4月23日（火）発行
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詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。
面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。
パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。
ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。
その際はあしからずご了承ください。

ハローワークおびひろ
（帯広公共職業安定所）

℡ 0155-23-8296

フルタイム求人

職

種

仕事の内容

賃

金

就業時間

事業所名・所在地・就業場所 年

齢

求人番号

（請）長芋選果作業

長芋選果工場内で長芋の土洗い、仕分け作
業。プラスチックコンテナ内に入った長芋
（約２５ｋｇ位）を運搬、パレットに積付
けその他。
01040- 5336591
溶接工又は溶接工見習 本社工場内における溶接（主に配管）に係
わる業務◯アスファルトプラント（タンク
／正社員
等）の加工作業◯産業施設への設置◯メン
テナンスまでの業務
01040- 5338091
機械切断後の鉄部分の仕分け、梱包など軽
仕分け・梱包作業員
作業◯カット後の鉄部分を検品、仕分けを
し、決められた数をパレットに並べ荷くず
れしない様にまとめ伝票をのせる作業
01040- 5341891
ＣＡＤオペレーター／ 本社または江別工場における鉄加工品の設
計業務◯ソリッドワークス（設計ソフ
正社員
ト）、ＣＡＤを使用した図面製作

変形（１年単位）
169,950円～ (1) 8時30分～17時00分

169,950円
変形（１年単位）
155,000円～ (1) 8時00分～17時00分

500,000円

○フロント受付業務（電話応対、来客応
対）○顧客管理○請求明細作成（専用ソフ
トへの打ち込み）○伝票整理○その他書類
作成○清掃等
01040- 5346391
子牛飼養管理スタッフ ◯市場導入の子牛（黒毛和種）の飼養管理
◯子牛の哺育・体調管理
／正社員

変形（１年単位）
155,700円～ (1) 8時30分～17時00分

155,700円
変形（１年単位）
155,000円～ (1) 8時00分～17時00分

500,000円
変形（１年単位）
142,368円～ (1) 9時00分～18時00分
221,650円 (2) 9時00分～12時00分

自動車整備工／正社員 認証整備工場での車検・一般整備 ＊予約
等での作業になるので、残業が続くという
ことはありません。
（派）フォークリフト ○冷凍食品製造に伴う原料・資材等を
フォークリフトを使用して入出荷する作業
オペレーター

180,000円～
250,000円

1

不問
1

59歳
以下

清水町字清水７８５番地
清水町
有限会社 後藤商会

○設備等の清掃 ※業務内容については、
１週間程度で覚えられる内容です。
◯一般事務、窓口業務等の役場事務の補助

(1) 8時30分～17時30分

芝刈り・芝貼り、太陽 ○主に、十勝管内の河川や道路側面での芝
光工事作業スタッフ／ 刈、芝貼り等の緑化工事が主。ソーラーパ
ネルの取り付け作業などもあります。※車
正社員
のない方は、現場まで送迎いたします。
放課後児童指導員（嘱 ◯中札内放課後児童クラブにおいて、家庭
に代わる生活の場を提供して適切な遊びや
託）
指導を行い、子どもたちの健全育成を図る
とともに保護者の子育て支援を行う

福祉用具専門相談員／ 福祉用具貸与事業所における福祉用具レン
タルの契約・納入・モニタリングなどの業
正社員

務○福祉用具（車イス・介護ベッド等）の
レンタル及び販売○モニタリング業務等
十勝管内の豚舎・鶏舎の電気設備工事、現
場管理、ＰＣによる図面作成＊図面作成に
ＪＷ－ＣＡＤを使用します。

不問

(1) 8時45分～17時30分

(1) 8時00分～17時00分

音更町元町２番地
就業場所 音更町
株式会社 栄智

変形（１年単位）

193,600円～ (1) 7時00分～16時00分
193,600円 (2)13時00分～22時00分
(3)17時00分～ 2時00分

不問

215,100円～
262,900円

帯広市西１４条北１丁目２２
就業場所 帯広市
社会福祉法人 中札内村社会福祉
協議会

就業場所

不問
1

(1) 8時00分～17時00分

帯広市西１６条北１丁目１３-９
９
就業場所
帯広市
株式会社 Ｋエンジニアリング

59歳
以下
1

不問
変形（１ヶ月単位）

163,900円～ (1) 9時30分～18時00分
163,900円 7時00分～19時00分の間
の7時間程度

(1)12時30分～18時15分
141,500円～ (2) 7時30分～16時30分
141,500円 (3) 9時15分～18時15分
(1)12時30分～18時15分
141,500円～ (2) 7時30分～16時30分
141,500円 (3) 9時15分～18時15分

芽室町西３条南３丁目２番地
就業場所 芽室町
社会福祉法人帯広若光福祉会
の子保育園
帯広市大空町１丁目１２番地
就業場所 帯広市
社会福祉法人 竜谷保育会

(1)17時00分～ 8時30分
119,000円～ (2) 8時00分～17時00分

1
森

不問
1

不問
帯広市東３条南５丁目５
就業場所 帯広市
社会福祉法人 竜谷保育会

1

不問
帯広市東３条南５丁目５
帯広市
1
北海道ビルメンテナンス株式会社
18歳
帯広出張所
以上
帯広市西２条南７丁目１－３
就業場所 帯広市
1
就業場所

119,000円

中札内村

帯広ライフケアサービス株式会社

150,000円～
160,000円

1

中札内村東２条南１丁目１

(1) 8時30分～17時30分

01040- 5362391

産休代替の保育士として業務全般を行って
いただきます。○主に３歳未満児（０歳～
２歳）クラスにて、クラス担当とチームを
組み保育にあたってもらいます。
01040- 5365491
学童保育産休育休代替 花園児童保育センターの支援員補助業務
（小１～小６までの６０名程度の児童を担
支援員補助（臨時職
当します。）◯小学生６０名程度の児童を
員）
４人で担当します。
01040- 5367891
学童保育産休育休代替 第２緑ヶ丘学童保育センターの支援員補助
支援補助（臨時職員） 業務（小１～小２までの４０名程度の児童
を担当します。）◯小学生４０名程度の児
童を４人で担当します。
01040- 5368291
帯広畜産大学施設の業務〇警備員室での監
（請）施設警備員
視〇大学構内の巡回業務〇施錠の有無など
※警備員４名でシフト制（夜勤２名体制・
日勤１名体制）
01040- 5371691

1

不問

交替制あり
(1) 7時30分～16時15分
184,800円～ (2) 9時00分～17時45分
184,800円 (3) 9時45分～18時30分
7時30分～19時00分の間
の8時間程度

250,000円～
250,000円

1

音更町木野大通西１０丁目１
就業場所 音更町
1
北海道ハピネス株式会社 帯広事
業所
不問
帯広市西５条北３丁目１１－２
就業場所 士幌町
1
音更町役場

01040- 5358791

01040- 5359891

1

不問

200,000円～
225,000円

144,060円～
144,060円

1

不問

清水町字美蔓西２１線１０７
就業場所 清水町
有限会社 小枝産業

01040- 5357491

保育士（産休代替）

59歳
以下

清水町字清水７８５番地
就業場所 清水町
株式会社 大月鉄工

(1) 6時00分～16時00分

01040- 5351591

電気工事士／正社員

1

清水町字清水７８５番地
清水町
株式会社 大月鉄工

芽室町東芽室北１線８番地
就業場所 芽室町
株式会杜 タロズファーム

01040- 5347691

01040- 5360191

不問
帯広市西２０条北１丁目１７
就業場所 帯広市
株式会社 大月鉄工

就業場所

フロント事務

臨時事務補

株式会社

就業場所

01040- 5342291

01040- 5353091

日通帯広運輸

食品品質検査員（臨時 製品、原材料の細菌検査、微生物検査、測
定サンプル採取、保管管理等 ＊指導及び
従業員）
研修をいたします。

変形（１年単位）
168,200円～ (1) 8時00分～17時00分
168,200円 (2) 8時30分～17時00分

01040- 5373491

ラインオペレーター

農産物冷凍加工品製造ラインの保守、管
理、入出荷、製品管理等

変形（１年単位）
196,880円～ (1) 8時00分～17時00分
196,880円 (2) 8時30分～17時00分

01040- 5374791

営業職（太陽光発電シ 太陽光発電システムの営業〇一般顧客（個
人宅及び事業所）への太陽光発電システム
ステム／帯広）
01050- 2295791

（帯広市／ソフトバン
ク）モバイルショップ
スタッフ
01070- 2331791

（請）給食調理（調理
師／鹿追駐屯地内）
01080- 1226191

営業職【帯広市】
01190- 4079291

施工管理調査員【帯広
市】

の企画提案業務〇蓄電池システムの企画提
案業務
ソフトバンクショップでの販売・接客が主
な仕事です〇窓口での各種受付、販売業務
（新規契約、機種変更、故障及びプランの
説明、案内）〇商品の在庫管理及び陳列等
厨房内での給食調理〇食材の下準備〇献立
表に基づく給食の調理、盛り付け等〇厨房
内の衛生管理、清掃等※朝食、昼食、夕食
（約６０～１２０食）を提供します
受注営業や販売業務に従事○住宅用地盤補
強工事受注営業〇地盤補強工事現場の施工
管理〇地盤調査の受注営業〇生コンクリー
ト等の建設資材の販売等
〇地盤補強工事に関わる業務（施工管理な
ど）〇地盤補強工事の事前確認作業〇地盤
調査に関わる業務等

変形（１年単位）
250,000円～ (1) 8時10分～17時30分
400,000円 (2) 8時30分～17時00分
変形（１ヶ月単位）
170,000円～ (1) 9時30分～18時30分
198,400円 (2)10時00分～19時00分
(3)11時00分～20時00分
4時00分～18時30分の間

173,600円～ の8時間
208,320円

理業務

機械切断後の鉄部品の仕分け、梱包など軽
仕分け・梱包作業員
作業◯カット後の鉄部品を検品、仕分けを
し、決められた数をパレットに並べ荷くず
れしないようにまとめ、伝票をのせる作業
01040- 5340791
発達障がいのある小学 日中一時支援及び放課後等デイサービスの
生の保育を補助するス 事業〇子どもの遊び相手になったり、生活
面の手助けをする〇送迎車の添乗、掃除や
タッフ
洗濯等
01040- 5343591
高齢者の見守りとお話し相手をしていただ
高齢者の見守り
きます。※介護職経験のある方は、関連業
務（介助、送迎等）のお手伝いをお願いす
ることがあります。
01040- 5345091

子牛飼養管理スタッフ ◯子牛の飼養管理◯子牛の体調管理◯牛舎
の清掃管理

変形（１年単位）
255,000円～ (1) 8時00分～17時00分

320,000円
変形（１年単位）
200,000円～ (1) 8時00分～17時00分

250,000円

苫小牧市新開町３丁目１１－４
帯広市

8時30分～17時15分の間
885円～ の5時間程度

帯広公共職業安定所

1,009円

帯広市西５条南５丁目２
就業場所 帯広市
株式会社 大月鉄工

8時30分～17時00分の間
900円～ の3時間以上

1,000円
(1)13時30分～17時30分
900円～ (2)14時30分～18時30分
950円 (3) 9時30分～13時30分
(1) 9時15分～12時30分
(2) 9時15分～16時30分
840円～ (3)13時00分～16時30分
860円 9時15分～16時30分の間
の4時間程度
5時00分～18時00分の間
1,000円～ の5時間程度

1,200円

発達支援施設において、指導員、支援員の
お仕事に従事◯児童発達支援◯放課後デイ
サービス＊主に小学校を対象とした指導支
援、療育を行って頂きます。
○送迎バスの運行（４ルート／４名体制）
○園児の安全確認○バスの清掃等

950円～
1,000円
1,050円～
1,050円

01040- 5352191

営繕職員（１６日程度 営繕業務全般◯施設内外の環境整備◯受診
に付随する送迎など
パート）

学童産休育休支援補助
パート職員（第２緑ヶ
丘）

01040- 5372991

40歳
以下
1

18歳
以上
1

35歳
以下
1

35歳
以下
1

不問
2

不問
清水町字清水７８５番地
就業場所 清水町
社会福祉法人 慧誠会

2

不問
帯広市西１３条南１５-４－１
就業場所 帯広市
株式会社 柴多

2

不問
帯広市西１９条南４丁目１４-１
就業場所 帯広市
株式会杜 タロズファーム

2

不問

有料老人ホームフルールハピネスお
びひろ

835円～
835円

ようにするため、身のまわりのお世話を一
緒に行う。
保育補助のお仕事に従事していただきま
す。◯児童保育センター内での学童保育の
補助業務＊花園児童保育センター６０名程
度の学童保育
◯児童保育センター内での学童保育の補助
業務 ＊第２緑ヶ丘児童保育センター４０
名程度の学童保育

8時00分～18時00分の間
845円～ の5時間程度

900円
(1)12時30分～18時15分
1,010円～ (2) 7時45分～19時00分
1,040円 7時45分～19時00分の間
の8時間程度
(1)12時30分～18時15分
1,010円～ 7時45分～19時00分の間
1,040円 の8時間

不問

帯広市東１０条南５丁目１-１
帯広市
2
特定非営利活動法人障害者家族地
域生活支援事業所てぃんくる
不問
帯広市西１３条南１３丁目１
就業場所 帯広市
2
社会福祉法人 竜谷保育会

カフェホール業務全般及びデザート等の盛
付けに従事〇お客様のご案内、オーダー受
け、配膳〇デザート等の盛付け、レジ業務
等＊食事付き（無料）＊お休みは、ご本人
の都合に合わせますので、お子さんのいる
方も働きやすい環境です。

不問
帯広市東３条南５丁目５
就業場所 帯広市
社会福祉法人 竜谷保育会

840円～
840円

2

不問

帯広市東３条南５丁目５
就業場所 帯広市
又は10時30分～15時00分 カフェ飯屋 ひっさん家
の間の3時間以上

01040- 5370391

カフェホールスタッ
フ・店内業務

1

就業場所

介護員（フリーダムハ 障がいを持った子ども又は成人の方の生活
支援○学校及び自宅への送迎○自立できる
ウス）

01040- 5369591

59歳
以下

清水町字美蔓西２１線１０７
就業場所 清水町
2
又は13時00分～17時30分 学校法人 帯広葵学園
の間の4時間以上
不問
帯広市西１２条南１７丁目３
就業場所 帯広市
2
(1) 7時55分～ 9時50分 学校法人帯広竜谷学園 帯広幼稚
(2)13時45分～15時50分 園
不問
帯広市西２１条南３丁目２２－２
就業場所 帯広市
2
(1) 9時00分～17時00分 株式会社 萌福祉サービス 介護付

01040- 5361091

学童産休育休支援員補
助パート職員（花園）

苫小牧市新開町３丁目１１－４
帯広市
越智建設 株式会社

就業場所

01040- 5348991

01040- 5363691

芦別市北１条東１丁目６番１５
鹿追町
越智建設 株式会社

就業場所

01040- 5337191

園児送迎バス運転手

小樽市新光１丁目１１番１号
帯広市
有限会社 イトウ繊維

就業場所

就業場所

臨時職員（雇用保険適 雇用保険適用課において、職員・相談員の
補助業務に従事○各種書類の編さん及び整
用課）

01040- 5349491

北見市豊地２２番地２０
帯広市
株式会社 エムデジ

就業場所

01190- 4082691
パートタイム求人

指導員・支援員

ジェイエイ めむろフーズ株式会
社
不問
芽室町西士狩北３線５３番地
就業場所 芽室町
1
ジェイエイ めむろフーズ株式会
社
不問
芽室町西士狩北３線５３番地
就業場所 芽室町
1
陽気堂クリエ－ト工業 株式会社

2

不問

帯広市西１１条南２９丁目８-２
就業場所

帯広市

2

