能性あり＊未経験者応
募可＊

～
160,000

株式会社 旭ダンケ 紋別営業 コンクリート製品の製造 ◆主に工場において機械を使い、コンク 普通自動車運転免許
季節雇用・紋別市 所

1
人

～

製造要員（交替制有）

18 166,840 8:00～17:00
以

8
人

～

上 223,600
18 161,000 8:00～16:30
～

～

16:00～00:30

1
人

30 172,000
40 220,000 9:00～17:00
以

5
人

～

下 400,000

パートタイム
パート・紋別市
～令和3年9月30日
契約更新の可能性あ
り（条件あり）

株式会社 ＬＥＯＣ 旭川事務
所

（請：紋別市）調理補助
（幸町）

01030- 5611311
北海道旭川市１条通８丁目５４２番地 一条緑橋通ビル４階

雇用 労災

◎施設で食事を提供するお仕事です。・ 普通自動車運転免許
調理されたものの盛付、切込、配膳、下 あれば尚可
膳、食器洗浄等の厨房内業務全般を行っ
ていただきます。＊雇用期間満了後、１
年毎更新の可能性あり（更新月：１０月）

不問

925

9:00～14:00

～

15:30～19:45

925

【職場のトラブルでお困りの皆様へ】
総合労働相談コーナーがお手伝いします。お気軽にご相談ください。
◎名寄総合労働相談コーナー（電話：０１６５４－２－３１８６）
◎札幌総合労働相談コーナー（電話：０１１－２２３－８７１２）
（紋別市港湾合同庁舎２Ｆで月１回巡回相談あり。詳細は名寄総合労働相談コーナーへご連絡ください。）

1
人

