
（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⇒

　

1

ハローワーク週刊求人情報
令和５年５月１９日号
（次回発行日：令和５年５月２６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～17時00分

01080- 1130931 就業場所 北海道滝川市 正社員

(1)8時30分～17時30分
(2)11時00分～20時00分

01080- 1131131 就業場所 北海道滝川市 正社員以外
変形（1年単位）
(1)7時30分～16時30分

01080- 1133831 就業場所 北海道滝川市 正社員以外

(1)7時30分～17時00分

01080- 1123131 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
(2)8時30分～17時30分
(3)8時30分～12時00分

01080- 1128431 就業場所 北海道滝川市 正社員
変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～17時00分

01080- 1122931 就業場所 北海道滝川市 正社員
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時00分
(2)9時00分～17時00分

01080- 1110431 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 （ＡＴ限定不可）
(2)8時30分～12時00分 準中型自動車免許

01080- 1109831 就業場所 北海道赤平市 正社員
変形（1ヶ月単位） 普通自動車運転免許

中型自動車免許

01240- 9396631 就業場所 北海道滝川市 正社員
普通自動車運転免許

(1)9時00分～17時30分

01010-21193731 就業場所 北海道滝川市 正社員

(1)8時30分～17時15分

01010-20576231 就業場所 北海道滝川市 正社員以外
交替制あり
(1)7時30分～15時30分

01030- 6560131 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)7時30分～17時00分 （ＡＴ限定不可）
(2)8時30分～17時30分 中型自動車免許

01084-  513731 就業場所 北海道空知郡奈井江町 正社員
交替制あり 大型自動車免許

13040-66552131 就業場所 北海道砂川市 正社員以外

135,660円～135,660円
雇用期間の定めあり

11

三和シヤッター工業　株式会
社　北海道事業部

北海道札幌市中央区北１条西１０丁目１－
２６

（契）一般事務（滝川
市）

不問 145,000円～165,000円
雇用期間の定めあり

12

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）調理補助
パート

不問

260,000円～470,000円
雇用期間の定めなし

9

北海道郵便逓送　株式会社 北海道札幌市北区北６条西６丁目２番地２
５

トラック運転手（郵便物
の輸送／滝川営業所）

64歳以下 230,000円～275,000円
雇用期間の定めなし

10

株式会社　アイネス 北海道札幌市中央区南２条東２丁目７番地
１　第３ＮＥＯビル

土木設計技術者（滝川
市）

不問

165,000円～275,000円
雇用期間の定めなし

7

たきかわ農業協同組合 北海道滝川市本町４丁目１－３１ （パ）事務員

不問 132,916円～145,440円
雇用期間の定めあり

8

株式会社　三浦燃料店 北海道赤平市泉町１丁目３番地 営業スタッフ

59歳以下

150,900円～180,000円
雇用期間の定めなし

5

株式会社　ミツキ　調剤薬局
ミツキ

北海道滝川市空知町３丁目４番１７号 受付・調剤補助

30歳以下 168,500円～180,000円
雇用期間の定めなし

6

株式会社　萌福祉サービス
フルールハピネスたきかわ

北海道滝川市栄町１丁目１１番３０号 人事労務事務職員（介護
付有料老人ホーム）

64歳以下

198,000円～220,000円
雇用期間の定めなし

3

中央ビルメンテナンス　株式
会社　空知事業部

北海道滝川市花月町３丁目４番７号 （請）病院清掃員

不問 159,712円～159,712円
雇用期間の定めあり

4

多田建設工業　株式会社 北海道芦別市北２条西２丁目８ 土木・建設作業員

18歳以上

207,800円～207,800円
雇用期間の定めなし

2

ハミューレ　株式会社　プロ
ノ滝川店

北海道滝川市明神町２丁目１－２４ （パ）販売スタッフ

不問 158,472円～158,472円
雇用期間の定めなし

年齢所在地・就業場所

1

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

64歳以下

223,000円～406,225円
雇用期間の定めなし

14

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

送迎バス運転手／砂川市

不問 195,000円～195,000円
雇用期間の定めあり

13

株式会社　櫻井千田 北海道空知郡奈井江町字奈井江５６９番地
１

土木技術者

64歳以下



2

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 大型自動車免許

13040-66556531 就業場所 北海道砂川市 正社員
変形（1年単位）

13040-66027631 就業場所 北海道砂川市 正社員以外
変形（1ヶ月単位） 普通自動車運転免許
(1)9時00分～18時00分
(2)5時00分～14時00分

01084-  510231 就業場所 北海道砂川市 正社員
変形（1年単位） 中型自動車免許
(1)8時00分～17時30分 移動式クレーン運転士
(2)8時30分～17時00分 玉掛技能者

01084-  509931 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～18時00分

01084-  506731 就業場所 北海道砂川市 正社員
変形（1ヶ月単位） 管理栄養士
(1)9時00分～17時00分

01010-20820331 就業場所 北海道空知郡上砂川町 正社員

(1)8時30分～18時30分
(2)8時30分～12時30分

01082-  601731 就業場所 北海道深川市 正社員以外
変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～19時30分
(2)9時00分～13時00分

01082-  596831 就業場所 北海道深川市 正社員
変形（1ヶ月単位）
(1)5時00分～13時00分
(2)8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

01082-  597231 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00分
(2)9時00分～17時00分

01010-20679131 就業場所 北海道深川市 正社員

年齢所在地・就業場所

245,000円～245,000円
雇用期間の定めなし

16

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

カフェスタッフ（キッチ
ン）／砂川市

不問 195,000円～195,000円
雇用期間の定めあり

15

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

送迎バス運転手【正社
員】／砂川市

不問

180,000円～180,000円
雇用期間の定めなし

18

村山木材　株式会社 北海道砂川市東３条南４丁目２番５号 運転手

59歳以下 203,000円～253,000円
雇用期間の定めなし

17

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 キッチンカーでの販売職
兼製造員

59歳以下

190,000円～220,000円
雇用期間の定めなし

20

株式会社　萌福祉サービス 北海道札幌市西区山の手１条１丁目３番地 管理栄養士（特別養護老
人ホームはるにれ荘／上
砂川町）

64歳以下 210,000円～210,000円
雇用期間の定めなし

19

株式会社　奥山工業所 北海道砂川市東１条南７丁目１番１号 ショップ店長候補

不問

178,750円～178,750円
雇用期間の定めあり

22

医療法人社団　きたじま歯科
クリニック

北海道深川市３条１６番１２号 歯科助手

59歳以下 160,500円～226,500円
雇用期間の定めなし

21

医療法人社団　たかはし内科
消化器内科

北海道深川市４条９番１８号 （パ）医療事務員

不問

164,100円～196,000円
雇用期間の定めなし

24

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 166,200円～210,000円
雇用期間の定めなし

23

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 調理員

59歳以下



（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５月１９日号
（次回発行日：令和５年５月２６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30分～10時30分
(2)15時00分～17時00分

01030- 6816931 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

01080- 1132031 就業場所 北海道滝川市 パート労働者
交替制あり
(1)6時00分～12時30分
(2)12時30分～19時00分
(3)17時00分～19時00分

01080- 1127531 就業場所 北海道滝川市 パート労働者
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～16時30分
(2)16時15分～0時30分
(3)0時15分～8時15分

01240- 9266931 就業場所 北海道芦別市 有期雇用派遣パート

(1)6時00分～8時00分

13170-17887531 就業場所 北海道滝川市 パート労働者
交替制あり

13040-65343031 就業場所 北海道滝川市 パート労働者

(1)17時45分～19時45分

01030- 6622631 就業場所 北海道滝川市 パート労働者
交替制あり 保育士
(1)13時00分～17時00分 普通自動車運転免許
(2)14時00分～18時00分
(3)13時00分～18時00分

01080- 1116031 就業場所 北海道滝川市 パート労働者

01080- 1102431 就業場所 北海道滝川市 パート労働者

01080- 1103731 就業場所 北海道滝川市 パート労働者

01080- 1106931 就業場所 北海道滝川市 パート労働者
交替制あり 普通自動車運転免許
(1)8時00分～15時00分
(2)10時00分～17時00分

01080- 1107131 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)7時30分～9時30分
(2)12時00分～13時00分
(3)15時30分～17時30分

01080- 1108031 就業場所 北海道滝川市 パート労働者

(1)10時30分～14時30分

01080- 1124031 就業場所 北海道砂川市 パート労働者

(1)17時00分～20時00分

01080- 1121631 就業場所 北海道砂川市 パート労働者

13

一般社団法人　はるか　共同
生活援助事業所こころ

北海道滝川市滝の川町東３丁目１２番１６
号

送迎員

不問 920円～920円
雇用期間の定めあり

12

一般社団法人　はるか　共同
生活援助事業所こころ

北海道滝川市滝の川町東３丁目１２番１６
号

生活支援員兼送迎員

不問 930円～1,000円
雇用期間の定めあり

11

イオン北海道　株式会社
マックスバリュ　滝川本町店

北海道滝川市本町４丁目５－４ 畜産スタッフ

不問 920円～970円
雇用期間の定めあり

10

イオン北海道　株式会社
マックスバリュ　滝川本町店

北海道滝川市本町４丁目５－４ レジスタッフ

不問 920円～980円
雇用期間の定めあり

9

イオン北海道　株式会社
マックスバリュ　滝川本町店

北海道滝川市本町４丁目５－４ 水産スタッフ

不問 920円～980円
雇用期間の定めあり

7

6

株式会社　すき家 東京都港区港南二丁目１８番１号　ＪＲ品
川イーストビル５階

接客・調理／１２号滝川
東町店

不問 1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり

8

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 指導員（きっずていくた
きかわ／放課後等デイ
サービス）

59歳以下 1,050円～1,050円
雇用期間の定めなし

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：滝川）食器洗浄
（江部乙町）

不問 1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり

5

株式会社　すかいらーくレス
トランツ

東京都武蔵野市西久保１－２５－８ 朝清掃（ガスト　滝川
店）

不問 920円～920円
雇用期間の定めあり

4

株式会社　アウトソーシング
札幌営業所

北海道札幌市北区北７条西４丁目４－３
札幌クレストビル６Ｆ

ボールベアリング製品製
造（芦別市）

不問 1,500円～1,500円
雇用期間の定めあり

3

株式会社　萌福祉サービス
フルールハピネスたきかわ

北海道滝川市栄町１丁目１１番３０号 調理，配膳補助スタッフ

不問 920円～920円
雇用期間の定めなし

1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり

2

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 事務職員

64歳以下 975円～975円
雇用期間の定めなし

年齢所在地・就業場所

1

社会福祉法人　北海道療育園 北海道旭川市春光台４条１０丁目 （滝川）送迎運転手

不問

14

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 調理補助（リハビリデイ
ゆうリハ）

64歳以下 920円～920円
雇用期間の定めなし

15

株式会社　北斗　滝川営業所 北海道滝川市幸町２丁目１３番９号 （請）電話交換業務（砂
川市立病院）

不問 1,350円～1,350円
雇用期間の定めあり



2

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 普通自動車運転免許

01084-  511531 就業場所 北海道砂川市 パート労働者
交替制あり 普通自動車運転免許

01084-  512431 就業場所 北海道砂川市 パート労働者
普通自動車運転免許

01084-  507331 就業場所 北海道砂川市 パート労働者
交替制あり

01084-  505431 就業場所 北海道砂川市 パート労働者

(1)7時15分～12時30分
(2)8時45分～13時00分

01190- 3977531 就業場所 北海道砂川市 パート労働者
交替制あり
(1)9時00分～12時00分
(2)8時00分～12時00分

01080- 1134231 就業場所 北海道深川市 パート労働者

(1)10時30分～16時30分

01080- 1129731 就業場所 北海道雨竜郡沼田町 パート労働者
普通自動車運転免許

(1)9時00分～15時00分

01010-21275631 就業場所 北海道深川市 パート労働者
交替制あり

13040-65705531 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-  599431 就業場所 北海道深川市 パート労働者 ＊応募締切：6月2日
交替制あり 普通自動車運転免許
(1)10時00分～18時00分
(2)9時00分～17時00分

01010-20719831 就業場所 北海道深川市･滝川市 パート労働者
交替制あり
(1)9時00分～15時00分
(2)15時00分～21時00分

01080-   42130 就業場所 北海道雨竜郡沼田町 正社員以外 ＊季節求人

年齢所在地・就業場所

16

砂川市役所　商工労働観光課
商工振興係

北海道砂川市西７条北２丁目１番１号 地域おこし協力隊（地域
ブランド推進プロジェク
ト担当）

不問 1,541円～1,541円
雇用期間の定めあり

17

砂川市役所　商工労働観光課
商工振興係

北海道砂川市西７条北２丁目１番１号 地域おこし協力隊（商店
街魅力発信プロジェクト
担当）

不問 1,541円～1,541円
雇用期間の定めあり

18

ヨシダ　株式会社 北海道砂川市空知太西１条３丁目１４１－
４３

雪印メグミルク宅配ス
タッフ

不問 1,021円～1,021円
雇用期間の定めなし

19

株式会社　奥山工業所 北海道砂川市東１条南７丁目１番１号 ショップ店員

不問 1,000円～1,200円
雇用期間の定めなし

20

株式会社　コメリ　北海道ス
トアサポートセンター

北海道苫小牧市字柏原６番４２７号 レジアルバイト（早朝・
午前）（砂川店）【砂川
市】

不問 970円～980円
雇用期間の定めあり

21

中央ビルメンテナンス　株式
会社　空知事業部

北海道滝川市花月町３丁目４番７号 （請）車両清掃員（日常
清掃含む／深川市）

20歳以上 920円～920円
雇用期間の定めあり

22

嶋産業　株式会社 北海道芦別市北６条西２丁目８番地１４ （請）清掃作業員

不問 950円～950円
雇用期間の定めあり

23

有限会社　セレモサプライ
（あいプラングループ）

北海道札幌市中央区南２条西８丁目１２－
１

調理補助スタッフ（深川
市）

59歳以下 1,600円～1,600円
雇用期間の定めなし

24

株式会社　すき家 東京都港区港南二丁目１８番１号　ＪＲ品
川イーストビル５階

接客・調理／深川店

不問 960円～960円
雇用期間の定めあり

25

深川市役所 北海道深川市２条１７番１７号 会計事務専門員（会計年
度任用職員）

不問 950円～950円
雇用期間の定めあり

26

フィクスジャパン株式会社
札幌営業所

北海道札幌市中央区大通西６丁目２－６
大樹生命札幌大通ビル７階

日用雑貨メーカーのラウ
ンダー（深川市・滝川
市）

不問 1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり

27

嶋産業　株式会社 北海道芦別市北６条西２丁目８番地１４ （請）プール監視員

不問 136,500円～136,500円
雇用期間の定めあり


