
（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。

◎「かんたん求人検索」では、より詳しい地元の求人情報を確認することも可能です 。       　                QRはコチラ⇒
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ハローワーク週刊求人情報
令和５年３月１７日号
（次回発行日：令和５年３月２４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

変形（1年単位） 普通自動車運転免許
(1)8時00分～17時00分

01080-  722431 就業場所 北海道滝川市 正社員
普通自動車運転免許

(1)7時00分～16時00分 （ＡＴ限定不可）
(2)7時30分～16時30分

01080-  727131 就業場所 北海道滝川市 正社員以外
交替制あり 危険物取扱者（丙種）
(1)7時30分～16時00分 普通自動車運転免許
(2)9時00分～17時30分 （ＡＴ限定不可）

中型自動車免許

01080-  713231 就業場所 北海道赤平市 正社員以外
変形（1年単位） 土木施工管理技士
(1)8時00分～17時00分 （１級又は２級）

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定不可）
5t限定準中型自動車免許

01080-  716731 就業場所 北海道樺戸郡新十津川町 正社員
変形（1ヶ月単位） 普通自動車運転免許
(1)6時00分～15時00分

01080-  721531 就業場所 北海道滝川市 正社員
保育士

(1)9時00分～17時00分 普通自動車運転免許
(2)8時45分～16時45分

01080-  706531 就業場所 北海道滝川市 正社員以外
ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ運転技能者

(1)8時00分～17時00分 普通自動車運転免許
（ＡＴ限定不可）

01080-  708731 就業場所 北海道芦別市 正社員
普通自動車運転免許

(1)8時30分～17時00分

01080-  709331 就業場所 北海道滝川市 正社員以外
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

01080-  702131 就業場所 北海道赤平市 正社員
看護師　又は

(1)8時30分～17時00分 准看護師

01080-  704831 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00分～17時00分

01080-  694731 就業場所 北海道赤平市 正社員
普通自動車運転免許

(1)9時00分～18時00分

01080-  696631 就業場所 北海道赤平市 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30分

01080-  697931 就業場所 北海道滝川市 正社員
交替制あり 普通自動車運転免許
(1)8時00分～17時00分 （ＡＴ限定不可）
(2)5時00分～14時00分 車両系建設機械（整地）
(3)1時00分～10時00分

01080-  699031 就業場所 北海道樺戸郡新十津川町 正社員
変形（1年単位） 普通自動車運転免許
(1)9時00分～18時00分

01030- 3958331 就業場所 北海道滝川市 正社員

年齢所在地・就業場所

1

滝川クレーン興業　株式会社 北海道滝川市流通団地３丁目２番９号 総務・労務事務

59歳以下 230,000円～340,000円
雇用期間の定めなし

2

株式会社　北栄ファーム 北海道滝川市中島町１９８番地１ （契）野菜の加工作業員
（滝川工場）

不問 196,400円～196,400円
雇用期間の定めあり

4

株式会社　遠藤組 北海道樺戸郡新十津川町字中央３９－３８ 土木技術者

64歳以下 243,000円～320,000円
雇用期間の定めなし

3

むらかみ建設　株式会社 北海道赤平市共和町１９９番地 （パ）ガソリンスタンド
スタッフ

不問 148,120円～210,000円
雇用期間の定めあり

6

滝川市役所 北海道滝川市大町１丁目２番１５号 （契）保育士

不問 143,522円～167,277円
雇用期間の定めあり

5

株式会社　シンクラン　滝川
配送センター

北海道滝川市流通団地１丁目３番２２号 ルート配送員

44歳以下 207,000円～207,000円
雇用期間の定めなし

8

社会福祉法人　滝川市社会福
祉事業団　滝川市老人保健施
設ナイスケアすずかけ

北海道滝川市江部乙町東１３－１－６０ （臨）施設管理員

不問 140,760円～140,760円
雇用期間の定めあり

7

林産加工　吉井木材有限会社 北海道芦別市上芦別町５６番地７２ 製材工（フォークリフト
運転）

不問 162,750円～162,750円
雇用期間の定めなし

10

社会福祉法人　滝川市社会福
祉事業団　滝川市老人保健施
設ナイスケアすずかけ

北海道滝川市江部乙町東１３－１－６０ （臨）看護師・准看護師
（老人保健施設）

不問 186,660円～198,900円
雇用期間の定めあり

9

植栄興業　株式会社 北海道赤平市東文京町１丁目１番地 土木技術者

59歳以下 220,000円～293,000円
雇用期間の定めなし

12

有限会社　北野本店 北海道赤平市泉町１丁目１番地１－１５ 配達・営業

44歳以下 170,000円～210,000円
雇用期間の定めなし

11

植栄興業　株式会社 北海道赤平市東文京町１丁目１番地 総務兼安全管理

44歳以下 200,000円～300,000円
雇用期間の定めなし

14

株式会社　セキュメント 北海道樺戸郡新十津川町字中央３１５番地
１

公園施設維持管理及び除
雪作業

18歳～64歳 165,000円～165,000円
雇用期間の定めなし

13

株式会社　鈴木冷暖工業 北海道滝川市東町７丁目６番１６号 建築配管工または見習い

不問 177,000円～317,000円
雇用期間の定めなし

15

株式会社　ハスコム 北海道旭川市４条西３丁目１番１１号 （滝川）賃貸管理業務

35歳以下 175,000円～200,000円
雇用期間の定めなし
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No 求人者名 職種 賃金 就業時間 必要な免許資格

交替制あり
(1)7時45分～16時15分
(2)8時00分～16時30分
(3)8時15分～16時45分

01030- 3900631 就業場所 北海道赤平市 正社員

(1)8時00分～16時30分

01030- 3846931 就業場所 北海道赤平市 無期雇用派遣労働者
交替制あり 調理師
(1)4時00分～13時30分
(2)9時00分～18時30分
(3)4時00分～7時30分

01240- 5377931 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)9時00分～17時00分 准看護師

01080-  707431 就業場所 北海道砂川市 正社員
普通自動車運転免許

(1)8時30分～16時30分 （ＡＴ限定不可）
(2)8時30分～14時30分

01084-  339331 就業場所 北海道砂川市 正社員

(1)8時30分～17時30分

13040-39064931 就業場所 北海道砂川市 正社員以外
変形（1年単位） 大型自動車免許
(1)8時00分～17時00分

01084-  338731 就業場所 北海道砂川市 正社員

(1)8時30分～17時30分

13040-37425431 就業場所 北海道砂川市 正社員以外
変形（1ヶ月単位） 三級自動車整備士
(1)9時30分～17時50分 普通自動車運転免許

（ＡＴ限定不可）

01030- 3940331 就業場所 北海道深川市 正社員
変形（1ヶ月単位） 管理栄養士
(1)9時00分～18時00分

01030- 3901931 就業場所 北海道深川市 正社員
大型自動車免許

(1)7時00分～16時00分

01082-  388431 就業場所 北海道深川市 正社員
変形（1ヶ月単位）

01082-  395531 就業場所 北海道深川市 正社員以外

27

きたそらち農業協同組合 北海道深川市深川町字メム１０号線山３線
５８５０番地

（契）農産物販売員

不問 148,800円～148,800円
雇用期間の定めあり

25

株式会社　ＬＥＯＣ　旭川事
務所

北海道旭川市１条通８丁目５４２番地　一
条緑橋通ビル４階

管理栄養士（地域正社
員）（深川市）

69歳以下 210,000円～210,000円
雇用期間の定めなし

26

有限会社　躍進産業運輸 北海道深川市音江町字音江９９８番地１ 大型ダンプ運転手

64歳以下 190,000円～220,000円
雇用期間の定めなし

23

株式会社　シロ 東京都港区北青山三丁目６－７　青山パラ
シオタワー８階

倉庫作業スタッフ／砂川
市

不問 195,000円～195,000円
雇用期間の定めあり

24

旭川トヨペット　株式会社 北海道旭川市神居８条１丁目１番２７号 （深川）自動車整備士

59歳以下 152,000円～197,000円
雇用期間の定めなし

21

株式会社　シロ 東京都港区北青山三丁目６－７　青山パラ
シオタワー８階

清掃スタッフ／砂川市

不問 195,000円～195,000円
雇用期間の定めあり

22

サンワ産業　株式会社 北海道砂川市西３条北２１丁目１番２２号 大型ダンプ運転手（１０
ｔ）

64歳以下 208,000円～208,000円
雇用期間の定めなし

19

有限会社　ソーシャルワーク 北海道滝川市本町５丁目２番２７号 看護師・准看護師（グ
ループホームりんごの
里）

64歳以下 242,000円～270,000円
雇用期間の定めなし

20

有限会社早川タイヤ工業所 北海道砂川市東１条南４丁目１番１９号 自動車タイヤ整備工

44歳以下 180,000円～220,000円
雇用期間の定めなし

16

株式会社　ニチイ学館　旭川
支店

北海道旭川市４条通８丁目１７０３－１２
　日本生命旭川４条通ビル４Ｆ

（請：赤平）医療事務
【外来業務】

59歳以下 141,680円～149,380円
雇用期間の定めなし

年齢所在地・就業場所

18

協働美装　株式会社　札幌支
店

北海道札幌市東区北３３条東５丁目１－３
１　フィオーレ１０２

（パ）調理師（滝川駐屯
地）

18歳以上 195,840円～195,840円
雇用期間の定めあり

17

株式会社　ニチイ学館　旭川
支店

北海道旭川市４条通８丁目１７０３－１２
　日本生命旭川４条通ビル４Ｆ

（派：赤平）医療事務
（医師事務）

59歳以下 141,680円～149,380円
雇用期間の定めなし


