
（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３日号
（次回発行日：令和５年３月１０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

普通自動車運転免許
(1)8時00分～16時30分

01080-  527031 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30分～17時00分

01080-  535031 就業場所 北海道滝川市 正社員以外 ＊応募締切：3月17日
准看護師

(1)8時00分～16時30分

01080-  536831 就業場所 北海道赤平市 正社員

(1)8時30分～16時45分

01080-  519031 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00分 （ＡＴ限定不可）

01080-  521431 就業場所 北海道樺戸郡新十津川町 正社員以外
土木施工管理技士

(1)7時15分～16時45分 （１級又は２級）
普通自動車運転免許

01080-  507631 就業場所 北海道滝川市 正社員
交替制あり 管理栄養士
(1)9時00分～17時15分
(2)7時00分～15時15分
(3)11時15分～19時30分

01080-  508931 就業場所 北海道樺戸郡新十津川町 正社員
普通自動車運転免許

(1)8時30分～17時00分 （ＡＴ限定不可）
(2)8時30分～12時00分

01080-  511231 就業場所 北海道芦別市 正社員

(1)9時00分～17時00分
(2)9時00分～12時30分

01080-  516631 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00分～17時00分

01080-  517931 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～17時00分 （ＡＴ限定不可）

01080-  518131 就業場所 北海道芦別市 正社員
普通自動車運転免許

(1)7時15分～16時45分 （ＡＴ限定不可）
車両系建設機械（整地）

01080-  503531 就業場所 北海道滝川市 正社員
言語聴覚士

(1)8時45分～17時15分 普通自動車運転免許

01080-  504431 就業場所 北海道滝川市 正社員以外

(1)9時15分～18時00分
(2)12時45分～21時30分

01080-  498231 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

01110-  945531 就業場所 北海道滝川市 正社員

15

空知商工信用組合 北海道美唄市西２条南２丁目１－１ 金融営業・事務（滝川支
店／正職員）

59歳以下 190,000円～230,000円
雇用期間の定めなし

14

株式会社　エコノス　ブック
オフ滝川店

北海道滝川市南滝の川１１５－４ （パ）販売員

不問 153,295円～153,295円
雇用期間の定めあり

13

滝川市役所 北海道滝川市大町１丁目２番１５号 （契）言語聴覚士

不問 185,322円～209,612円
雇用期間の定めあり

12

株式会社　新谷組 北海道滝川市泉町１３５番地１ 重機運転手

64歳以下 248,400円～269,100円
雇用期間の定めなし

11

有限会社　加藤農場 北海道芦別市野花南町６６２番地 水稲農業作業員

不問 180,000円～250,000円
雇用期間の定めなし

10

国際人材開発事業　協同組合 北海道滝川市明神町３丁目８－２２ 監理職員兼ベトナム語通
訳

64歳以下 207,800円～207,800円
雇用期間の定めなし

9

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 病棟クラーク

59歳以下 148,950円～148,950円
雇用期間の定めなし

8

株式会社　ドウネン（燃料
部）

北海道芦別市南１条東１丁目２番地５ ガス保安点検・燃料配送
員

64歳以下 160,000円～200,000円
雇用期間の定めなし

7

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 管理栄養士

59歳以下 210,000円～300,700円
雇用期間の定めなし

6

株式会社　新谷組 北海道滝川市泉町１３５番地１ 土木技術者

64歳以下 280,000円～338,000円
雇用期間の定めなし

5

ピンネ農業協同組合 北海道樺戸郡新十津川町字中央６番地２９ （臨）米・雑穀倉庫業務

不問 175,000円～175,000円
雇用期間の定めあり

4

滝川市立病院 北海道滝川市大町２丁目２番３４号 （契）臨床工学科補助業
務

不問 145,258円～145,258円
雇用期間の定めあり

3

佐々木内科クリニック 北海道赤平市東文京町２丁目１番地 准看護師

64歳以下 199,000円～199,000円
雇用期間の定めなし

149,000円～154,000円
雇用期間の定めなし

2

滝川市役所 北海道滝川市大町１丁目２番１５号 （契）介護認定調査員

不問 153,774円～179,225円
雇用期間の定めあり

年齢所在地・就業場所

1

佐々木内科クリニック 北海道赤平市東文京町２丁目１番地 医療事務

64歳以下
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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30分

01084-  274331 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00分～17時00分 （ＡＴ限定不可）

01084-  234631 就業場所 北海道砂川市 正社員
変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～17時00分
(2)10時00分～18時00分
(3)5時00分～13時00分

01084-  228131 就業場所 北海道砂川市 正社員以外

(1)17時00分～8時30分

01084-  229031 就業場所 北海道空知郡奈井江町 正社員以外
変形（1年単位） 普通自動車運転免許
(1)7時30分～17時00分 （ＡＴ限定不可）

01084-  230531 就業場所 北海道砂川市 正社員
変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分
(2)9時00分～18時00分
(3)11時00分～20時00分

01230- 4454731 就業場所 北海道砂川市 無期雇用派遣労働者
変形（1ヶ月単位）
(1)8時15分～8時14分

01010- 9280231 就業場所 北海道砂川市 有期雇用派遣労働者
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時30分

01082-  334131 就業場所 北海道雨竜郡妹背牛町 正社員以外
変形（1年単位） 準中型自動車免許
(1)8時00分～17時00分 大型特殊自動車免許

ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ運転技能者

01082-  279931 就業場所 北海道深川市 正社員
変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分
(2)8時30分～17時30分
(3)10時30分～19時30分

01230- 4478531 就業場所 北海道深川市 無期雇用派遣労働者
変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分
(2)9時00分～18時00分
(3)11時00分～20時00分

01230- 4582431 就業場所 北海道深川市 無期雇用派遣労働者
変形（1ヶ月単位） 普通自動車運転免許
(1)9時00分～8時59分

01010- 9136431 就業場所 北海道深川市 正社員以外

(1)9時00分～18時00分

34010-10652031 就業場所 北海道深川市 正社員
変形（1ヶ月単位）
(1)5時30分～14時30分
(2)10時15分～19時15分

01030- 2981831 就業場所 北海道深川市 正社員以外
変形（1ヶ月単位）
(1)5時00分～14時00分
(2)10時00分～19時00分

01030- 2982231 就業場所 北海道深川市 正社員以外
普通自動車運転免許

(1)9時00分～17時00分 （ＡＴ限定不可）
(2)9時00分～12時30分

01082-  272831 就業場所 北海道深川市 正社員

年齢所在地・就業場所

16

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 介護員（ケアハウス）

59歳以下 158,000円～158,000円
雇用期間の定めなし

17

株式会社　パワーテック 北海道砂川市宮城の沢８番地３ 機械工及び溶接工

59歳以下 157,000円～257,000円
雇用期間の定めなし

18

社会福祉法人　札幌緑花会
砂川希望学院

北海道砂川市焼山３４５番地 （契）調理員

不問 164,500円～164,500円
雇用期間の定めあり

19

株式会社　富士工業　奈井江
営業所

北海道空知郡奈井江町北町４区 （パ）施設警備

18歳以上 140,530円～140,530円
雇用期間の定めあり

20

株式会社　北将工業 北海道砂川市東４条北９丁目１番７号 建設作業員

不問 206,150円～282,100円
雇用期間の定めなし

21

株式会社　ジョブアンサー 北海道札幌市白石区本通１１丁目南７番９
号　ハヤシビル３ＦＢ号

（派）介護職員（砂川市
西２条）

18歳以上 184,800円～252,000円
雇用期間の定めなし

22

ノース・キャリア 北海道札幌市中央区南８条西１０丁目１２
７７－１
　サンライズ５　２Ｆ

施設管理（砂川市）

18歳以上 226,350円～248,985円
雇用期間の定めあり

23

ホクレン包材　株式会社　妹
背牛工場

北海道雨竜郡妹背牛町字妹背牛４１４－１ （臨）品質検査・測定業
務

不問 161,500円～161,500円
雇用期間の定めあり

24

（有）北空知貨物 北海道雨竜郡雨竜町字満寿３０－６４ 倉庫管理

不問 185,000円～217,000円
雇用期間の定めなし

25

株式会社　ジョブアンサー 北海道札幌市白石区本通１１丁目南７番９
号　ハヤシビル３ＦＢ号

（派）介護職員（深川
市）

18歳以上 184,800円～252,000円
雇用期間の定めなし

26

株式会社　ジョブアンサー 北海道札幌市白石区本通１１丁目南７番９
号　ハヤシビル３ＦＢ号

（派）介護職員（深川市
音江町）

18歳以上 184,800円～252,000円
雇用期間の定めなし

27

セコム　株式会社　北海道本
部

北海道札幌市中央区大通西３丁目７　北洋
大通センター１３Ｆ

（契）（深川・多度志）
セコム・セキュリティス
タッフ

18歳以上 206,000円～206,000円
雇用期間の定めあり

28

株式会社　さくら 広島県広島市中区鶴見町５－１ 内装工事

59歳以下 200,000円～330,000円
雇用期間の定めなし

29

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

（請：パ）調理員（深川
市）

不問 197,800円～197,800円
雇用期間の定めあり

30

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

（請：深川市）調理補助

不問 167,700円～167,700円
雇用期間の定めあり

31

医療法人　圭仁会　東ケ丘病
院

北海道深川市音江町字音江２５７番地２ 作業療法士助手（看護助
手）

59歳以下 160,600円～160,600円
雇用期間の定めなし


