
●掲載内容の詳細は、ハローワークに掲載のあるものはハローワークへ、ハローワークに掲載のないものは各事業所へ直接お問い合わせください。

※求人情報はその他の求人媒体でも掲載している場合があります。

※すでに決定済みとなっている場合もございます。ご了承ください。

※本表への求人情報の掲載期間は掲載日から1ヶ月程度です。

掲載日 事　業　所　名

就業形態 所　在　地

（フルタイム）
3/25 株式会社　石神工業 普通自動車免許（AT限定不可） 220,000 7:30 ﾊﾛｰﾜｰｸ網走

*中型自動車免許あれば尚可 ～17:30 44-6287

＊溶接経験・大工経験あれば尚可 ～

※R.12.25迄 7:00

季節雇用 小清水町字美和481-3 ◎日給10,000円～12,000円 264,000 ～17:00

3/24 有限会社　大槻商店 普通自動車免許 160,000 8:00 ﾊﾛｰﾜｰｸ網走

*小清水町開基100年記念公園 ※R3.4.20～11.20 ～ ～ 44-6287

◎時給1,000円～1,100円

季節雇用 小清水町字浜小清水45番地の12 193,600 17:00

3/17 株式会社ディ・エス・ジー 普通自動車免許（AT限定不可） 204,100 8:30 ﾊﾛｰﾜｰｸ網走

*測量士、1級土木施工管理技士、 ～ ～ 44-6287

RCCM（道路・農業土木他）あれば尚可

正社員 小清水町南町2丁目45番6号 *土木設計業務経験あれば尚可 298,000 17:30

3/17 小清水町農業協同組合 普通自動車免許 162,500 8:30 ﾊﾛｰﾜｰｸ網走

*当組合本部事務所他、 ワード・エクセル基本操作 ～17:00 44-6287

町内各事業所 ★右記就業時間は一例です。配属 9:00

部署により就業時間が異なります。 ～ ～17:00

7:00

～19:00

正社員 小清水町南町1丁目3番2号 323,900

3/10 株式会社 ◎時給861円 129,150 6:30 ﾊﾛｰﾜｰｸ網走

メンティス網走営業所 ★土曜日勤務時の就業時間は ～ ～14:30 44-6287

*小清水町農業協同組合 　<6:30～11:30、7:00～12:00> 7:00

パート 網走市新町1丁目18番地20 129,150 ～15:00

3/3 小清水町農業協同組合 普通自動車免許 162,500 9:00 ﾊﾛｰﾜｰｸ網走

*当組合　澱粉工場 機械操作・作業等に精通している方 ～17:00 44-6287

ワード・エクセル基本操作 ～ 8:30

*大型自動車免許、大型特殊自動車 ～17:00

免許あれば尚可 8:30

準職員 小清水町南町1丁目3番2号 ※R3.4.1～R4.3.31（原則更新） 302,400 ～12:00

3/3 株式会社クリタス 普通自動車免許（AT限定不可） 180,000 8:00 ﾊﾛｰﾜｰｸ網走

*当社　小清水駐在所 *水処理施設の管理経験者優遇 ～17:00 44-6287

※R4.3.31迄（原則更新） ～ 7:00

～16:00

東京都豊島区南池袋1丁目 9:00

契約社員 11-22　山種池袋ビル6F 195,000 ～18:00

（パートタイム）

3/24 社会福祉法人 週3～5日　★1日実働3～8時間 954 8:20 ﾊﾛｰﾜｰｸ網走

小清水町社会福祉協議会 *普通自動車免許、介護福祉士、介護 44-6287

職員初任者研修修了者あれば尚可 ～ ～

*介護保険サービス事業所での介護

職員としての勤務経験ある方優遇

パート 小清水町字共和13番地の3 ※R3.4.1～R4.3.31（原則更新） 954 17:20

3/24 社会福祉法人 週5日以内　★1日実働4～8時間、 954 8:30 ﾊﾛｰﾜｰｸ網走

小清水町社会福祉協議会 月100～120時間程度 44-6287

普通自動車免許 ～ ～

介護職員初任者研修修了者

*介護福祉士あれば尚可

パート 小清水町字共和13番地の3 ※R3.4.1～R4.3.31（原則更新） 954 17:30

3/10 東京美装北海道株式会社 週3～4日（週19時間未満） 870 8:00 ﾊﾛｰﾜｰｸ網走

北見支店　網走オフィス 普通自動車免許 ～ ～12:00 44-6287

*小清水赤十字病院 （マイカー通勤可能な方） 8:00

パート 網走市桂町2丁目53-12 870 ～17:00

1
人

土木測量設計 ・一般土木設計（道路等）
・農業土木設計（暗渠、客土等）
・起工業務補助 不

問

1
人

(の間の7時間以上)

就業時間
求
人
数

職　種　名 仕事の内容 必要な免許・資格等

訪問介護員

*食事、清掃、入浴、排せつなど日常
生活の準備や介助・支援　*通院等の
送迎、付き添いや買い物の代行（食
材の買い出し）　*介護記録の作成
★介護保険サービス事業所での介護
職員としての勤務経験ある方優遇

不
問

1
人

1
人

施設介護員
（デイサービス）

*送迎時での移動に係る支援や介助
*移動や排せつ・入浴・昼食に係る支
援や介助　*レクレーション時での運
動や体操・ゲームなどの実施　*介護
記録の作成や通所受入前の各準備な
ど

不
問

1
人

公園管理員 ・芝生の草刈り
・芝生の補修
・落ち葉、枝などの清掃
・その他、付随する業務

不
問

清掃員

・廊下等の床の掃き掃除、拭き掃除
・トイレ清掃（女子トイレ含む）
・その他、付随する業務
※スタッフ4名で業務にあたります。

不
問

水処理施設等の運
転管理

排水処理施設の運転管理
・各種設備の運転調整操作及び作動
状況確認記録　・各種計器の指示値
の確認記録　・各種機器の保守点検
・消耗資材の定期交換及び微補修
・薬品の充填、管理　・各種消耗品
の在庫管理　・施設及びその周辺の
清掃　・水質分析業務　・他、運転
管理に関すること

不
問

2
人

総合職 ○配属先の部署にて各業務に従事
＜信用＞＜共済＞＜購買＞＜販売＞
＜営農指導＞＜澱粉製造＞＜小麦乾
燥調製＞
※採用後、配属先を決定します。数
年毎に部署異動があります。

35
以
下

1
人

澱粉工場作業員 ○馬鈴薯澱粉製造加工業務
・機械操作及び動作確認　・機械の
メンテナンス　・機械の洗浄　・大
型車両による作業　・その他、付随
する業務 不

問
1
人

日常清掃スタッフ ・事務所及び共有スペースの掃き掃
除、拭き掃除　・ゴミ回収　・トイ
レ清掃、ペーパー替え他　※3名体制 64

以
下

1
人

鉄骨ハウス製造工 〇オーダーメイドにより主に農業用
施設（ガレージ・格納庫などＤハウ
ス）を建造する仕事です。※主な現
場は、網走・斜里・小清水。

不
問

3
人

求　人　情　報　表

連絡先
電話番号

年
齢

賃　金


