ハローワーク求人情報 市内版

発行日

令和2年7月31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
当工場において、水産物の加工作業全 不問
般に従事します。＊カニ・ホタテ・タコなど
の水産物を生処理から製品として箱詰め
令和2年7月21日～
する作業を行う。（ホタテ貝剥き作業あり、
令和2年1月31日
01060- 78100
カニ・タコは茹でる作業あり）＊前掛け、
契約更新の可能性な
雇用 労災 健康 厚生 手袋、ヤッケ、帽子、マスクの支給ありま
し
北海道紋別市渚滑町1丁目３５９６－９
す。＊その他付随する作業。
「オートバックス紋別店」において、自動 普通自動車運転免許
自動車用品販売員
手塚興産
株式会社
正社員・紋別市
車用品の販売接客・ＰＩＴ作業に従事しま ＡＴ限定不可
す。・接客販売・伝票整理、パソコンの入
力業務等・レジ、商品の品出し・オイル交
雇用期間の定めなし 01060- 1095901
換等のピット作業・カー用品の販売、取り
雇用 労災 健康 厚生 付けの作業・店内清掃

ヤマヒロ鮮心水産 株式会社

季節雇用・紋別市

水産加工員

北海道紋別市南が丘町７丁目２０番３０号

正社員以外・紋別市他

株式会社 ＬＥＯＣ 旭川事務
所

1年

01030-9563201

契約更新の可能性あ
り（条件あり）

北海道旭川市9条通り15丁目24番地277

127,428 8:00～16:30
不問

る仕事です。＊入浴や食事の介助はあり
ません。＊未経験者の方も研修でしっか
01060- 1089401
り技能を身につけられるようになっていま
す。※社用車（８人乗りワゴン）にて利用
雇用 労災 健康 厚生 者様の送迎業務あり≪≪ 急 募 ≫≫
北海道紋別市港町１丁目３－１０
有限会社ラボジャパン カラダ 機能訓練指導員（正職 ○１日３時間の２部制で午前・午後各２０
名の利用者様の「リハビリ」をサポートす
員）
ラボ紋別
る仕事です。＊入浴や食事の介助はあり
ません。＊未経験者の方も研修でしっか
01060- 1091501
り技能を身につけられるようになっていま
雇用 労災 健康 厚生 す。※社用車（８人乗りワゴン）にて利用
北海道紋別市港町１丁目３－１０
者様の送迎業務あり≪急 募≫
有限会社ラボジャパン カラダ 生活相談員（６カ月更 ○１日３時間の２部制で、利用者様の「リ
ハビリ」をサポートする仕事です。＊入浴
新）
ラボ紋別
や食事の介助はありません。＊未経験者
の方も研修でしっかり技能を身につけら
01060- 1092001
れるようになっています。※社用車（８人
乗りワゴン）にて利用者様の送迎業務あ
雇用 労災 健康 厚生 り≪ 急 募 ≫
北海道紋別市港町１丁目３－１０

6ヶ月
契約更新の可能性あ
り（原則更新）

正社員・紋別市
雇用期間の定めなし

正社員以外・紋別市
6ヶ月
契約更新の可能性あ
り（原則更新）

山本電工 株式会社

電工及び土木作業員

正社員・紋別市

01060- 1087901

雇用期間の定めなし

北海道紋別市渚滑町元新４丁目１８２－１

電気工事業＊内線～公共施設、一般住
宅等の配線照明器具取付他＊外線～電
柱の建柱、電線張替＊電気通信～通信
線設置、他＊消防設備～消防施設保守
点検、消防機器取替＊その他、付随する
業務

雇用 労災 健康 厚生

3
人

59 174,000 10:00～19:00
以

1
人

～

下 230,000
280,000 5:00～20:00
不問

～

(の間の8時間) 1
人

280,000

有限会社ラボジャパン カラダ 介護職員（６か月更新） ○１日３時間の２部制で午前・午後各２０ 普通自動車運転免許
名の利用者様の「リハビリ」をサポートす 必須
ラボ紋別

正社員以外・紋別市

8:00～14:15

146,370

（請：契：紋別市）調理師 ◎当社受託先（病院・福祉施設等）の施 調理師 必須
（エリアサポート調理師） 設内厨房で給食調理に従事していただき 普通自動車免許必須
ます。・紋別市内、湧別市内、雄武町及び
近郊（オホーツク海側）の受託先事業所を
回って欠員のヘルプや行事やイベント食
のヘルプで入厨し調理を含む厨房内業務
雇用 労災 健康 厚生 全般を行っていただきます。

～

180,000 8:00～17:15
不問

～

7:30～16:45

1
人

225,000 11:15～20:30
普通自動車運転免許
180,000 7:30～16:45
あれば尚可、作業療
法士必須、理学療法 不問
～
8:00～17:15 1
士必須、柔道整復師
人
必須、いずれかの免
300,000 11:15～20:05
許・資格所持で可
普通自動車運転免許
195,000 7:30～16:45
必須、介護福祉士必
須、社会福祉士必須、
～
8:00～17:15
いずれかの免許・資格 不問
所持で可

1
人

280,000 11:15～20:30
普通自動車運転免許必
須（AT限定不可）、小型
移動式クレーン運転技能
者あれば尚可、玉掛技能 不問
者あれば尚可、車両系建
設機械（整地・運搬・積込
用及び掘削用）運転技能
者あれば尚可

150,000 8:00～17:30
～

8:00～17:00

1
人

250,000

パートタイム
大原病院

調理員

パート・紋別市
雇用期間の定めなし

01060- 1094601
北海道紋別市幸町４丁目１番１６号

雇用 労災

有限会社ラボジャパン カラダ 看護師又は准看護師
パート・紋別市 ラボ紋別
雇用期間の定めなし

01060- 1090201
北海道紋別市港町１丁目３－１０

パート・紋別市
雇用期間の定めなし

有限会社 コミュニティ

看護師（訪問看護）

○１日３時間の２部制で午前・午後各２０
名の利用者様の「リハビリ」をサポートす
る仕事です。＊主にリハビリの補助やバ
イタルチェックなど利用者様の健康管理
を担当。入浴や食事の介助はありませ
ん。＊未経験者の方も研修でしっかり技
能を身につけられるようになっています。
≪ 急 募 ≫
「訪問看護ステーション えん」において、
利用者宅を訪問し高齢者に対する訪問
看護業務全般に従事していただきます。

01060- 1086601
北海道紋別市大山町１丁目３６番１４号

渋田海運 株式会社
パート・紋別市
雇用期間の定めなし

雇用 労災

入院患者へ提供する給食の調理等の一 普通自動車運転免許
般業務に従事します。・調理・配膳・後片 あれば尚可、調理師
付け等≪食数：１２０食程度／日≫※経 あれば尚可
験がなくても出来る仕事です。丁寧に指
導します。※面接時に応募書類を持参し
て下さい。※フルタイムを希望される方は
ご相談下さい。

6:30～10:30

～

1
13:00～17:00 人

1,000

8:00～12:00

1,100

10:00～15:00

～

9:00～12:30

1,500

13:30～17:00

普通自動車運転免許
1,200
必須、看護師必須、准
看護師必須
不問 ～

8:30～17:30

普通自動車運転免許
必須、看護師必須、准
看護師必須

不問

1
人

1
人

1,500

雇用 労災
【カフェ＆レストランとあんくる】のスタッフ 不問
ホール／厨房スタッフ
（カフェ＆レストランとあ として従事します。・ホール係として、料理
を運ぶなどの接客・サラダにドレッシング
んくる）

をかける、ソースを容器に入れるなどの
調理補助・その他、付随する業務≪≪急
募≫≫＊就業時間について面接時相談
雇用 労災 健康 厚生 可能です。（社会保険が掛からない範囲
北海道紋別市南が丘町６丁目９番２２号
での就労等。）

01060- 1088101

不問

862

不問

900

10:00～15:00

～

15:00～21:00

900

17:00～21:00

1
人

