
（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１２日号
（次回発行日：令和５年５月１９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

01010-20073631 就業場所 北海道滝川市 正社員以外
変形（1ヶ月単位）
(1)4時30分～13時30分
(2)10時15分～19時45分

01030- 6540731 就業場所 北海道滝川市 正社員以外
変形（1ヶ月単位）
(1)5時00分～13時15分
(2)10時15分～19時45分

01030- 6541331 就業場所 北海道滝川市 正社員以外
変形（1ヶ月単位） 調理師
(1)4時30分～13時30分
(2)10時15分～19時45分

01030- 6544131 就業場所 北海道滝川市 正社員以外
変形（1ヶ月単位） 調理師
(1)5時00分～14時30分
(2)10時00分～19時30分

01030- 6545031 就業場所 北海道芦別市 正社員以外
変形（1年単位） 危険物取扱者（乙種）
(1)6時30分～14時45分 ２級ボイラー技士
(2)13時15分～21時30分 普通自動車運転免許

01030- 6391331 就業場所 北海道滝川市 正社員以外

(1)8時30分～16時15分

01080- 1086831 就業場所 北海道滝川市 正社員以外
社会福祉士

(1)8時00分～16時30分

01080- 1088531 就業場所 北海道赤平市 正社員
臨床検査技師

(1)8時00分～16時30分

01080- 1090631 就業場所 北海道赤平市 正社員
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- 1091931 就業場所 北海道赤平市 正社員
変形（1ヶ月単位） 看護師
(1)9時00分～17時00分
(2)11時00分～19時00分
(3)16時45分～9時15分

01080- 1064731 就業場所 北海道滝川市 正社員
変形（1ヶ月単位） 准看護師
(1)9時00分～17時00分
(2)11時00分～19時00分
(3)16時45分～9時15分

01080- 1066631 就業場所 北海道滝川市 正社員
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～16時00分
(2)11時00分～19時00分
(3)16時45分～9時15分

01080- 1068131 就業場所 北海道滝川市 正社員
変形（1ヶ月単位） 看護師
(1)9時00分～17時00分
(2)16時30分～9時30分

01080- 1070531 就業場所 北海道滝川市 正社員

14

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 看護師

18歳～59歳 245,500円～300,500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 看護助手（夜勤あり）

18歳～59歳 157,400円～157,400円
雇用期間の定めなし

12

医療法人　圭仁会　佐藤病院 北海道滝川市泉町１３５番地１５ 准看護師（夜勤あり）

18歳～59歳 179,800円～295,000円
雇用期間の定めなし

11

医療法人　圭仁会　佐藤病院 北海道滝川市泉町１３５番地１５ 看護師（夜勤あり）

18歳～59歳 199,200円～305,000円
雇用期間の定めなし

10

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

9

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

8

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

7

日本郵便　株式会社　郵便事
業総本部　滝川郵便局

北海道滝川市大町２丁目４番３６号 （非）郵便内務員（梱包
発送作業／滝川市）

不問 134,232円～134,232円
雇用期間の定めあり

6

株式会社　ビルテクノ 北海道旭川市神居７条１１丁目２番７号 （請：滝川）ボイラー運
転管理

不問 141,000円～185,000円
雇用期間の定めあり

5

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

（契：請）調理師（芦別
市）

不問 223,084円～223,084円
雇用期間の定めあり

4

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

（契：請）調理師（滝川
市朝日町）

18歳以上 223,084円～223,084円
雇用期間の定めあり

3

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）調理補助
（朝日町）

不問 170,000円～170,000円
雇用期間の定めあり

157,500円～157,500円
雇用期間の定めあり

2

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）調理員（朝
日町）

18歳以上 189,200円～189,200円
雇用期間の定めあり

年齢所在地・就業場所

1

エア・ウォーター・ライフサ
ポート　株式会社

北海道札幌市中央区南１９条西６丁目３番
５号

（契）医療用器材の洗浄
滅菌（滝川市）

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） 准看護師
(1)9時00分～17時00分
(2)16時30分～9時30分

01080- 1071431 就業場所 北海道滝川市 正社員
歯科衛生士

(1)9時00分～17時00分
(2)9時00分～12時30分

01080- 1072731 就業場所 北海道滝川市 正社員
変形（1ヶ月単位） 薬剤師
(1)9時00分～17時00分
(2)9時00分～12時30分

01080- 1073331 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30分

01080- 1031631 就業場所 北海道赤平市 正社員
変形（1ヶ月単位） 保育士
(1)8時30分～17時30分 普通自動車運転免許
(2)9時00分～18時00分

01080- 1036231 就業場所 北海道滝川市 正社員
変形（1年単位） 普通自動車運転免許
(1)8時00分～16時00分 （ＡＴ限定不可）
(2)8時00分～13時00分 8t限定中型自動車免許

01080- 1054431 就業場所 北海道滝川市 正社員

(1)10時30分～21時30分

01080- 1026031 就業場所 北海道滝川市 正社員
変形（1ヶ月単位） 看護師
(1)8時30分～17時00分
(2)16時30分～1時00分
(3)0時30分～9時00分

01080- 1028231 就業場所 北海道滝川市 正社員 ＊応募締切：6月12日
普通自動車運転免許

(1)7時30分～17時30分 （ＡＴ限定不可）

01080- 1021731 就業場所 北海道樺戸郡新十津川町 正社員
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

01080- 1023631 就業場所 北海道樺戸郡新十津川町 正社員

(1)9時00分～17時00分
(2)9時00分～12時30分

01080- 1024931 就業場所 北海道滝川市 正社員

(1)9時00分～17時00分

01110- 1800231 就業場所 北海道滝川市 有期雇用派遣労働者
普通自動車運転免許

(1)8時00分～17時00分

01010-20262231 就業場所 北海道砂川市 正社員以外
普通自動車運転免許

(1)9時00分～17時30分

01084-  485331 就業場所 北海道砂川市 正社員
臨床工学技士

(1)8時30分～17時00分

01084-  499231 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)8時30分～16時00分

01084-  468331 就業場所 北海道砂川市 正社員

年齢所在地・就業場所

26

岩見沢通運　株式会社　本社
営業部

北海道岩見沢市東町６７３番地 農作業アシスタント

不問 196,875円～196,875円
雇用期間の定めあり

25

医療法人　優仁会　滝川中央
病院

北海道滝川市朝日町東２丁目１番５号 清掃員

59歳以下 148,950円～148,950円
雇用期間の定めなし

24

有限会社　井上鉄筋工業 北海道樺戸郡新十津川町字中央３４０－９ 鉄筋工

59歳以下 193,800円～319,200円
雇用期間の定めなし

23

有限会社　空知工業 北海道樺戸郡新十津川町字大和１２１番地
６

配管工・土木作業員

64歳以下 200,000円～270,000円
雇用期間の定めなし

22

滝川市立病院 北海道滝川市大町２丁目２番３４号 看護師

18歳～59歳 224,100円～229,700円
雇用期間の定めなし

21

有限会社　サルサ　（イタリ
アンレストラン　ラ・ペコ
ラ）

北海道滝川市本町１丁目４番１１号 調理・ホールスタッフ

不問 175,000円～190,000円
雇用期間の定めなし

20

株式会社　ハヤシ環境 北海道滝川市中島町２０４番地７ 塵芥車運転手

64歳以下 200,000円～200,000円
雇用期間の定めなし

19

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 211,200円～211,200円
雇用期間の定めなし

18

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 事務員（グループホーム
メイプル事務所）

59歳以下 191,200円～191,200円
雇用期間の定めなし

17

医療法人　圭仁会　佐藤病院 北海道滝川市泉町１３５番地１５ 薬剤師

59歳以下 290,000円～410,000円
雇用期間の定めなし

16

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 歯科衛生士

59歳以下 175,500円～175,500円
雇用期間の定めなし

15

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 准看護師

18歳～59歳 185,500円～247,200円
雇用期間の定めなし

27

株式会社　ナカジマ薬局　札
幌本社

北海道札幌市中央区北１０条西２４丁目２
番１５号

（臨時社員）ビル・駐車
場管理人（砂川市）

不問 147,568円～150,720円
雇用期間の定めあり

28

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 200,000円～240,000円
雇用期間の定めなし

29

砂川市立病院 北海道砂川市西４条北３丁目１番１号 （会）臨床工学技士

不問 180,180円～196,728円
雇用期間の定めあり

30

株式会社　菜の花総合保険事
務所

北海道砂川市空知太西１条３丁目３番５４
号

営業（ルートセールス）

42歳以下 230,000円～280,000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

社会福祉主事任用資格
(1)8時30分～17時30分 普通自動車運転免許

01084-  469631 就業場所 北海道歌志内市 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 （ＡＴ限定不可）

01084-  457531 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 （ＡＴ限定不可）

01084-  458431 就業場所 北海道砂川市 正社員
変形（1ヶ月単位）
(1)5時00分～14時00分
(2)10時15分～19時30分

01030- 6547231 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)8時00分～17時00分 （ＡＴ限定不可）

01082-  591331 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） 普通自動車運転免許
(1)8時00分～17時30分 （ＡＴ限定不可）
(2)8時00分～17時00分

01082-  587031 就業場所 北海道雨竜郡秩父別町・深川市 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30分 （ＡＴ限定不可）
(2)8時00分～17時00分

01082-  588831 就業場所 北海道雨竜郡秩父別町・深川市 正社員以外
変形（1年単位） 普通自動車運転免許
(1)8時00分～17時30分 （ＡＴ限定不可）
(2)8時00分～17時00分

01082-  589231 就業場所 北海道雨竜郡秩父別町・深川市 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30分 （ＡＴ限定不可）
(2)8時00分～17時00分

01082-  590731 就業場所 北海道雨竜郡秩父別町・深川市 正社員
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）

01082-  572531 就業場所 北海道雨竜郡沼田町 正社員
変形（1ヶ月単位）
(1)4時45分～13時45分
(2)8時00分～17時00分
(3)9時45分～18時45分

01082-  573431 就業場所 北海道深川市 正社員

(1)7時50分～17時20分

01082-  571231 就業場所 北海道雨竜郡妹背牛町 正社員
変形（1ヶ月単位） 調理師
(1)5時00分～13時00分 普通自動車運転免許
(2)8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

01082-  538231 就業場所 北海道深川市 正社員

年齢所在地・就業場所

31

社会福祉法人　ほく志会　歌
志内養護老人ホーム楽生園

北海道歌志内市字文珠２４４番地２ 生活相談員

44歳以下 173,800円～197,300円
雇用期間の定めなし

32

東栄機工株式会社　砂川事業
所

北海道砂川市豊沼町１番地　北海道三井化
学株式会社構内

製缶・配管及び溶接士

40歳以下 167,000円～203,000円
雇用期間の定めなし

33

東栄機工株式会社　砂川事業
所

北海道砂川市豊沼町１番地　北海道三井化
学株式会社構内

機械工

40歳以下 167,000円～203,000円
雇用期間の定めなし

34

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

35

妻神工業　株式会社 北海道雨竜郡妹背牛町字妹背牛４９９番地
の５

土木工事業、舗装工事業
に携わる土工作業員

不問 224,400円～306,000円
雇用期間の定めなし

36

寺迫工業　株式会社 北海道雨竜郡秩父別町１２９８－２８ 配管工

64歳以下 240,000円～286,000円
雇用期間の定めなし

37

寺迫工業　株式会社 北海道雨竜郡秩父別町１２９８－２８ 現場作業スタッフ

不問 216,600円～273,600円
雇用期間の定めなし

38

寺迫工業　株式会社 北海道雨竜郡秩父別町１２９８－２８ 重機運転手

64歳以下 240,000円～320,000円
雇用期間の定めなし

39

寺迫工業　株式会社 北海道雨竜郡秩父別町１２９８－２８ 現場代理人

64歳以下 250,000円～350,000円
雇用期間の定めなし

40

渡部建設　株式会社 北海道雨竜郡沼田町字旭町１５番地９ 土木技術員・現場代理人

64歳以下 360,000円～400,000円
雇用期間の定めなし

43

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 調理師

59歳以下 170,200円～246,000円
雇用期間の定めなし

41

株式会社　プロント　深川営
業所

北海道深川市太子町８－１３ 調理員（深川市太子町）

18歳～69歳 158,500円～220,000円
雇用期間の定めなし

42

森川鉄工株式会社 北海道雨竜郡妹背牛町３６７番地 製造作業員

59歳以下 225,120円～225,120円
雇用期間の定めなし
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1

ハローワーク週刊求人情報
令和５年５月１２日号
（次回発行日：令和５年５月１９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45分

01030- 6542631 就業場所 北海道滝川市 パート労働者

(1)9時00分～16時00分

01080- 1094831 就業場所 北海道滝川市 パート労働者
交替制あり
(1)5時30分～11時00分
(2)10時00分～17時00分
(3)17時00分～21時00分

01080- 1084131 就業場所 北海道芦別市 パート労働者
交替制あり 看護師、
(1)7時00分～11時00分 准看護師、
(2)11時00分～15時00分 保健師のいずれか
(3)15時00分～19時00分 普通自動車運転免許

01080- 1092131 就業場所 北海道滝川市 パート労働者

(1)9時00分～16時00分

01080- 1069031 就業場所 北海道滝川市 パート労働者

(1)9時00分～16時00分

01080- 1039731 就業場所 北海道赤平市 パート労働者

(1)9時45分～17時15分
(2)9時45分～13時15分
(3)13時15分～19時15分

01080- 1050031 就業場所 北海道滝川市 パート労働者

(1)9時00分～15時00分

01230- 9663031 就業場所 北海道滝川市 パート労働者

01230- 9510431 就業場所 北海道滝川市 パート労働者

(1)8時00分～13時00分

13110- 9070231 就業場所 北海道赤平市 パート労働者

(1)0時00分～4時30分
(2)0時00分～5時00分

13110- 9071531 就業場所 北海道赤平市 パート労働者

(1)8時00分～15時00分

01080- 1027831 就業場所 北海道滝川市 パート労働者

(1)8時15分～16時15分

01084-  503231 就業場所 北海道砂川市 パート労働者
変形（1ヶ月単位） 大型自動車免許

13040-62683031 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

(1)9時00分～15時00分
(2)9時00分～15時30分

01084-  501031 就業場所 北海道砂川市 パート労働者

920円～920円
雇用期間の定めあり

11

株式会社　ビケンテクノ　サ
ニテーション本部

東京都足立区千住東２－３－３ 食品工場での洗浄（赤平
市）夜間

18歳～64歳 1,100円～1,100円
雇用期間の定めなし

12

滝川地方卸売市場　株式会社 北海道滝川市流通団地３丁目７番１号 青果袋詰作業員

不問

8

日本リブケア　株式会社 北海道札幌市白石区米里１条３丁目７－２
７

院内業務スタッフ（滝川
市）

59歳以下 1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし

9

1,300円～1,300円
雇用期間の定めなし

株式会社　アシスト 北海道北広島市北の里２２番２号 レンタル品の清掃スタッ
フ（滝川市）

不問 920円～920円
雇用期間の定めあり

10

株式会社　ビケンテクノ　サ
ニテーション本部

東京都足立区千住東２－３－３ 食品工場での洗浄（赤平
市）昼間

64歳以下

1,010円～1,040円
雇用期間の定めなし

6

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 事務員（グループホーム
メイプル事務所）

不問 1,050円～1,050円
雇用期間の定めあり

7

株式会社　しまむら　バース
デイ　滝川ＦＭ店

北海道滝川市東町８丁目３０６－２ 衣料販売員（アルバイト
社員）

59歳以下

1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり

4

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

看護職員（グループホー
ム／４時間勤務）

不問 1,200円～1,800円
雇用期間の定めあり

5

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 看護助手（入浴介助補
助）

不問

950円～1,050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

地方独立行政法人　北海道立
総合研究機構　中央農業試験
場　遺伝資源部

北海道滝川市南滝の川３６３番地２ 研究補助員

不問 1,137円～1,137円
雇用期間の定めあり

3

株式会社　芦別スターライト
ホテル

北海道芦別市旭町油谷１番地 調理補助スタッフ

64歳以下

年齢所在地・就業場所

1

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
（朝日町）

不問

920円～920円
雇用期間の定めあり

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 950円～950円
雇用期間の定めあり

13

鹿島環境エンジニアリング
株式会社　北海道支店

北海道砂川市西７条北２２丁目１２４－９ 分別作業員

不問

920円～920円
雇用期間の定めなし

15

特定非営利活動法人　ゆう 北海道砂川市東３条北２丁目３－３ 一般事務

59歳以下



2

No 求人者名 職種 賃金 就業時間 必要な免許資格

(1)10時00分～15時00分

01084-  484731 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

(1)9時00分～18時00分

01084-  477631 就業場所 北海道砂川市 パート労働者
介護支援専門員

01084-  463831 就業場所 北海道砂川市 パート労働者
変形（1ヶ月単位）
(1)17時00分～8時30分

01084-  470031 就業場所 北海道歌志内市 パート労働者

(1)10時00分～16時00分

01084-  456231 就業場所 北海道砂川市 パート労働者
交替制あり
(1)7時30分～12時30分

01082-  594131 就業場所 北海道雨竜郡秩父別町 パート労働者

(1)9時00分～17時30分

13010-50995131 就業場所 北海道雨竜郡沼田町 パート労働者
交替制あり

01082-  574731 就業場所 北海道深川市 パート労働者
看護師

(1)8時45分～16時30分 普通自動車運転免許

01082-  568931 就業場所 北海道深川市 パート労働者 ＊応募締切：7月28日

(1)12時30分～18時30分
(2)8時30分～14時30分

01082-  542931 就業場所 北海道深川市 パート労働者

(1)7時00分～9時30分
(2)14時00分～17時00分

15010-16547231 就業場所 北海道深川市 パート労働者

(1)8時30分～12時00分
(2)13時00分～18時00分

12010-15009631 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00分～17時00分 （ＡＴ限定不可）

01082-   56530 就業場所 北海道雨竜郡妹背牛町 正社員以外 ＊季節求人

(1)8時00分～17時30分

01082-   54630 就業場所 北海道雨竜郡沼田町 正社員以外 ＊季節求人
変形（1年単位）
(1)7時30分～16時30分

01082-   52430 就業場所 北海道深川市 正社員以外 ＊季節求人

1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり

17

株式会社ホクレン協同サービ
ス　パールライス砂川事業所

北海道砂川市北光３６５番地７ （臨）事務職（商品受注
業務他）に係る業務

不問

16

株式会社アメニティ開発　砂
川パークホテル

北海道砂川市東２条北３丁目１番１号 厨房補助業務兼洗い場業
務

不問 920円～920円
雇用期間の定めなし

年齢所在地・就業場所

1,200円～1,200円
雇用期間の定めなし

19

社会福祉法人　ほく志会　歌
志内養護老人ホーム楽生園

北海道歌志内市字文珠２４４番地２ 夜間専門支援員【養護老
人ホーム】

18歳以上 1,209円～1,209円
雇用期間の定めあり

18

株式会社オアゾ　（介護付高
齢者住宅シニアレジデンスじ
けい）

北海道砂川市西３条南１１丁目３番２０号 介護支援専門員（パート
タイム）

不問

985円～995円
雇用期間の定めあり

21

株式会社　秩父別振興公社 北海道雨竜郡秩父別町４１０１番地 清掃係

不問 940円～940円
雇用期間の定めあり

20

株式会社　北星　グループ
ホーム　なの花すながわ

北海道砂川市空知太西１条３丁目３番２２
号

給食職員（グループホー
ム）

不問

1,100円～1,100円
雇用期間の定めあり

23

株式会社　プロント　深川営
業所

北海道深川市太子町８－１３ 調理員（深川市太子町）

18歳以上 920円～920円
雇用期間の定めあり

22

株式会社キョウエイアドイン
ターナショナル

東京都千代田区内幸町２ー２ー３　日比谷
国際ビル１７階

【急募】コールスタッフ
／北海道雨竜郡

不問

1,270円～1,270円
雇用期間の定めあり

25

深川デイプレイス　ふれあい
の家

北海道深川市開西町２丁目７番１５号 障がい児童支援員

不問 920円～920円
雇用期間の定めあり

24

深川市役所 北海道深川市２条１７番１７号 生活支援コーディネー
ター（会計年度任用職
員）

不問

920円～920円
雇用期間の定めあり

27

清水物産　株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬２－６－１　ＷＢ
Ｇマリブウエスト２７階

食品製造・加工／北海道
深川市

不問 1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし

26

株式会社ウエストクリーン 新潟県新潟市中央区山二ツ５２２番地１ （請）クリーンクルー
（北海道深川市）

不問

173,600円～217,000円
雇用期間の定めあり

30

有限会社北空知警備 北海道深川市１条２０番３２号 （季）交通誘導員

18歳以上

224,400円～306,000円
雇用期間の定めあり

29

有限会社　松尾住設 北海道雨竜郡沼田町字旭町３１番地１８６ （季）土木作業員・配管
工（見習）

不問 260,000円～290,000円
雇用期間の定めあり

28

妻神工業　株式会社 北海道雨竜郡妹背牛町字妹背牛４９９番地
の５

（季）土木工事業、舗装
工事業に携わる土工作業
員

不問


