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◎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１０日号
（次回発行日：令和５年３月１７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

交替制あり 調理師

01010-11509531 就業場所 北海道樺戸郡新十津川町 正社員以外
交替制あり 調理師
(1)5時00分～14時00分
(2)7時30分～16時30分

01010-11511631 就業場所 北海道樺戸郡新十津川町 正社員以外

01010-11519731 就業場所 北海道滝川市 正社員以外
栄養士

(1)9時00分～18時00分

01010-10708231 就業場所 北海道赤平市 正社員以外
変形（1年単位） 普通自動車運転免許
(1)8時15分～17時15分 （ＡＴ限定不可）

01080-  687631 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)8時30分～17時30分

01080-  691231 就業場所 北海道滝川市 正社員以外
変形（1年単位） 普通自動車運転免許
(1)8時30分～17時30分

01080-  692531 就業場所 北海道滝川市 正社員以外
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

01080-  681831 就業場所 北海道滝川市 正社員
普通自動車運転免許

(1)8時30分～17時30分

01080-  628731 就業場所 北海道樺戸郡新十津川町 正社員
薬剤師

(1)8時30分～17時00分

01080-  640231 就業場所 北海道滝川市 正社員 ＊応募締切：4月3日
普通自動車運転免許

(1)8時20分～17時20分 （ＡＴ限定不可）
(2)10時00分～19時00分
(3)11時00分～20時00分

12010- 9624731 就業場所 北海道滝川市 正社員
交替制あり 栄養士
(1)8時30分～17時30分
(2)9時00分～18時00分

01010-10660031 就業場所 北海道赤平市 正社員
変形（1ヶ月単位） 調理師
(1)5時30分～13時15分
(2)8時00分～16時30分
(3)9時30分～18時00分

01080-  594231 就業場所 北海道滝川市 正社員
変形（1ヶ月単位）
(1)5時30分～13時15分
(2)8時00分～16時30分
(3)9時30分～18時00分

01080-  597731 就業場所 北海道滝川市 正社員

年齢所在地・就業場所

1

株式会社　北海道グリーンハ
ウス

北海道札幌市中央区北３条西２丁目８
さっけんビル２Ｆ

（契）調理師（新十津川
町）

不問 210,000円～250,000円
雇用期間の定めあり

2

株式会社　北海道グリーンハ
ウス

北海道札幌市中央区北３条西２丁目８
さっけんビル２Ｆ

（パ）調理師（新十津川
町）

不問 236,040円～236,040円
雇用期間の定めあり

4

日清医療食品　株式会社　北
海道支店

北海道札幌市中央区北３条西４丁目１－１
　　　日本生命札幌ビル２０階

（嘱）栄養士（赤平市／
平岸病院）

不問 205,000円～280,000円
雇用期間の定めあり

3

株式会社　北海道グリーンハ
ウス

北海道札幌市中央区北３条西２丁目８
さっけんビル２Ｆ

（パ）調理員（滝川市新
町）

不問 185,460円～185,460円
雇用期間の定めあり

6

米倉商事　株式会社 北海道滝川市本町２丁目６－４ （契）営業職

不問 200,000円～240,000円
雇用期間の定めあり

5

空知興産　株式会社 北海道滝川市東町１丁目１番９号 重機オペレーター（新十
津川町）

59歳以下 178,000円～220,000円
雇用期間の定めなし

8

株式会社　藤井製材所 北海道滝川市本町４丁目６番３号 製材工

64歳以下 210,000円～220,000円
雇用期間の定めなし

7

米倉商事　株式会社 北海道滝川市本町２丁目６－４ （契）営業職

不問 242,000円～328,000円
雇用期間の定めあり

10

滝川市立病院 北海道滝川市大町２丁目２番３４号 薬剤師

29歳以下 238,700円～238,700円
雇用期間の定めなし

9

社会福祉法人　明和会　ジョ
ブ　サポート　シナジー

北海道樺戸郡新十津川町字総進１８９－１
グリーンパークしんとつかわ内

サービス管理責任者
（リーダー候補）

59歳以下 160,100円～230,000円
雇用期間の定めなし

12

日清医療食品　株式会社　北
海道支店

北海道札幌市中央区北３条西４丁目１－１
　　　日本生命札幌ビル２０階

栄養士（赤平市／平岸病
院）

64歳以下 205,000円～255,000円
雇用期間の定めなし

11

ＪＦＥ環境テクノロジー株式
会社

千葉県千葉市美浜区中瀬２－６－１
ＷＢＧマリブイースト３０階

プラント運転管理〈北海
道滝川市〉

59歳以下 166,170円～219,670円
雇用期間の定めなし

14

医療法人　圭仁会　佐藤病院 北海道滝川市泉町１３５番地１５ 調理員

59歳以下 168,100円～218,000円
雇用期間の定めなし

13

医療法人　圭仁会　佐藤病院 北海道滝川市泉町１３５番地１５ 調理師

59歳以下 174,200円～272,000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

変形（1ヶ月単位） 看護師
(1)8時00分～16時30分
(2)8時30分～17時00分
(3)16時30分～9時00分

01080-  601431 就業場所 北海道赤平市 正社員 ＊応募締切：4月13日
社会福祉士

(1)8時00分～16時30分

01080-  602731 就業場所 北海道赤平市 正社員 ＊応募締切：4月13日
臨床検査技師

(1)8時00分～16時30分

01080-  603331 就業場所 北海道赤平市 正社員 ＊応募締切：4月13日
変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～17時00分
(2)9時00分～12時30分

01080-  604631 就業場所 北海道滝川市 正社員
変形（1ヶ月単位） 管理栄養士
(1)9時00分～17時00分
(2)9時00分～12時30分

01080-  608831 就業場所 北海道滝川市 正社員
普通自動車運転免許

(1)8時30分～17時30分

01080-  575131 就業場所 北海道滝川市 正社員以外

(1)9時15分～17時15分

01080-  587531 就業場所 北海道滝川市 正社員以外 ＊応募締切：3月14日
変形（1ヶ月単位）
(1)18時00分～3時00分
(2)20時00分～5時00分

01230- 5022831 就業場所 北海道滝川市 正社員以外
変形（1ヶ月単位）

01084-  330631 就業場所 北海道歌志内市 正社員以外
看護師

(1)8時30分～17時30分

01084-  332131 就業場所 北海道砂川市 正社員
変形（1年単位）
(1)7時30分～17時00分

01084-  322631 就業場所 北海道砂川市 正社員
普通自動車運転免許

(1)9時00分～17時30分

01084-  323931 就業場所 北海道砂川市 正社員
看護師　又は

(1)8時30分～17時30分 准看護師

01084-  324131 就業場所 北海道空知郡奈井江町 正社員
変形（1ヶ月単位）
(1)5時00分～14時00分
(2)13時00分～22時00分
(3)21時00分～6時00分

01084-  325031 就業場所 北海道砂川市 正社員
変形（1年単位） 大型自動車免許
(1)8時00分～17時10分

01084-  327231 就業場所 北海道砂川市 正社員以外
交替制あり 普通自動車運転免許
(1)7時30分～17時00分

01084-  328531 就業場所 北海道砂川市 正社員以外

30

日通札幌運輸株式会社　砂川
支店

北海道砂川市豊沼町１番地 （契）構内作業員

不問 161,000円～161,000円
雇用期間の定めあり

29

日通札幌運輸株式会社　砂川
支店

北海道砂川市豊沼町１番地 （契）構内専用大型ト
ラックの運転業務

不問 161,000円～161,000円
雇用期間の定めあり

28

自立援助ホームめぐみの家 北海道砂川市空知太西１条２丁目１４５番
３号

児童指導員（オープニン
グスタッフ）

不問 160,000円～200,000円
雇用期間の定めなし

27

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【トライアル併
用】／特養やすらぎの家

59歳以下 202,800円～264,400円
雇用期間の定めなし

26

ヨシダ　株式会社 北海道砂川市空知太西１条３丁目１４１－
４３

雪印メグミルク営業・配
達スタッフ

不問 240,000円～310,000円
雇用期間の定めなし

264,000円～308,000円
雇用期間の定めなし

155,411円～155,411円
雇用期間の定めなし

24

社会福祉法人　砂川福祉会 北海道砂川市西３条南１０丁目３番１号 看護師長（介護老人保健
施設）

不問 300,000円～330,000円
雇用期間の定めなし

23

株式会社　歌志内振興公社 北海道歌志内市字中村７８番地３ （パ）フロント及び事務
員補助

59歳以下

25

有限会社　森田建設 北海道砂川市東３条南１８丁目１番４号 土木作業員

不問

16

あかびら市立病院 北海道赤平市本町３丁目２番地 社会福祉士

59歳以下 167,200円～180,700円
雇用期間の定めなし

15

あかびら市立病院 北海道赤平市本町３丁目２番地 看護師

18歳～59歳 200,700円～388,900円
雇用期間の定めなし

18

医療法人　圭仁会　佐藤病院 北海道滝川市泉町１３５番地１５ 医療事務員

不問 162,900円～162,900円
雇用期間の定めなし

17

あかびら市立病院 北海道赤平市本町３丁目２番地 臨床検査技師

59歳以下 177,400円～381,100円
雇用期間の定めなし

20

一般社団法人　中空知地域職
業訓練センター協会

北海道滝川市流通団地３丁目６番２３号 （嘱）教務職員

不問 166,600円～167,400円
雇用期間の定めあり

19

医療法人　圭仁会　佐藤病院 北海道滝川市泉町１３５番地１５ 管理栄養士

59歳以下 205,500円～350,000円
雇用期間の定めなし

22

佐川急便　株式会社 北海道札幌市白石区本通１８丁目北４番１
号

（契）フィールド職（仕
分け）滝川営業所

18歳以上 158,240円～158,240円
雇用期間の定めあり

21

滝川市教育委員会 北海道滝川市大町１丁目２－１５ （契）一般事務員

不問 135,574円～153,367円
雇用期間の定めあり

年齢所在地・就業場所
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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～17時00分

01084-  299731 就業場所 北海道砂川市 正社員以外
診療放射線技師

(1)8時30分～17時00分

01084-  300831 就業場所 北海道砂川市 正社員以外
歯科衛生士

(1)8時30分～17時00分

01084-  301231 就業場所 北海道砂川市 正社員以外
交替制あり
(1)9時00分～18時00分
(2)11時00分～20時00分

01084-  302531 就業場所 北海道砂川市 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00分

01084-  280431 就業場所 北海道砂川市 正社員
交替制あり 看護師　又は
(1)8時30分～17時30分 准看護師

普通自動車運転免許

01084-  296231 就業場所 北海道砂川市 正社員
変形（1年単位） 普通自動車運転免許
(1)9時00分～17時30分 （ＡＴ限定不可）

01010-11265631 就業場所 北海道砂川市 正社員

(1)8時30分～17時30分

01010- 9863631 就業場所 北海道歌志内市 正社員以外
普通自動車運転免許

(1)8時10分～17時10分

01010- 9957531 就業場所 北海道砂川市 正社員以外
変形（1年単位） 普通自動車運転免許
(1)8時30分～17時00分
(2)9時00分～17時00分

01010-11488831 就業場所 北海道深川市 正社員
交替制あり
(1)5時30分～14時30分
(2)10時30分～19時30分

01010-11514031 就業場所 北海道雨竜郡北竜町 正社員以外
普通自動車運転免許

(1)8時10分～17時50分 （ＡＴ限定不可）
(2)8時50分～17時10分

01082-  377831 就業場所 北海道深川市 正社員
変形（1年単位） 普通自動車運転免許
(1)8時30分～17時30分
(2)9時00分～17時30分

01082-  365631 就業場所 北海道深川市 正社員
２級管工事施工管理技士

(1)8時00分～17時30分 普通自動車運転免許
(2)8時30分～17時30分 （ＡＴ限定不可）

01082-  366931 就業場所 北海道深川市 正社員
変形（1年単位） 普通自動車運転免許
(1)7時00分～16時30分 （ＡＴ限定不可）
(2)7時00分～16時00分

01082-  367131 就業場所 北海道雨竜郡雨竜町 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）

01082-  369831 就業場所 北海道雨竜郡妹背牛町 正社員

46

青木建設　株式会社 北海道雨竜郡妹背牛町字妹背牛４１７番地 土木技術者

64歳以下 170,000円～350,000円
雇用期間の定めなし

45

有限会社　スリースターズ興
業

北海道雨竜郡雨竜町字尾白利加９２番地１
６

造材・造林作業員

64歳以下 184,000円～250,000円
雇用期間の定めなし

44

株式会社　山一工業 北海道深川市３条７番３６号　ヤマワキビ
ル４Ｆ

管工事施工管理技士

64歳以下 250,000円～300,000円
雇用期間の定めなし

43

安東産業株式会社深川営業所 北海道深川市４条１６番４号 一般事務員

64歳以下 160,000円～175,000円
雇用期間の定めなし

180,000円～200,000円
雇用期間の定めなし

160,000円～210,000円
雇用期間の定めなし

41

株式会社　北海道グリーンハ
ウス

北海道札幌市中央区北３条西２丁目８
さっけんビル２Ｆ

（パ）調理補助（北竜
町）

不問 156,798円～165,228円
雇用期間の定めあり

40

株式会社　北海道クボタ 北海道札幌市西区西町北１６丁目１番地１ 一般事務員（深川市）

40歳以下

42

株式会社　イカワ硝子 北海道深川市北光町２丁目１９番１３号 ガラス・サッシ　組立、
取付、販売

40歳以下

39

株式会社　ほくやく 北海道札幌市中央区北６条西１６丁目１番
地５

（契）医療材料等の入出
庫管理業務（砂川市）

不問 153,600円～153,600円
雇用期間の定めあり

38

株式会社　ソラスト　札幌支
社

北海道札幌市中央区北３条西３丁目１－６
札幌小暮ビル３階

（契）医療事務・外来受
付（歌志内市）

不問 151,000円～170,000円
雇用期間の定めあり

37

北海道マツダ販売　株式会社 北海道札幌市中央区北２条東１丁目１番地 自動車整備スタッフ（北
空知店）

35歳以下 177,000円～215,000円
雇用期間の定めなし

36

社会福祉法人　砂川福祉会 北海道砂川市西３条南１０丁目３番１号 看護師、准看護師（三砂
町／特別養護老人ホー
ム）

59歳以下 180,900円～204,000円
雇用期間の定めなし

35

千永工業　株式会社 北海道砂川市晴見３条北９丁目５番４号 配管工又は配管工見習い

不問 200,000円～300,000円
雇用期間の定めなし

34

有限会社　藤田商店（セブン
イレブン　砂川西１条店）

北海道砂川市西１条南５丁目１－２ 販売員

18歳以上 180,000円～250,000円
雇用期間の定めなし

33

砂川市立病院 北海道砂川市西４条北３丁目１番１号 （会）歯科衛生士

不問 176,988円～193,830円
雇用期間の定めあり

32

砂川市立病院 北海道砂川市西４条北３丁目１番１号 （会）診療放射線技師

不問 176,988円～193,830円
雇用期間の定めあり

31

砂川市立病院 北海道砂川市西４条北３丁目１番１号 （会）医療助手（放射線
助手）

不問 145,740円～160,545円
雇用期間の定めあり

年齢所在地・就業場所



4

No 求人者名 職種 賃金 就業時間 必要な免許資格

変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～18時00分

01082-  360231 就業場所 北海道深川市 正社員以外
変形（1ヶ月単位） 美容師
(1)9時00分～18時00分

01082-  362431 就業場所 北海道深川市 正社員
変形（1年単位） 大型特殊自動車免許
(1)7時30分～17時00分

01082-  364331 就業場所 北海道深川市 正社員
交替制あり 普通自動車運転免許
(1)8時15分～17時00分
(2)17時00分～1時45分

06010- 6078631 就業場所 北海道深川市 正社員
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分
(2)8時45分～17時15分
(3)8時30分～12時00分

01082-  345231 就業場所 北海道雨竜郡沼田町 正社員以外
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時15分
(2)9時30分～18時45分
(3)10時30分～19時45分

01082-  352831 就業場所 北海道雨竜郡秩父別町 正社員以外
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分
(2)9時00分～16時00分

01082-  376031 就業場所 北海道雨竜郡雨竜町 正社員以外
変形（1年単位） 普通自動車運転免許
(1)8時00分～17時00分
(2)8時30分～17時00分

01082-  342131 就業場所 北海道雨竜郡雨竜町 正社員以外

54

株式会社　雨竜町振興公社 北海道雨竜郡雨竜町字満寿２８番地３ 事務職員（嘱託・契約社
員）

不問 174,000円～174,000円
雇用期間の定めあり

53

株式会社　雨竜町振興公社 北海道雨竜郡雨竜町字満寿２８番地３ （臨）販売スタッフ

不問 131,100円～174,800円
雇用期間の定めあり

52

社会福祉法人　秩父別昭啓会
特別養護老人ホーム　和敬園

北海道雨竜郡秩父別町１５１４番地 介護員（特別養護老人
ホーム）

59歳以下 173,200円～203,600円
雇用期間の定めなし

51

北いぶき農業協同組合　沼田
支所

北海道雨竜郡沼田町北１条４丁目２番２号 （臨）事務職

59歳以下 152,440円～152,440円
雇用期間の定めなし

50

三和油脂　株式会社 山形県天童市一日町４丁目　１－２ 植物油脂の製造／深川市

18歳～59歳 200,000円～250,000円
雇用期間の定めなし

49

有限会社　北斗工業 北海道深川市北光町２丁目６番１０号 重機オペレーター

64歳以下 230,000円～280,000円
雇用期間の定めなし

48

有限会社　ファイン　コーポ
レーション

北海道深川市４条１０番１１号 《急募》美容師及びアシ
スタント、アイリスト
（深川市）

59歳以下 160,080円～400,000円
雇用期間の定めなし

47

有限会社　ファイン　コーポ
レーション

北海道深川市４条１０番１１号 《急募》美容師及びアシ
スタント、アイリスト
（深川市）

59歳以下 160,080円～261,000円
雇用期間の定めなし

年齢所在地・就業場所


