
求人番号

受理年月日

形態・就業地

フルタイム

01180- 2208611
128,800 9:00～17:00

2021/11/17 ～

正社員以外・網走市
網走市字八坂１９６番地 128,800

01180- 2211811
64 160,000

2021/11/18
以 ～

正社員・網走市
網走市字潮見１８５番地の１９ 下 180,000

01180- 2212211
155,000 8:00～16:45

2021/11/18 ～ 8:15～17:00

契約職員・網走市
網走市字呼人７２２番地の１ 162,000 8:45～17:30

01180- 2213511
18 161,600 6:30～15:15

2021/11/18
～ ～ 8:45～17:30

正社員・網走市
網走市字呼人７２２番地の１ 59 180,600 16:45～9:00

01180- 2215011
59 190,000 8:30～17:00

2021/11/19
以 ～ 8:30～17:30

正社員・網走市
下 250,000

01010-41488311
170,000

2021/11/16 ～

契約社員・網走市

札幌市西区発寒８条１１丁目２－４３
　　　北海道フーズ輸送（株）ビル内 297,000

01010-41490811
160,000

2021/11/16 ～

契約社員・網走市

札幌市西区発寒８条１１丁目２－４３
　　　北海道フーズ輸送（株）ビル内 297,000

01050- 6026311
59 155,000 9:00～18:00

2021/11/16 以 ～

正社員・網走市
北見市高栄東町１丁目３番５５号 下 180,000

01190-10369011 18 201,600 8:00～16:30

2021/11/18 以 ～ 16:00～00:30

正社員以外・網走市
苫小牧市新開町３丁目１５番６号 上 201,600

13170-17132811 18 184,500 15:00～00:00

2021/11/19 ～ ～ 19:00～1:00

正社員・網走市
東京都武蔵野市中町１－１７－３
　６．モンテローザ三鷹本社ビル 44 278,000 10:00～23:00

パートタイム

01180- 2206011
1,200 8:00～10:00

2021/11/16 ～

パート・網走市
網走市天都山２４４番地３号 1,200

01180- 2207311 897 9:00～16:00

2021/11/17 ～

パート・網走市 網走市北７条西３丁目 1,119

01180- 2209911 900 7:30～12:30

2021/11/17 ～ 8:30～17:00

パート・網走市 網走市北６条西１丁目９番地 900

01180- 2210711 900 8:30～13:00

2021/11/17 ～ 7:30～12:30

パート・網走市 網走市北６条西１丁目９番地 900

不
問

週１～６日　★降雪時のみの勤務
普通自動車免許（マイカー通勤可能な方）

※R3.12.10～R4.3.31

週２～５日　★週３０時間未満
ワード・エクセル基本操作
※R4.3.31迄（原則更新）

週５日程度
※R4.3.31迄（原則更新）

★右記いずれかの時間帯で固定勤務

・受付業務（案内、電話対応）
・各種データ入力
・清掃、雑務等の庶務業務
・その他、付随する業務

北海道オホーツク総合振
興局　＊農務課

事務補助員
（会計年度任用職員）

・文書の収受、発送業務
・ＰＣ操作等による書類の作成、整理業務
・コピー業務
・その他、付随する業務

1
人

不
問

不
問

不
問

週５日程度
ワード・エクセル基本操作
※R3.12.1～R4.1.31（条件付きで更新あり）

◎５，３８６円～６，７１７円

ＪＡ北海道厚生連
　　　　　網走厚生病院

医師事務作業
　　　　　　補助者

・診断書等作成補助業務
・電子カルテ代行入力業務
・各種データ入力
・その他、付随する業務

2
人

ＪＡ北海道厚生連
　　　　　網走厚生病院

医療助手

株式会社　網走観光振興
公社（オホーツク流氷館）

除雪作業員 ○施設内の除雪作業に従事します。
・主に玄関周りや展望台の除雪となります
・ロータリー式除雪機（家庭用）使用の他、
スノーダンプや雪かきによる作業もありま
す


1
人

1
人

株式会社　一六商事ホー
ルディングス　＊パチンコ
ロイヤル網走店

店舗運営スタッフ
（パートタイマー）

・お客様応対及びサービス（ご案内、遊び
方の説明等）
・遊技台の簡単なメンテナンス、清掃業務
・カウンターでのお客様応対　等


5
人

※雇用期間２ヶ月（原則更新）

◎時給１，２００円
★正社員への登用の途あり
★土、日、祝日勤務可能な方

不問
★店長候補を経て、店長、エリアマネー
ジャー、ブロック長、本部長へとキャリア
アップします。

株式会社　モンテローザ
フーズ　＊Ｎ白木屋　網走
南４条西１丁目店

店舗スタッフ ◆接客（オーダー受けや料理提供、会計
等）　◆調理（揚げ物や焼き物等、簡単な
調理から開始）　◆マネジメント（売上管理
、シフト管理、人材育成等）

1
人

○通所利用者様への作業活動や日中活動及
び福祉的就労活動での、活動や一部生活の
介助や支援等
※朝夕の在宅利用者の送迎時運転業務があ
ります。
　

2
人

社会福祉法人　網走桂福
祉会　＊サンライズ・ヨピト
及びはまなす寮

生活支援員
（障がい者への介護
及び支援）

株式会社　Ｌａ　Ｎａｔｕｒｅｖｅ
＊プチレーブ（網走）

厨房スタッフ ・調理器具の洗浄及び調理場厨房内の清
掃作業　・卵の殻割り、イチゴのヘタ取り、
桃の皮むき（夏場）等、洋菓子に使用する
食材の下処理　・カスタードクリームの製
造


1
人

不
問

★土・日・祝日に出勤できる方を希望し
ます。

7:00～21:30
(の間の8時間)

株式会社
　北海道サンジェルマン
＊レフボン　あばしり店

パン製造販売
（経験者）

1
人

不
問

普通自動車免許
ワード・エクセル基本操作
＊危険物取扱者乙種４類あれば尚可
＊３年以上の総務・庶務業務経験あれ
ば尚可

普通自動車免許
パン製造経験２年以上
※R4.3.31迄（条件付きで更新あり）

7:00～21:30
(の間の8時間)

はじめは焼き上がったパンの陳列をお願
いします。慣れてきたら、レジ業務もお任
せします。販売が一通りできるようになっ
たら、製造・製造補助にスキルアップし、
オーブンでパンを焼いたり、パン生地を仕
込んでパンを焼成します。

★正社員登用の可能性あり
★シフトにより実働８時間

普通自動車免許
※R4.3.31迄（条件付きで更新あり）

★未経験の方でも親切・丁寧にご指導
しますので安心して下さい。

株式会社
　北海道サンジェルマン
＊レフボン　あばしり店

パン製造販売

1
人

事業所名
所在地

職種名 仕事の内容 必要な免許・資格等
年
齢

賃金 就業時間

特定非営利活動法人
　オホーツクスポーツクラブ

介護支援員

＊入所やグループホーム利用者様への住ま
いの場にて、着替え・食事・歯磨き・投薬・排
泄等の日常生活の介護と支援　＊通所利用
者様への作業活動や日中活動及び福祉的就
労活動での、活動や一部生活の介助や支援
※利用者様の送迎等運転業務があります。

2
人

求
人
数

事業所の意向により
公開していません

事務員（総務課） ○総務・庶務業務（資金関係の一連の流れの
把握・人材の募集と確保・理事会関係業務・補助
金申請業務・医師の送迎、災害時の対応・入職、

退職諸手続き、給与関係業務）　○広報・ＩＴ関
連業務（システム概要の把握、システム導入、保
守管理業務・広報活動・施設の修繕業務、又は業
者手配・機器購入交渉、物品管理と発注業務）

2
人

不
問

不
問

事務経験
ワード・エクセル・インターネット等の基
本操作
※R4.3.31迄（条件付きで更新あり）

◎時給９２０円

普通自動車免許
介護職員初任者研修修了者、介護福祉
士、保育士、看護師、准看護師のいず
れか必須
ワード・エクセルの入力作業
★シフトによる１日実働８時間

8:00～18:00
(の間の8時間程度)

普通自動車免許
簡単なＰＣ操作（ワード・エクセルの日誌
入力業務）
※R4.3.31迄（原則更新）

普通自動車免許
介護支援等の記録業務に必要となる簡単
なワード・エクセルの入力操作
＊保育士、介護福祉士、社会福祉士、精神
保健福祉士あれば尚可
＊児童、介護、障がい等の福祉職の就労
経験あれば尚可

東京農業大学　生物産業
学部　＊総務課（農生命
科学研究所）

一般事務員 ・文書取扱業務（文書のチェックや書類作成）

・経理業務（伝票起票、システム入力）

・受付、電話対応
・その他、付随する業務
※専門的な知識は必要としません。

1
人

○障害者通所支援施設において利用者
（２～２７歳の障害児／者）の支援業務に従事
していただきます
◎送迎業務をしていただくこともあります。
　（社用車使用）

1
人

社会福祉法人　網走桂福
祉会　＊サンライズ・ヨピト

生活支援員
（障がい者への介護
及び支援）

令和３年１１月２４日（水）週刊 ハローワーク求人情報 発行日

ハローワーク網走
ＴＥL 0152-44-6287

■次回発行は

１２月１日（水）です。

★ 週刊求人情報は、ハローワーク網走のホームページにも

掲載しています。どうぞご利用ください。

● 応募を希望される方は、ハローワークで発行する「紹介状」が必要です。

● 応募方法や求人内容の詳細は、ハローワーク網走（℡0152-44-6287）まで

お問い合わせ願います。直接、求人者へのお問い合わせはご遠慮ください。

（開庁時間は土曜・日曜・祝日・休日を除く月～金曜の８：３０～１７：１５）

● ハローワークでは随時紹介を行っております。この求人の中でもすでに

決定済となっている場合もありますので、ご了承願います。



求人番号

受理年月日

形態・就業地

パートタイム

01180- 2214411 900 16:00～21:00

2021/11/19 ～

パート・網走市 網走市南４条東６丁目２番地３ 1,000

【お知らせ】
＊この求人情報紙は「毎週水曜日」（祝祭日の場合は翌開庁日）の１３時以降に発行します。
＊町役場は発行が数日遅れ、ハローワークに限り発行日の前日に発行（午後５時頃）となります。
＊この求人情報紙は、ハローワークの玄関前求人情報ボックスのほか、シティ網走店、オホーツク総合振興局、エコーセンター、ソレイユ網走、網走市保健センター、
   子育て支援センター｢ひまわり｣｢どんぐり｣、まちなか交流プラザ（まちプラ）、各市町村役場で配布しております。

週４日程度
＊普通自動車免許あれば尚可（通勤用）

＊飲食店で働いた経験のある方尚可
★就業時間（２１時）については多少前後可

事業所名
所在地

職種名 仕事の内容 必要な免許・資格等
年
齢

賃金 就業時間

ＤｏｌｐｈｉｎＢｒｏｔｈｅｒｓ株式会
社　＊炉ばた　燈（あかり）

キッチンスタッフ ・食器洗いや簡単な盛りつけからスタートしま
す。　・包丁に不慣れな方にも使い方から教え
ます。　・１品ずつ作り方を教えますし、レシピ
もあるので自分で確認しながら作ることもでき
ます。


4
人

不
問

求
人
数


