
（フルタイム）

◎本紙はハローワークで受付・公開している求人のなかから、受付日の新しいものを中心に作成しております。

◎応募にはハローワークが発行する「紹介状」が必要です。詳細を知りたい方、応募希望の方はハローワークまでお問い合わせください。

◎求人者には随時紹介をしておりますので、すでに取消しとなっている場合があります。チャンスを逃さず積極的なご応募をお勧めいたします。

◎「ハローワークインターネットサービス」では、全国の求人をご覧いただけて、より詳しい情報を確認することも可能です。　　　　QRはコチラ⇒

　

1

ハローワーク週刊求人情報
令和４年１１月１８日号
（次回発行日：令和４年１１月２５日）
ハローワーク滝川　TEL：0125-22-3416
ハローワーク砂川　TEL：0125-54-3147
ハローワーク深川　TEL：0164-23-2148

No 求人者名 職種 賃金 就業時間 必要な免許資格

(1)9時30分～17時30分

01080- 2974521 就業場所 北海道樺戸郡新十津川町 正社員以外

(1)9時00分～17時00分
(2)9時00分～12時30分

01080- 2969621 就業場所 北海道滝川市 正社員
２級土木施工管理技士

(1)7時30分～17時00分 普通自動車運転免許
（ＡＴ限定不可）

01080- 2970021 就業場所 北海道赤平市 正社員
普通自動車運転免許

(1)7時30分～17時00分 （ＡＴ限定不可）
車両系建設機械（整地）

01080- 2971721 就業場所 北海道赤平市 正社員
普通自動車運転免許

(1)8時00分～17時00分 （ＡＴ限定不可）
大型自動車免許

01080- 2972821 就業場所 北海道赤平市 正社員
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時00分
(2)10時30分～19時00分

01080- 2973221 就業場所 北海道芦別市 正社員以外
交替制あり 普通自動車運転免許
(1)8時30分～16時30分
(2)10時00分～18時00分
(3)8時30分～12時30分

01080- 2965221 就業場所 北海道滝川市 正社員以外
普通自動車運転免許

(1)8時30分～17時30分

01080- 2959421 就業場所 北海道樺戸郡新十津川町 正社員
歯科衛生士

(1)9時30分～19時00分
(2)9時30分～13時00分

01080- 2960921 就業場所 北海道滝川市 正社員
交替制あり
(1)10時00分～18時30分
(2)12時00分～20時30分

01080- 2962021 就業場所 北海道滝川市 正社員以外
変形（1ヶ月単位） 看護師　又は
(1)8時00分～17時00分 准看護師

普通自動車運転免許

01080- 2958521 就業場所 北海道赤平市 正社員
普通自動車運転免許

(1)8時00分～17時00分 大型自動車免許
(2)8時30分～17時30分 牽引免許

01084- 1287021 就業場所 北海道砂川市 正社員

(1)8時30分～17時15分

01084- 1288721 就業場所 北海道空知郡奈井江町 正社員

(1)8時00分～16時30分

01084- 1286121 就業場所 北海道砂川市 正社員以外

145,740円～160,545円
雇用期間の定めあり

14

砂川市立病院 北海道砂川市西４条北３丁目１番１号 （会）事務補助員

不問

175,000円～209,000円
雇用期間の定めなし

13

釜屋電機株式会社北海道奈井
江工場

北海道空知郡奈井江町字奈井江９５５－１ 研究開発職

40歳以下 198,500円～295,000円
雇用期間の定めなし

12

株式会社　マテック　砂川支
店

北海道砂川市東１条南２２丁目１番２９号 トレーラー運転手

64歳以下

年齢所在地・就業場所

1

医療法人社団　つつじ会　空
知中央病院

北海道樺戸郡新十津川町字中央２０番地４ （パ）一般事務（栄養
科）

不問

250,000円～350,000円
雇用期間の定めなし

129,444円～129,444円
雇用期間の定めあり

2

医療法人　優仁会　若葉台病
院

北海道滝川市江部乙町１４５２番地１ 事務員（受付・医事業
務）

59歳以下 148,950円～148,950円
雇用期間の定めなし

3

北洋興業　株式会社 北海道赤平市豊栄町５丁目３９番地 土木技術者

64歳以下

193,600円～193,600円
雇用期間の定めなし

4

北洋興業　株式会社 北海道赤平市豊栄町５丁目３９番地 重機オペレーター兼土木
作業員

18歳～64歳 206,150円～260,400円
雇用期間の定めなし

5

北洋興業　株式会社 北海道赤平市豊栄町５丁目３９番地 大型ダンプ運転手

64歳以下

157,600円～157,600円
雇用期間の定めあり

6

一般社団法人　芦別観光協会 北海道芦別市北４条東１丁目１番地３　星
の降る里百年記念館内

（パ）レストラン調理業
務

不問 163,163円～163,163円
雇用期間の定めあり

7

エムエムエス　マンションマ
ネージメントサービス　株式
会社　空知事業所

北海道滝川市本町２丁目３番５号　ＴＳビ
ル２階

（請）巡回管理員

不問

185,840円～220,800円
雇用期間の定めなし

8

社会福祉法人　明和会　共同
生活援助事業所　あおば（相
談支援事業所　虹）

北海道樺戸郡新十津川町字中央１２番地５ 相談支援専門員（相談支
援事業所　虹）

59歳以下 165,000円～210,000円
雇用期間の定めなし

9

メープル歯科 北海道滝川市東町５丁目８－３６ 歯科衛生士

不問

225,000円～319,000円
雇用期間の定めなし

10

ゼビオ　株式会社　スーパー
スポーツゼビオ　滝川店

北海道滝川市東町８丁目３１１－１ （パ）販売員（接客・レ
ジ）

不問 142,975円～142,975円
雇用期間の定めあり

11

社会福祉法人　北海道光生舎 北海道赤平市錦町２丁目６番地 看護師または准看護師
（特定施設入居者生活介
護事業所）

59歳以下



2

No 求人者名 職種 賃金 就業時間 必要な免許資格

(1)8時30分～18時00分

01084- 1284621 就業場所 北海道空知郡奈井江町 正社員
看護師　又は

(1)8時30分～17時30分 准看護師

01084- 1280221 就業場所 北海道空知郡奈井江町 正社員
交替制あり 普通自動車運転免許
(1)8時30分～17時00分
(2)9時30分～18時00分

01082- 1483621 就業場所 北海道雨竜郡沼田町 正社員以外
交替制あり 児童発達支援管理責任者
(1)9時00分～17時00分 （取得見込可）
(2)10時00分～18時00分

01082- 1484921 就業場所 北海道深川市 正社員
変形（1ヶ月単位） 保育士
(1)7時45分～16時45分
(2)9時15分～18時00分

01082- 1474321 就業場所 北海道雨竜郡雨竜町 正社員以外
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時20分

01082- 1470821 就業場所 北海道雨竜郡妹背牛町 正社員
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時20分

01082- 1471221 就業場所 北海道雨竜郡妹背牛町 正社員
変形（1年単位） 普通自動車運転免許
(1)8時00分～17時20分

01082- 1469121 就業場所 北海道雨竜郡妹背牛町 正社員
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時20分
(2)20時00分～5時20分

01082- 1472521 就業場所 北海道雨竜郡妹背牛町 正社員
変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～18時00分
(2)10時00分～18時00分

01084- 1283321 就業場所 北海道深川市 正社員

160,000円～160,000円
雇用期間の定めなし

24

有限会社　ほんだ菓子司 北海道砂川市西１条北１１丁目２－２６ 販売員【深川店】

59歳以下

190,000円～255,000円
雇用期間の定めなし

23

佐藤鋳工　株式会社 北海道雨竜郡妹背牛町３５６番地 軽作業者

18歳～64歳 190,000円～295,800円
雇用期間の定めなし

22

佐藤鋳工　株式会社 北海道雨竜郡妹背牛町３５６番地 事務員

64歳以下

200,000円～295,800円
雇用期間の定めなし

21

佐藤鋳工　株式会社 北海道雨竜郡妹背牛町３５６番地 工場内作業員

64歳以下 200,000円～295,800円
雇用期間の定めなし

20

佐藤鋳工　株式会社 北海道雨竜郡妹背牛町３５６番地 管理スタッフ

64歳以下

245,000円～410,000円
雇用期間の定めなし

19

社会福祉法人　雨竜町社会福
祉協議会

北海道雨竜郡雨竜町字満寿３３番地９４
雨竜町公民館内

保育士

不問 172,600円～172,600円
雇用期間の定めあり

18

社会福祉法人　多度志保育会 北海道深川市多度志６３０ 児童発達支援管理責任者

不問

202,800円～264,400円
雇用期間の定めなし

17

株式会社　まちづくりぬまた 北海道雨竜郡沼田町南１条３丁目５番１号 （パ）一般事務

不問 148,350円～148,350円
雇用期間の定めあり

16

社会福祉法人　日本介護事業
団

北海道空知郡奈井江町字奈井江町１６１番
地１

看護職／デイサービス
【トライアル併用】

59歳以下

15

有限会社　からまつ園 北海道空知郡奈井江町字茶志内９９２番地 調理

59歳以下 196,000円～196,000円
雇用期間の定めなし

年齢所在地・就業場所


