
（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１０日号
（次回発行日：令和５年３月１７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)9時15分～16時15分

01080-  682231 就業場所 北海道滝川市 パート労働者
公認心理師、臨床心理士

(1)9時00分～12時00分 のいずれか　又は
心理臨床業務又は児童を
対象とした相談業務経験
者

01080-  683531 就業場所 北海道滝川市 パート労働者
交替制あり
(1)7時00分～12時00分
(2)7時30分～12時30分

01080-  688931 就業場所 北海道芦別市 パート労働者
交替制あり
(1)7時00分～15時00分

01080-  689131 就業場所 北海道芦別市 パート労働者

(1)8時45分～14時45分

01080-  672031 就業場所 北海道滝川市 パート労働者

(1)8時00分～12時00分

01084-  334831 就業場所 北海道滝川市 パート労働者

01084-  335231 就業場所 北海道滝川市 パート労働者

(1)8時30分～17時00分

01240- 4704231 就業場所 北海道樺戸郡新十津川町 パート労働者

13130- 7760831 就業場所 北海道滝川市 パート労働者
変形（1ヶ月単位）
(1)17時00分～8時30分

01080-  656031 就業場所 北海道赤平市 パート労働者

(1)9時30分～17時00分

01080-  576031 就業場所 北海道滝川市 パート労働者 ＊応募締切：3月14日
交替制あり

01080-  577831 就業場所 北海道滝川市 パート労働者

(1)22時30分～2時30分

01230- 5025431 就業場所 北海道滝川市 パート労働者
交替制あり

01230- 4832331 就業場所 北海道滝川市 パート労働者
変形（1ヶ月単位）
(1)5時00分～12時00分
(2)15時00分～22時00分
(3)22時00分～5時00分

01084-  329431 就業場所 北海道砂川市 パート労働者

(1)8時00分～14時30分
(2)9時00分～15時40分

01084-  333031 就業場所 北海道歌志内市 パート労働者
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

13040-35504931 就業場所 北海道砂川市 パート労働者

01084-  303431 就業場所 北海道砂川市 パート労働者

18

有限会社　藤田商店（セブンイレブ
ン　砂川西１条店）

北海道砂川市西１条南５丁目１－２ 販売員

不問 930円～950円
雇用期間の定めなし

15

自立援助ホームめぐみの家 北海道砂川市空知太西１条２丁目１４５
番３号

児童指導員（オープニン
グスタッフ）

不問

950円～950円
雇用期間の定めあり

920円～1,000円
雇用期間の定めなし

16

株式会社　ソラチ・クォーツ 北海道歌志内市字文珠１８９番地２２ 電子部品（水晶デバイ
ス）の製造・組立（単純
作業）

59歳以下 920円～920円
雇用期間の定めなし

17

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

清掃スタッフ／砂川市

不問

年齢所在地・就業場所

1

滝運産業　株式会社 北海道滝川市流通団地２丁目３番１３号 （請）資源ゴミの手選別
作業員

不問 920円～920円
雇用期間の定めあり

2

滝川市教育委員会 北海道滝川市大町１丁目２－１５ スクールカウンセラー
（会計年度任用職員）

不問 2,700円～4,300円
雇用期間の定めあり

4

イオン北海道　株式会社　マックスバ
リュ　芦別店

北海道芦別市北４条西１丁目３ 水産部門（月１５０時間
勤務）

不問 945円～945円
雇用期間の定めあり

3

イオン北海道　株式会社　マックスバ
リュ　芦別店

北海道芦別市北４条西１丁目３ 水産部門（月９０時間勤
務）

不問 945円～945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

地方独立行政法人　北海道立総合
研究機構　農業研究本部　花・
野菜技術センター

北海道滝川市東滝川７３５番地 事務補助（研究部技術研
修グループ）

不問 920円～1,119円
雇用期間の定めあり

8

日本国民食株式会社　北海道営業
部

北海道札幌市北区北７条西２丁目６　３
７山京ビル２０５

調理・洗浄（６．５Ｈ／
新十津川町）

不問 1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり

7

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 ルームメイク（客室清
掃）

59歳以下 920円～920円
雇用期間の定めなし

10

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 夜間専従スタッフ（障害
者支援施設フーレビラ）

不問 1,026円～1,026円
雇用期間の定めあり

9

株式会社　ロベリア 東京都江東区塩浜２丁目４ー２０ 婦人服販売／パート＜滝
川市＞

不問 950円～950円
雇用期間の定めあり

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 レジ・販売スタッフ（道
の駅たきかわ）

不問 920円～930円
雇用期間の定めあり

11

滝川市教育委員会 北海道滝川市大町１丁目２－１５ 滝川市こども科学館指導
員（会計年度任用職員）

不問 976円～976円
雇用期間の定めあり

14

株式会社　北海道三喜 北海道札幌市白石区栄通２０丁目１２－
２０　おおたビル２０２

レジ兼販売スタッフ（滝
川市）

不問 925円～1,055円
雇用期間の定めあり

13

佐川急便　株式会社 北海道札幌市白石区本通１８丁目北４番
１号

フィールド職（仕分け）
滝川営業所

18歳以上 950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

交替制あり 普通自動車運転免許
(1)7時50分～16時20分 （ＡＴ限定不可）
(2)12時35分～21時05分

01084-  278031 就業場所 北海道砂川市 パート労働者 ＊応募締切：3月15日
普通自動車運転免許

(1)9時00分～11時00分

01240- 4477731 就業場所 北海道砂川市 パート労働者
交替制あり 看護師　又は

准看護師

01230- 4732831 就業場所 北海道砂川市 パート労働者

(1)9時30分～18時15分

01082-  368031 就業場所 北海道雨竜郡秩父別町 パート労働者
交替制あり
(1)10時00分～13時45分
(2)12時15分～16時00分

01082-  373631 就業場所 北海道深川市 パート労働者

01082-  374931 就業場所 北海道雨竜郡沼田町 パート労働者
交替制あり 看護師
(1)8時30分～12時30分
(2)8時30分～18時30分
(3)14時30分～18時30分

01082-  357331 就業場所 北海道深川市 パート労働者
交替制あり

01082-  361531 就業場所 北海道深川市 パート労働者

(1)10時00分～17時00分

01082-  371731 就業場所 北海道深川市 パート労働者

(1)8時45分～15時45分

01082-  372331 就業場所 北海道深川市 パート労働者
交替制あり
(1)17時00分～8時45分
(2)8時45分～17時00分

01082-  343031 就業場所 北海道深川市 パート労働者
交替制あり
(1)9時00分～16時00分
(2)8時00分～17時00分

01084-  320731 就業場所 北海道雨竜郡雨竜町 パート労働者
交替制あり
(1)8時30分～12時30分
(2)9時00分～13時00分
(3)8時00分～12時00分

01030- 3300731 就業場所 北海道深川市 パート労働者

(1)9時00分～14時30分

01030- 3440931 就業場所 北海道深川市 パート労働者
交替制あり

01080-  563731 就業場所 北海道深川市 パート労働者

(1)5時00分～8時00分
(2)9時00分～13時00分
(3)15時00分～19時00分

01080-  564331 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30分 （ＡＴ限定不可）

01080-   23030 就業場所 北海道滝川市 正社員以外 ＊季節求人
交替制あり

01084-   12130 就業場所 北海道空知郡奈井江町 正社員以外 ＊季節求人
普通自動車運転免許

(1)7時30分～17時00分

01082-   31830 就業場所 北海道雨竜郡妹背牛町 正社員以外 ＊季節求人
変形（1年単位） 普通自動車運転免許
(1)7時00分～16時00分
(2)7時30分～16時30分
(3)8時00分～17時00分

01082-   30530 就業場所 北海道深川市 正社員以外 ＊季節求人

37

青木建設　株式会社 北海道雨竜郡妹背牛町字妹背牛４１７番
地

（季）土木作業員

不問 206,150円～260,400円
雇用期間の定めあり

38

株式会社　深川ゴルフ倶楽部 北海道深川市３条９番２６号
　福富ビル内

（季）ポーター業務及び
軽作業

不問 159,600円～159,600円
雇用期間の定めあり

35

有限会社　クリーンリフォーム 北海道滝川市二の坂町西４丁目１０５－
１７

（季）塗装職人

18歳以上 165,000円～264,000円

雇用期間の定めあり
36

特定非営利活動法人　日本一直
線道まちづくり研究会

北海道空知郡奈井江町７４８－１１８ （季）プール施設管理・
維持

不問 73,600円～92,000円

雇用期間の定めあり

940円～940円
雇用期間の定めなし

33

株式会社　スカイリバー 北海道滝川市滝の川町東４丁目１４番１
２号

コンビニエンスストア店
員（セイコーマート深川
西町店）

不問 930円～930円
雇用期間の定めなし

34

株式会社　スカイリバー 北海道滝川市滝の川町東４丁目１４番１
２号

店内調理員（セイコー
マート深川西町店）

不問

975円～975円
雇用期間の定めあり

31

株式会社　ニチイ学館　旭川支店 北海道旭川市４条通８丁目１７０３－１
２
　日本生命旭川４条通ビル４Ｆ

（請：深川）医療事務
【外来会計】

不問 920円～970円
雇用期間の定めあり

32

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）事務員

不問

930円～930円
雇用期間の定めなし

29

深川美装株式会社 北海道深川市稲穂町１－２－２ 施設警備員

18歳以上 950円～950円
雇用期間の定めあり

30

有限会社　ｍｏｅ・コーポレーショ
ン

北海道砂川市西４条南１丁目１－１ 清掃業

不問

920円～1,119円
雇用期間の定めあり

27

北海道空知総合振興局　保健環境
部　深川地域保健室

北海道深川市２条１８番６号 一般事務【会計年度任用
職員（主事・非常勤）】

不問 920円～1,119円
雇用期間の定めあり

28

北海道空知総合振興局　保健環境
部　深川地域保健室

北海道深川市２条１８番６号 一般事務【会計年度任用
職員（主事・非常勤）】

不問

920円～1,500円
雇用期間の定めあり

25

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 看護師

不問 2,500円～2,500円
雇用期間の定めあり

26

有限会社　ファイン　コーポレー
ション

北海道深川市４条１０番１１号 《急募》美容師及びアシ
スタント、アイリスト
（深川市）

不問

22

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

不問

925円～925円
雇用期間の定めなし

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 消費生活相談員（会計年
度任用職員）

不問 978円～978円
雇用期間の定めあり

24

北いぶき農業協同組合　沼田支所 北海道雨竜郡沼田町北１条４丁目２番２
号

事務職

不問

1,000円～1,200円
雇用期間の定めあり

20

株式会社　東鵬　札幌支店 北海道札幌市北区新琴似３条７丁目１－
１８

賞品納入業務（砂川市）

不問 1,250円～1,250円
雇用期間の定めあり

21

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

看護師・准看護師（砂川
市）

不問

998円～1,127円
雇用期間の定めあり

19

砂川市役所　スポーツ振興課　振
興係

北海道砂川市西７条北２丁目１番１号 体育施設業務員

不問

年齢所在地・就業場所


