
求人番号
受理年月日
形態・就業地

01010- 6354721 206,400 4:30～13:30

2022/2/9 ～ 10:00～19:00 不問

正社員以外・遠軽町 札幌市中央区北１条西４丁目２番２号 雇 労 健 厚 206,400

01030- 2762521 190,000 8:30～19:30 59

2022/2/9 ～ 14:00～19:30 以

正社員・美幌町 旭川市宮下通９丁目３９６番地３ 雇 労 健 厚 260,000 8:30～13:00 下

01030- 2764321 170,000 8:30～19:30 59

2022/2/9 ～ 14:00～19:30 以

正社員・美幌町 旭川市宮下通９丁目３９６番地３ 雇 労 健 厚 230,000 8:30～13:00 下

01050- 1021521 182,000 7:45～17:00 18

2022/2/9 ～ 16:30～8:30 ～

正社員・北見市 北見市卸町２丁目３番地５ 雇 労 健 厚 182,000 40

01050- 1022421 189,200 18:00～3:00 18

2022/2/9 ～ 以

有期雇用派遣・訓子府町 北見市中央三輪１丁目３７１－７ 雇 労 健 厚 189,200 上

01050- 1025921 170,000 8:00～17:00 44

2022/2/9 ～ 以

正社員・北見市 北見市小泉７６１－１２ 雇 労 健 厚 200,000 下

01051-  164721 163,100 8:30～17:15

2022/2/9 ～ 不問

正社員以外・美幌町 美幌町字仲町２丁目３８番地 雇 労 健 厚 163,100

01052-  164021 220,000 4:00～17:30

2022/2/9 ～ 不問

正社員・湧別町 湧別町旭４１７番地１ 雇 労 健 厚 250,000

01050-    3620 113,022 8:45～15:45

2022/2/9 ～ 不問

季節雇用・訓子府町 訓子府町字弥生５２番地 雇 労 健 厚 140,994

01050-    4520 128,394 8:45～15:45

2022/2/9 ～ 不問

季節雇用・訓子府町 訓子府町字弥生５２番地 雇 労 健 厚 151,326

01051-    7020 59,520 8:00～12:00

2022/2/9 ～ 不問

季節雇用・津別町 津別町幸町４１番地 労 59,520

01050- 1016621 897 8:45～15:45

2022/2/9 ～ 不問

パート・訓子府町 訓子府町字弥生５２番地 雇 労 健 厚 1,119

01050- 1017921 895 9:00～17:00

2022/2/9 ～ (の間の5時間) 不問

パート・北見市 北見市北２条東１丁目２番地 雇 労 895

01050- 1020221 1,000 8:00～17:00

2022/2/9 ～ 不問

パート・北見市 北見市豊地１２番地９　工業団地内 雇 労 1,000

㈱ＬＥＯＣ 調理補助（遠軽町） ○施設での食事の提供・盛付、
切込み、配膳、下膳、食器洗浄
などの厨房内業務全般

＊普通自動車免許
あれば尚可

フルタイム

事業所名
所在地

職種名
加入保険

仕事の内容 免許資格 賃金 就業時間
年
齢

発行日：令和4年2月10日(木)

㈱アース環境
ごみ処理施設のオペレー
ター及び保守点検業務員

「北見市クリーンライフセン
ター」での各作業・クレーンの
運転・運転監視と所要の対応・
機器類の保守点検等

普通自動車免許
＊ボイラー技士・
危険物取扱者（乙
４）あれば尚可

㈱アスクゲート
イースト

食品製造
（夜勤／訓子府町） ○カップスープの原料になるト

マトの加工品製造
不問

医療法人社団
弘英アライアンス

歯科衛生士（美幌町）
・受付業務・電話対応・カルテ
管理・医師の指示による診療
補助・歯石、歯垢の除去・衛生
指導、ケア業務等

　歯科衛生士

医療法人社団
弘英アライアンス

歯科助手（美幌町） ・受付業務・電話対応・カルテ
管理・医師の指示による診療
補助業務

普通自動車免許

名取牧場 酪農スタッフ（湧別町）
○酪農全般業務 普通自動車免許

季節雇用

㈱エースクリーン 清掃作業員（正社員） ◇一般廃棄物（家庭系ゴミ・事
業系ゴミ）や産業廃棄物の収集
運搬の業務

普通自動車免許

美幌町立国民健康
保険病院

薬局助手（美幌町）
院内薬局における助手業務・
薬剤師の指示による薬剤の払
出し、在庫管理及び整理・伝票
処理等事務・パソコン入力

不問

㈱津別町振興公社
公園トイレ清掃員
（津別町）

＊町内キャンプ場、公園のトイ
レの清掃業務（器具使用や手
作業）

*普通自動車免許
あれば尚可

パートタイム

北海道立総合研究機
構農業研究本部
北見農業試験場

ほ場作業員
（訓子府町）

・試験用の畑での種まき、収
穫、草刈りなど（ほとんどが手
作業）・掃除や片付けなどの軽
作業

不問

北海道立総合研究機
構農業研究本部
北見農業試験場

トラクター等作業員
（訓子府町）

・トラクターなどによる試験ほ場
の管理作業・掃除や片付けな
どの軽作業

　大型特殊免許
＊中型または

準中型自動車免許
あれば尚可

北海道立総合研究機
構農業研究本部
北見農業試験場

研究補助員
（訓子府町）

◇農作物の研究に関する農作
業及び分析の補助・試験用作
物の播種、管理、収穫、選別、
加工・資料分析の手伝い等

不問

㈱北洋銀行
北見中央支店

金融機関事務員
○銀行での事務業務全般・窓
口におけるパソコンのデータ入
力・現金処理、伝票処理作業
等・その他付随する業務

不問

㈱斉藤商店 選別作業員 ・廃プラスチック等の受入、荷
卸し、加工処理・他、ヤード（工
場構内）作業の助手

不問
＊フォークリフト
あれば尚可

応募する際はハローワークで発行する「紹介状」が必要です。

求人者への直接のお問い合わせはご遠慮ください。

随時紹介を行っており、すでに決定済となっている場合もあります。

日刊ハローワーク求人情報

https://www.hellowork.go.jp

ハローワークインターネットサービス 検索



求人番号
受理年月日
形態・就業地

01050- 1024621 895 9:00～19:30

2022/2/9 ～ (の間の4時間) 不問

パート・北見市 北見市公園町１６５ 雇 労 895

13040-17334421 950 9:00～8:59

2022/2/9 ～ (の間の2時間) 不問

パート・北見市 東京都港区港南二丁目１８番１号 労 950

13040-17493621 950 9:00～8:59

2022/2/9 ～ (の間の2時間) 不問

パート・北見市 東京都港区港南二丁目１８番１号 労 950

事業所名
所在地

職種名
加入保険

仕事の内容 免許資格

㈱すき家
接客・調理
（３９号北見三輪店）

牛丼のすき家での接客（お客
様のご案内、オーダーとり、料
理提供等）、調理（簡単な仕込
み、盛り付け等）、販売、清掃

不問

㈱すき家
接客・調理
（３９号北見大町店）

牛丼のすき家での接客（お客
様のご案内、オーダーとり、料
理提供等）、調理（簡単な仕込
み、盛り付け等）、販売、清掃

不問

北見工業大学
生活協同組合

食堂スタッフ ◇盛り付け、配膳、洗浄、調
理、レジなど

不問

賃金 就業時間
年
齢

パートタイム

●ハローワーク北見： ０１５７－ ２３－６２５１ ●ハローワーク遠軽（遠軽町・湧別町・佐呂間町の求人） ： ０１５８－４２－２７７９

●ジョブサポートきたみ ：０１５７－ ３３－１８８５ ●ハローワーク美幌（美幌町・津別町の求人） ： ０１５２－７３－３５５５


