
（パートタイム他）

◎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⇒

　

1

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

(1)18時00分～19時30分

01030- 3166731 就業場所 北海道芦別市 パート労働者
交替制あり

01080-  523331 就業場所 北海道滝川市 パート労働者

01080-  551031 就業場所 北海道滝川市 パート労働者
小学校教諭免許　又は

(1)8時30分～15時30分 中学校教諭免許
普通自動車運転免許

01080-  505731 就業場所 北海道滝川市 パート労働者 ＊応募締切：3月22日

01080-  500031 就業場所 北海道滝川市 パート労働者
普通自動車運転免許

(1)8時00分～16時30分

01084-  244131 就業場所 北海道空知郡上砂川町 パート労働者 ＊応募締切：3月15日
交替制あり 普通自動車運転免許
(1)8時00分～16時30分 （ＡＴ限定不可）
(2)6時00分～14時30分

01084-  253031 就業場所 北海道空知郡上砂川町 パート労働者 ＊応募締切：3月10日
普通自動車運転免許

(1)10時00分～17時00分

01084-  262831 就業場所 北海道砂川市 パート労働者 ＊応募締切：3月15日
交替制あり 大型自動車免許、
(1)8時00分～16時30分 大型特殊自動車免許、

車両系建設機械（整地）
のいずれか

01084-  232731 就業場所 北海道空知郡上砂川町 パート労働者

01240- 4241431 就業場所 北海道砂川市 パート労働者
交替制あり 保育士

01230- 4157131 就業場所 北海道砂川市 パート労働者

(1)8時20分～16時20分

01082-  292331 就業場所 北海道深川市 パート労働者 ＊応募締切：3月15日
交替制あり
(1)8時30分～16時30分
(2)7時30分～15時30分

01082-  295131 就業場所 北海道深川市 パート労働者 ＊応募締切：3月15日
視能訓練士

(1)8時30分～17時00分
(2)8時30分～13時00分

01082-  332631 就業場所 北海道深川市 パート労働者 ＊応募締切：3月15日

1,000円～1,200円
雇用期間の定めなし

4

滝川市教育委員会 北海道滝川市大町１丁目２－１５ 教育支援専門員（地域
コーディネーター）／会
計年度任用職員

不問 1,338円～1,425円
雇用期間の定めあり

5

寿泉　有限会社 北海道滝川市栄町４丁目６番１６号 介護員（住宅型有料老人
ホーム）

不問

922円～1,043円
雇用期間の定めあり

950円～950円
雇用期間の定めあり

2

滝川公共職業安定所 北海道滝川市緑町２丁目５番１号 事務補助員（フロアナ
ビ）

不問 922円～1,220円
雇用期間の定めあり

3

滝川市教育委員会 北海道滝川市大町１丁目２－１５ 特別支援学級支援員（会
計年度任用職員）

不問

年齢所在地・就業場所

1

富士産業　株式会社　北海道
北事業部

北海道旭川市４条通１０丁目左７号　アル
ファ旭川ビル５Ｆ

（請：芦別）洗浄パート

不問

1,158円～1,652円
雇用期間の定めあり

7

上砂川町役場 北海道空知郡上砂川町字上砂川町４０番地
１０

雑役作業員

不問 1,158円～1,158円
雇用期間の定めあり

6

上砂川町役場 北海道空知郡上砂川町字上砂川町４０番地
１０

ゴミ収集及びし尿収集運
転手兼作業員

不問

1,164円～1,292円
雇用期間の定めあり

9

上砂川町役場 北海道空知郡上砂川町字上砂川町４０番地
１０

道路維持・除雪車運転手

不問 1,652円～1,869円
雇用期間の定めあり

8

砂川市役所　公民館　管理係 北海道砂川市西８条北３丁目１番１号 郷土資料室員

不問

1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし

11

株式会社　プライムツーワン 北海道札幌市豊平区月寒東５条１０丁目３
番３号　
プライムビル３階

保育補助員（砂川市西４
条）

不問 1,000円～1,200円
雇用期間の定めあり

10

株式会社　ライフニックス 北海道札幌市東区東苗穂１０条２丁目２０
－１

キャンプ場スタッフ（砂
川市富平）

不問

922円～922円
雇用期間の定めあり

13

深川市立病院 北海道深川市６条６番１号 看護助手（会計年度任用
職員）

不問 1,027円～1,027円
雇用期間の定めあり

12

深川市立病院 北海道深川市６条６番１号 外来医療事務員（会計年
度任用職員）

不問

1,113円～1,113円
雇用期間の定めあり

14

深川市立病院 北海道深川市６条６番１号 視能訓練士（会計年度任
用職員）

不問
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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）
(1)8時35分～19時30分
(2)8時35分～13時20分

01082-  273231 就業場所 北海道雨竜郡妹背牛町 パート労働者

(1)7時00分～11時00分

01082-  274531 就業場所 北海道深川市 パート労働者

(1)9時00分～13時00分
(2)17時00分～21時00分

01082-  275431 就業場所 北海道深川市 パート労働者
普通自動車運転免許

(1)8時45分～16時30分

01082-  277331 就業場所 北海道深川市 パート労働者 ＊応募締切：3月16日
普通自動車運転免許

(1)9時00分～16時00分

01082-  271031 就業場所 北海道雨竜郡沼田町 パート労働者

(1)7時00分～16時30分

01080-   22830 就業場所 北海道芦別市 正社員以外 ＊季節求人
普通自動車運転免許

(1)7時15分～16時45分 （ＡＴ限定不可）

01080-   21530 就業場所 北海道滝川市 正社員以外 ＊季節求人
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

01080-   18130 就業場所 北海道芦別市 正社員以外 ＊季節求人
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

01080-   19430 就業場所 北海道芦別市 正社員以外 ＊季節求人
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分
(2)9時00分～18時00分
(3)17時30分～8時00分

01080-   20930 就業場所 北海道芦別市 正社員以外 ＊季節求人
普通自動車運転免許

(1)8時45分～17時30分 （ＡＴ限定不可）
(2)8時45分～16時30分

01084-    9530 就業場所 北海道砂川市 正社員以外 ＊季節求人

(1)8時00分～17時00分

01082-   27130 就業場所 北海道深川市 正社員以外 ＊季節求人

15

医療法人社団　いざなき会
定岡歯科医院

北海道雨竜郡妹背牛町４１９番地８ サプライスタッフ（消毒
滅菌・清掃）

不問 920円～1,200円
雇用期間の定めなし

年齢所在地・就業場所

920円～920円
雇用期間の定めなし

17

スーパーアークス深川店 北海道深川市北光町３丁目６番 レジ係

不問 920円～920円
雇用期間の定めなし

16

スーパーアークス深川店 北海道深川市北光町３丁目６番 食肉担当

不問

1,300円～1,300円
雇用期間の定めあり

19

タスマン株式会社　北海道沼
田工場

北海道雨竜郡沼田町西町５－１１ 事務及び軽作業

64歳以下 1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし

18

深川市役所 北海道深川市２条１７番１７号 集落支援員

不問

300,000円～360,000円
日雇

21

株式会社　新谷組 北海道滝川市泉町１３５番地１ （季）土木作業員

不問 187,000円～264,000円
雇用期間の定めあり

20

有限会社　加藤農場 北海道芦別市野花南町６６２番地 （季）田植補助作業員

不問

170,775円～170,775円
雇用期間の定めあり

23

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

（季）園地管理業務（月
２１日程度勤務）

不問 151,200円～151,200円
雇用期間の定めあり

22

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

（季）園地管理業務（月
２３日程度勤務）

不問

297,000円～451,000円
雇用期間の定めあり

26

株式会社　エーケー 北海道深川市４条９番４０号　プラザ深川
３階３号室

（季）土木作業員及び重
機オペレーター

不問

163,875円～170,775円
雇用期間の定めあり

25

一般財団法人　北海道子ども
の国協会

北海道砂川市北光４９６番地２５ （季）作業員

不問 68,400円～98,800円
雇用期間の定めあり

24

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

（季）オートキャンプ場
管理業務

18歳以上


