
（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１７日号
（次回発行日：令和５年３月２４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)8時30分～17時30分

01080-  724331 就業場所 北海道滝川市 パート労働者

(1)10時00分～18時00分

27010-16131831 就業場所 北海道滝川市 パート労働者

(1)9時30分～17時30分
(2)9時30分～16時00分

01080-  712831 就業場所 北海道樺戸郡新十津川町 パート労働者
変形（1ヶ月単位） 介護福祉士、
(1)5時00分～12時00分 介護職員初任者研修修了
(2)15時00分～22時00分 介護職員実務者研修修了
(3)22時00分～5時00分 のいずれか

普通自動車運転免許
01080-  717331 就業場所 北海道滝川市 パート労働者

01080-  703031 就業場所 北海道樺戸郡新十津川町 パート労働者
交替制あり
(1)8時00分～12時00分

01084-  341031 就業場所 北海道滝川市 パート労働者
交替制あり
(1)9時00分～11時30分
(2)12時00分～14時15分
(3)16時30分～18時45分

01240- 5376631 就業場所 北海道滝川市 パート労働者
交替制あり
(1)4時00分～13時30分
(2)9時00分～18時30分

01240- 5379031 就業場所 北海道滝川市 パート労働者
交替制あり 調理師
(1)4時00分～13時00分

11030- 9042731 就業場所 北海道滝川市 パート労働者

(1)14時45分～19時45分

01030- 3802731 就業場所 北海道滝川市 パート労働者
交替制あり 介護福祉士、

ホームヘルパー２級、
介護職員初任者研修修了
のいずれか
普通自動車運転免許

01080-  695331 就業場所 北海道芦別市 パート労働者

(1)7時00分～9時30分
(2)7時00分～11時00分

01080-  698131 就業場所 北海道樺戸郡新十津川町 パート労働者

(1)6時00分～8時00分

13170- 9934531 就業場所 北海道滝川市 パート労働者

01084-  340131 就業場所 北海道砂川市 パート労働者

(1)11時15分～15時00分

13110- 5911831 就業場所 北海道砂川市 パート労働者
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

13040-39063631 就業場所 北海道砂川市 パート労働者

13

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

12

株式会社　セキュメント 北海道樺戸郡新十津川町字中央３１５番地
１

（請）日常清掃員

20歳以上 943円～943円
雇用期間の定めあり

11

社会福祉法人　芦別市社会福
祉協議会

北海道芦別市北１条東１丁目８番地 訪問介護員

不問 1,070円～1,100円
雇用期間の定めあり

10

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
（江部乙町）

不問 1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり

9

協働美装　株式会社 埼玉県さいたま市岩槻区大字馬込８３３ 調理師［滝川市］

18歳以上 1,200円～1,200円
雇用期間の定めあり

8

協働美装　株式会社　札幌支
店

北海道札幌市東区北３３条東５丁目１－３
１　フィオーレ１０２

調理補助（滝川駐屯地）

18歳以上 940円～940円
雇用期間の定めあり

7

協働美装　株式会社　札幌支
店

北海道札幌市東区北３３条東５丁目１－３
１　フィオーレ１０２

食器洗浄員（滝川駐屯
地）

不問 930円～930円
雇用期間の定めあり

6

有限会社　ト－ケン工業 北海道砂川市東２条南１０丁目２番５号 清掃員

不問 920円～920円
雇用期間の定めなし

5

株式会社　セキュメント 北海道樺戸郡新十津川町字中央３１５番地
１

（請）宿泊施設清掃及び
公園維持作業員

不問 943円～943円
雇用期間の定めなし

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

生活支援員兼世話人（グ
ループホーム）

18歳以上 930円～1,000円
雇用期間の定めあり

3

株式会社　新十津川総合振興
公社

北海道樺戸郡新十津川町字中央５番地１ 販売員

不問 920円～920円
雇用期間の定めあり

937円～937円
雇用期間の定めあり

2

株式会社エコーインターナ
ショナル

大阪府大阪市中央区久太郎町４丁目２－１
本町イシカワビル２階

婦人服の販売（滝川市）

不問 920円～920円
雇用期間の定めあり

年齢所在地・就業場所

1

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）施設警備（滝川市
立病院／契約社員）

18歳以上

14

医療法人　砂川慈恵会病院 北海道砂川市西１条南１１丁目２番１０号 医療事務員

不問 950円～1,000円
雇用期間の定めあり

15

株式会社　日本ヒュウマップ 東京都荒川区西日暮里５－１５－７　ダイ
ナム綜合投資ビル５階

キッチンスタッフ／ダイ
ナム砂川店

不問 920円～920円
雇用期間の定めあり

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

倉庫作業スタッフ／砂川
市

不問 920円～950円
雇用期間の定めあり
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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） 保育士
(1)16時30分～7時30分

01230- 5688831 就業場所 北海道砂川市 パート労働者
交替制あり

01084-  337431 就業場所 北海道砂川市 パート労働者

(1)8時30分～15時00分

01010-12679131 就業場所 北海道深川市 パート労働者
大型特殊自動車免許

(1)8時30分～13時00分
(2)8時30分～15時00分

01040- 3504031 就業場所 北海道深川市 有期雇用派遣パート
普通自動車運転免許

(1)8時45分～17時30分

01082-  390931 就業場所 北海道深川市 パート労働者
司書

(1)9時30分～18時15分

01082-  391131 就業場所 北海道雨竜郡秩父別町 パート労働者

(1)8時45分～16時30分

01082-  383131 就業場所 北海道深川市 パート労働者

01082-  389731 就業場所 北海道深川市 パート労働者

01082-  381631 就業場所 北海道深川市 パート労働者

(1)9時30分～16時00分

01082-  385831 就業場所 北海道雨竜郡沼田町 パート労働者
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）

01080-   27430 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30分～16時30分 （ＡＴ限定不可）

01080-   26130 就業場所 北海道赤平市 正社員以外 ＊季節求人
普通自動車運転免許

(1)5時00分～9時00分

01080-   25230 就業場所 北海道滝川市 正社員以外 ＊季節求人
普通自動車運転免許

(1)8時30分～17時00分

01080-   24330 就業場所 北海道滝川市 正社員以外 ＊季節求人
変形（1年単位） 大型自動車免許
(1)8時00分～17時00分

01084-   15630 就業場所 北海道砂川市 正社員以外 ＊季節求人

01084-   13430 就業場所 北海道空知郡奈井江町 正社員以外 ＊季節求人

(1)8時00分～17時00分

01082-   32030 就業場所 北海道深川市 正社員以外 ＊季節求人

17

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

保育士（夜勤）砂川市

18歳以上 1,200円～1,200円
雇用期間の定めあり

年齢所在地・就業場所

18

居酒屋　龍 北海道砂川市西２条北２丁目２－９－１１
ソシアルビル１Ｆ

ホールスタッフ

18歳以上 920円～920円
雇用期間の定めなし

19

株式会社　東洋食品　北日本
事業部　北海道支店

北海道札幌市西区二十四軒４条５－１０－
１
ローヤル琴似ビル２０１

調理補助員（深川市）

不問 1,040円～1,040円
雇用期間の定めあり

20

株式会社アネックス帯広営業
所

北海道帯広市東１条南１丁目１　東１条ビ
ル３Ｆ

（派）タイヤショベルオ
ペレーター及び付帯作業
／深川市

不問 1,350円～1,350円
雇用期間の定めあり

21

深川地区交通安全協会連合会 北海道深川市５条１番１２号　深川警察署
内

一般事務

64歳以下 920円～920円
雇用期間の定めなし

22

秩父別町役場 北海道雨竜郡秩父別町４１０１番地 司書（秩父別町図書館会
計年度任用職員）

不問 922円～922円
雇用期間の定めあり

23

深川市役所 北海道深川市２条１７番１７号 一般事務補助員（会計年
度任用職員）

不問 922円～922円
雇用期間の定めあり

24

空知総合振興局　空知農業改
良普及センター　北空知支所

北海道深川市２条１９番１３号　
　空知総合振興局　深川合同庁舎

事務補助員

不問 920円～1,137円
雇用期間の定めあり

25

社会福祉法人揺籃会　北空知
障がい者支援センター　あっ
ぷる

北海道深川市３条１８番３６号 生活支援員（パート職
員）

不問 920円～980円
雇用期間の定めなし

26

沼田町役場 北海道雨竜郡沼田町南１条３丁目６番５３
号

沼田町化石体験館臨時職
員（会計年度任用職員）

不問 922円～922円
雇用期間の定めあり

27

有限会社　大橋設備工業 北海道芦別市上芦別町１０５番地１５４ （季）普通作業員

不問 195,500円～195,500円
雇用期間の定めあり

28

株式会社　赤平振興公社 北海道赤平市幌岡町３７７番地１ （季）公園管理業務

不問 133,000円～133,000円
雇用期間の定めあり

29

公益社団法人　滝川スカイス
ポーツ振興協会

北海道滝川市中島町１３９番４ （季）施設維持管理

不問 76,000円～76,000円
雇用期間の定めあり

30

有限会社　東和測量 北海道滝川市明神町４丁目８番１３号 （季）測量作業員

不問 148,500円～178,200円
雇用期間の定めあり

31

サンワ産業　株式会社 北海道砂川市西３条北２１丁目１番２２号 （季）大型ダンプ運転手
（１０ｔ）

不問 208,000円～208,000円
雇用期間の定めあり

32

株式会社　アンビックス　新
奈井江カントリークラブ

北海道空知郡奈井江町字奈井江　９６７番
地１

（季）レストラン　調理

不問 90,000円～90,000円
雇用期間の定めあり

33

川村農園 北海道深川市音江町字広里４９３番地 （季）農作業員（野菜苗
および胡瓜の生産）

不問 83,600円～184,800円
雇用期間の定めあり


