
①12:50∼15:50
 北海道紋別郡遠軽町東町５丁目４ー８２

「遠軽町立南中学校」
定休:土日祝他

【学校給食（食器洗浄等）作業員】 1名募集  ・下膳（各フロアの配膳室からの回収）
 ・食器、食缶等の洗浄

 ・調理室の清掃
 ・その他付随する業務

※冬季は調理室への出入り口の除雪など
も含まれます。

・調理師免許がある方は、時給１，００２
 円からとなります。　　　

・他の学校給食施設従事者の欠員等によっ
  て、他施設の応援を依頼する場合があります。

 ・作業に必要な白衣や履物等は貸与します。
 ・マイカー通勤可（無料駐車場あり）

遠軽町教育委員会 ・学校行事などによる休日勤務あり。
 ・春夏冬休みに多少勤務あり。

・年間労働日数は２１０日程度。

医療法人　みずしまクリニック ＊月・火・水・金曜は①、木・土曜は②（休憩なし）の勤
 務正社員・常用 雇用・労

災・健
康・厚生149,000円～173,000円

資格･経験･必要なPCスキル:すべて不問
年齢:～40歳(長期勤続によるキャリア形成を図る為)

求人番号:01052-  438531
【医療事務員】 1名募集 ○当院における医療事務全般に従事して

いただきます。
　・受付、会計事務、医療費請求事務
　・電子カルテへの入力事務　等
※外部指導員による研修及び、内部担当

 によりご指導いたします。
 

①8:15∼17:15 ②8:15∼12:15 ＊通勤手当は距離に応じて規定により支給い
 たします。

＊賃金は経験及び能力に応じて決定いたしま
 す。

◆◆急募◆◆

北海道紋別郡遠軽町大通南１丁目４番地１８ 定休:日祝他

求人番号:01052-  439431

【事業主の意向により非公開】
パート労働者・R5/6/6～

R5/11/22(更新無) 雇用・公
災・厚

生・共済
組合

1,290円～1,290円
資格:普通自動車運転免許必須
経験:森林調査経験、境界管理の知識あれば尚可/必要
なPCスキル:不問/年齢:不問

求人番号:01052-  437231
【現場作業員】 1名募集 ○当行政の森林事業に係る、現場作業に

 従事していただきます。
 　

 　・森林調査業務
　・林野巡視等に係る業務

 　・その他、育林等の現場業務　等

①8:30∼17:15 ＊森林の中を歩くことが多く、人里離れた山奥
 へ行くことが多い業務です。

 
＊給与法の改正により賃金単価が変動する

 場合があります。
 

 ＊賞与は規定により支給いたします。

北海道紋別郡遠軽町 定休:月金土日祝

【事業主の意向により非公開】
パート労働者・R5/6/6～

R5/11/22(更新無) 雇用・公
災・厚

生・共済
組合

1,290円～1,290円
資格:普通自動車運転免許必須
経験:森林調査経験、境界管理の知識あれば尚可/必要
なPCスキル:不問/年齢:不問

求人番号:01052-  436831
【現場作業員】 1名募集 ○当行政の森林事業に係る、現場作業に

 従事していただきます。
 　

 　・森林調査業務
　・林野巡視等に係る業務

 　・その他、育林等の現場業務　等

①8:30∼17:15 ＊森林の中を歩くことが多く、人里離れた山奥
 へ行くことが多い業務です。

 
＊給与法の改正により賃金単価が変動する

 場合があります。
 

 ＊賞与は規定により支給いたします。

北海道紋別郡遠軽町 定休:月金土日祝

【事業主の意向により非公開】 ①、②いずれかの勤務となります。
パート労働者・R5/6/6～

R5/11/22(更新無) 雇用・公
災・厚

生・共済
組合

1,290円～1,290円
資格:普通自動車運転免許必須
経験:森林調査経験、境界管理の知識あれば尚可/必要
なPCスキル:不問/年齢:不問

求人番号:01052-  448731
【現場作業員】 5名募集 ○当行政の森林事業に係る、現場作業に

 従事していただきます。
 　

 　・森林調査業務
　・林野巡視等に係る業務

 　・その他、育林等の現場業務　等

①8:15∼17:00 ②8:30∼17:15 ＊森林の中を歩くことが多く、人里離れた山奥
 へ行くことが多い業務です。

 
＊給与法の改正により賃金単価が変動する

 場合があります。
 

 ＊賞与は規定により支給いたします。

北海道紋別郡遠軽町 定休:月金土日祝

湧別町役場 ・学校行事等により勤務日が変更になる場合があります。
正社員以外・R5/10/1～R6/9/30

（更新有） 雇用・公
災・健

康・厚生221,000円～221,000円
資格:普通自動車運転免許必須
経験:不問/必要なPCスキル:ワード、エクセル、インターネット
等の一般的な操作/年齢:不問

求人番号:01030- 6721031
【地域・教育魅力化コーディネーター】 1名募集 ◇「高校魅力化コンソーシアム」の開催準

 備や運営補助等を行います。
◇生徒募集説明会の内容企画、高校の
魅力発信等を担当します。
◇公設塾の構想及び事業運営等の企画
調整等を担当します。
◇その他高校魅力化業務。

①8:15∼16:45 応募を希望される方は、下記申し込み先へエ
ントリーしてください。
　〒６９０－０８４２　島根県松江市東
本町二丁目２５－６未来みらいＢＡＳＥ

 ２階
（一財）地域・教育魅力化プラットフォーム

 ０８５２－６１－８８６６
 https://miryokuka-recruit.jp/offer

北海道紋別郡湧別町中湧別南町８４６
番地の２　北海道湧別高等学校

定休:土日祝他

＊昇給・賞与は実績により支給。
 ＊制服貸与。

  ＊面接場所は相談に応じます。
＊無料駐車場有あり。交通費は２キロ未満
は支給なし。
＊オンライン自主応募の方は紹介状は不要で
す。

 北海道常呂郡佐呂間町字宮前町１５２番地６
「サンガーデンさろま」 定休:他

株式会社　ＬＥＯＣ　旭川事務所 シフト制
パート労働者・～R5/9/30（更新

有） 雇用・労
災・健

康・厚生1,000円～1,200円
資格:普通自動車運転免許あれば尚可
経験:調理業務経験必須/必要なPCスキル･年齢:不問

【（請）調理員（佐呂間町）】 1名募集  ◎施設でお食事を提供するお仕事です。
 
・調理、盛付、切り込み、配膳、下膳、食

 器洗浄など厨房内の業務全般を行っていた
 だきます。

①6:00∼13:00 ②9:30∼18:00

 ＊マイカー通勤：無料駐車場あり
＊雇用保険は基準を満たした場合に加入しま
す。
＊訪問先は窓口にお問い合わせください。
＊自家用車持ち込み出来る方（車輌手当、
ガソリン代支給）歓迎

 北見市・網走市・遠軽町・美幌町 定休:他
株式会社　プレジールライフ  ＊時間帯は相談可・シフト制

年次有給休暇は所定労働日数により変動します。
パート労働者・6か月（更新有）

労災
1,100円～1,500円

資格:普通自動車運転免許必須
経験:不問/必要なPCスキル:簡単なスマホ操作/年齢:不
問 求人番号:01010-20884831

【生ゴミ処理機の清掃・メンテナンス／北
見・網走・遠軽・美幌】 1名募集 スーパーに設置してある生ゴミ処理機の定

 期清掃（簡易清掃）及びメンテナンス
＊自宅から得意先で作業する直行、直帰

 となります
 ＊作業内容は丁寧にお教えします（１日

の同行研修で覚えられる簡単な仕事で
 す）

①9:00∼15:00

その他備考、募集内容の補足事項等就業場所の情報 その他就業時間、定休日等
雇用形態 休日等の特記事項
賃金額 資格・年齢・経験など 求人番号

仕事の内容

就業時間① 就業時間② 就業時間③募集人数【職種】

加入保険

パート労働者・R5/6/1～R6/3/31
（更新有）

労災
922円～1,002円

資格･経験･必要なPCスキル･年齢:すべて不問
求人番号:01052-  441931

【大型自動車運転手】 1名募集 ・大型自動車（大型ダンプ、平ボデー、ト
レーラー）によるビート、麦カン、堆肥の運

 搬、除排雪
・大型特殊車両の運転操作（タイヤショベ

 ル３立米・タイヤショベル１．５立米）
・その他、積み込みなどの付随作業

①8:00∼17:00 ②8:00∼16:00  ＊マイカー通勤可、無料駐車場あり。
 

 ＊通勤手当は距離に応じて支給いたします。
 

 ＊昇給・賞与は、能力・業績による。

【トライアル雇用（一般）求人】

北海道紋別郡遠軽町寿町２１－２ 定休:他
株式会社　北翔サポート ・①は４～１１月、２月　　②は１２月、１月、３月

・休日は会社カレンダーによる正社員・常用
雇用・労
災・健

康・厚生260,000円～330,000円

資格:普通自動車運転免許・大型自動車免許・大型特殊
自動車免許必須/経験:大型、大特車両の運転業務経験
必須/必要なPCスキル:不問/年齢:～59歳(定年年齢を上
限として、当該上限年齢未満の方を対象とするもの) 求人番号:01052-  435031

ハローワークえんがる求人情報（２月３日号）
求人情報はインターネットからもご覧に

なれます。また、求職者マイページを開

設すると様々なサービスが利用できます

求人情報はインターネットからもご覧に

なれます。また、求職者マイページを開

設すると様々なサービスが利用できます

求人情報はインターネットからもご覧に

なれます。また、求職者マイページを開

設すると様々なサービスが利用できます
ハローワークえんがる求人情報（２月17日号）

求人情報はインターネットからもご覧に

なれます。また、求職者マイページを開

設すると様々なサービスが利用できます
ハローワークえんがる求人情報（２月22日号）

求人情報はインターネットからもご覧に

なれます。また、求職者マイページを開

設すると様々なサービスが利用できます
ハローワークえんがる求人情報（５月１９日号）

求人情報はインターネットからもご覧に

なれます。また、求職者マイページを開

設すると様々なサービスが利用できます



求人番号:01050- 2143631

 ○ピアノの部品となる木材の加工業務
＊担当営業が付きますので就業後もしっか
りサポートいたします。
＊いろいろな行程があり、部署もたくさんあり
ます。イメージしづらいと思いますので見学を
お勧めしております。担当者が北見より同行
しますので安心してご応募下さい。

①8:00∼17:30

パート労働者・期間の定め無
労災

920円～920円
資格･経験･必要なPCスキル･年齢:すべて不問

求人番号:01052-  430731
【（請）調理師　調理補助】 2名募集 遠軽駐屯地にて給食業務をしていただきま

 す。
 

 ○調理、調理補助
 ○配食、盛り付け

○食器片付け、洗浄　等

①4:00∼13:00 ②9:00∼18:30  ＊無料駐車場あり
北海道紋別郡遠軽町向遠軽　遠軽駐屯地 定休:他

株式会社　ＨＩＲＡＭＥＫＩ  ①休憩６０分
②休憩９０分
シフト制

正社員以外・～R6/3/31(更新無) 雇用・労
災・健

康・厚生164,350円～207,600円
資格:調理師あれば尚可/経験･必要なPCスキル:不問/年
齢:18歳～(労働基準法そのほかの法令の規定により年齢
制限があるため) 求人番号:01040- 5614431

＊通勤手当は距離に応じて上限内で支給し
ます。
＊経験者、有資格者の方については賃金面
考慮致します。
＊夜勤のみ・短時間（午前中のみ・午後のみ
等）の勤務を希望の方もご相談ください。資格･経験･必要なPCスキル･年齢:すべて不問

求人番号:01052-　429231

定休:他

＊就業時間・労働日数の希望があればご相談に応じます。

①7:00∼15:30 ②8:30∼17:00 ③10:30∼19:00
北海道紋別郡遠軽町生田原３５０

○入所者（９人）の介護業務全般を
行っていただきます。
　・食事介助、入浴介助、排泄介助
　・調理及び日常生活のお世話
　・レクリェーションの計画、実施など
※シフトにより調理業務があります。

1名募集 ○入所者（９人）の介護業務全般を
行っていただきます。
　・食事介助、入浴介助、排泄介助

 　・調理及び日常生活のお世話
　・レクリェーションの計画、実施など

 ※シフトにより調理業務があります。

【介護スタッフ（パート）】

1名募集

雇用・労
災・健

康・厚生

【介護フタッフ】

医療法人交雄会　グループホームしらかば

正社員以外・期間の定め無

186,180円～186,180円

④16：30～9：00（月4回程度、休憩120分）
・シフト制により休日の曜日不定（週所定労働時間40時
間を超えないよう調整）

賃金額 資格･年齢･経験など
【歯科受付け及び助手】 1名募集 ○歯科診療補助業務全般に従事していた

だきます。
・主に患者さまの受付、応対、誘導、会計
・診療準備（器具等の準備）
・歯科医師の診療補助
・その他、院内の清掃等付随する業務
◆未経験の方にも丁寧に指導いたします◆

①8:30∼15:00 ②8:30∼12:30

有期雇用派遣労働者・～R5/9/30
（更新有） 雇用・労

災・健
康・厚生177,160円～177,160円

資格･経験･必要なPCスキル･年齢:すべて不問

求人番号

【職種】 募集人数

仕事の内容

就業時間① 就業時間② 就業時間③
その他備考、募集内容の補足事項等就業場所の情報 その他就業時間、定休日等

休日等の特記事項雇用形態 加入保
険

※通勤手当は、２キロ以上の方に規定により
距離に応じて支給します。マイカー通勤可、無
料駐車場あり。
※賃金は経験等に応じて決定いたします。
※制服は貸与いたします。
※時間や日数等の希望があればご相談に応
じます（労働条件に応じて各種保険加
入）。

北海道紋別郡遠軽町１条通南１丁目１ 定休:土日祝他
竹林歯科医院　　　竹林　裕人 ①火曜日・水曜日・木曜日　　②月曜日・金曜日

①のみ休憩時間あり。パート労働者･期間の定め無

雇用・労
災950円∼950円

資格:普通自動車運転免許・歯科衛生士あれば尚可
経験:パソコン操作経験必須/必要なPCスキル:パソコンの基
本操作（受付業務で使用）/年齢:不問

求人番号:01052-　428831

①8:00∼12:00 ②12:00∼16:00 ＊通勤手当は距離に応じて上限内で支給し
 ます。

＊経験者、有資格者の方については賃金面
考慮致します。
＊診療所の２階にあるので、医療に関しては
とても安心できる施設です。

北海道紋別郡遠軽町生田原３５０ 定休:他
医療法人交雄会　グループホームしらかば

＊マージン率（派遣料金と派遣労働者の賃
 金の差額の派遣料金に占める割合）は
 ４２．７％

＊無料駐車場あり（北見より送迎あり）
  ＊賃金支払日は翌月末日です。日払い制度
あり（スマホで簡単申請）
＊制服貸与あり

北海道紋別郡遠軽町丸瀬布元町４１番地 定休:土日
株式会社アスクゲートイースト

【ピアノ木材部品の加工（遠軽町）】 1名募集


