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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

電気設備施工管理（帯 商業施設、変電施設、福祉施設等の各建設
現場における電気設備施工管理業務（業者
広・釧路）
01010-19244391

生産ライン用機械部品
の法人向けルート営業
（帯広市）
01010-19328791

【地域限定正社員】売
場・レジ係（足寄店）
01020- 7753591

清水町地域おこし協力
隊（観光・移住推進
員）
01040- 6497891

清水町地域おこし協力
隊（ふるさと応援協力
員）
01040- 6500491

看護師（正・准）／正
社員（札内青葉保育
園）
01040- 6506091

保育士（札内青葉保育
園）／正社員
01040- 6517991

配送、リフト、在庫管
理／正社員
01040- 6524691

調理師／準職員
01040- 6525991

削蹄助手／正社員
01040- 6526491

調理師／準職員
01040- 6528891

ＧＵ（ジーユー）販売
員
01040- 6529291

医療事務／正社員

の段取り、作業員への指示、品質管理、工
程管理、安全管理、打ち合わせ他）
生産ラインで使用する機械部品の法人向け
ルート営業。※主要商品：ベアリング、空
気圧部品、チェーン、モーター※得意先：
食品、菓子、飲料などの製造業
ホームセンターにて、接客販売、商品展
示、商品発注、レジ金銭管理、その他業務
＊担当するコーナーなどは採用後決定。定
社員なので転勤がありません
◯本町及び十勝一円の観光資源や諸情報を
提供する情報発信に係る企画・運営◯観光
施設及び催事等での観光物産振興に係る企
画・運営等
◯ふるさと納税に関する事務全般およびふ
るさと納税者に対する町のＰＲやふれあい
事業の検討・実施◯地元事業者との連携に
より贈呈する特産品の充実等
社会福祉法人温真会の運営する札内青葉保
育園「病後児保育」の看護師※就業場所：
札内青葉保育園（中川郡幕別町札内青葉町
３１０番地３６）
◯着替え、オムツ交換、トイレへの誘導・
介助、おやつ・食事時の介助、見守り等の
生活指導◯本の読み聞かせ、お散歩の引率
等の屋内外での活動時の指導及び見守り等
２ｔ車による十勝管内の配送業務及びリフ
ト、倉庫作業、在庫管理。配送・リフト・
在庫管理の中から得意な分野を軸に担当し
て頂きながら、物流に関わる様々な業務
厨房業務全般◯下処理、調理、盛付、配・
下膳、洗浄、消毒等＊ブランクのある方や
経験の浅い方にはしっかりサポート致しま
す。
◯現場での作業器材の設置と撤去◯作業器
材への牛の誘導◯当社削蹄士のサポート◯
作業終了後の片付けとメンテナンス◯翌日
の作業の準備作業
厨房業務全般○下処理・調理・盛付・配下
膳・洗浄・消毒等＊ブランクのある方や経
験が浅い方にはしっかりサポート致しま
す。
ＧＵフレスポ帯広稲田店で販売等の業務全
般を担当◯レジ、ミシン補正（裾のみ）、
接客（在庫確認・試着室での対応等）、商
品整理、商品出し、清掃等
○受付、会計業務○レセプト処理○電話対
応○業務終了後の事務所の整理、清掃等※
医療事務経験あれば尚可

01040- 6533991

(1) 8時00分～17時00分

330,480円～
558,140円
変形（１年単位）
179,800円～ (1) 8時30分～17時30分
218,800円 (2) 8時30分～12時00分

札幌支店

札幌市中央区北４条西６丁目１
就業場所 帯広市
日精機工株式会社
札幌市中央区北２条東１１丁目
帯広市
株式会社テーオーリテイリング

就業場所

変形（１ヶ月単位）
172,000円～ 8時50分～20時00分の間
192,000円 の8時間
(1) 8時45分～17時30分

173,880円～
173,880円

59歳
以下
1

29歳
以下
1

45歳
以下
函館市西桔梗町５８９番地１２４
就業場所

足寄町
清水町役場

1

不問
清水町南四条２丁目２番地
清水町
清水町役場

就業場所

(1) 8時45分～17時30分

173,880円～
173,880円

1

不問

変形（１年単位）
208,000円～ 7時30分～19時00分の間
228,800円 の8時間程度
7時30分～19時00分の間
162,800円～ の8時間

202,600円

清水町南四条２丁目２番地
就業場所 清水町
社会福祉法人
温真会
士幌町中士幌西２線８０－２５
就業場所 幕別町
社会福祉法人
温真会
士幌町中士幌西２線８０－２５
幕別町
南日通運輸 株式会社

就業場所

変形（１年単位）
153,000円～ (1) 8時00分～17時00分

304,000円

1

59歳
以下
1

59歳
以下
1

64歳
以下

中札内村東３条南１丁目７番地
中札内村
1
株式会社 フジライフ ケアタウ
59歳
ン とてっぽの丘 るくる
以下
帯広市西７条南２６丁目１３-１
就業場所 帯広市
1
有限会社 佐藤削業
就業場所

変形（１ヶ月単位）
158,300円～ (1) 6時00分～15時00分
199,300円 (2) 8時30分～17時30分
(3)10時30分～19時30分
(1) 8時00分～17時00分
200,000円～ (2) 7時00分～16時00分

200,000円

鹿追町幌内西２２線２４番地
鹿追町
株式会社 フジライフ ベルラ
ヴィるくる
帯広市東４条南１０丁目１５
就業場所 帯広市
株式会社ジーユー フレスポ帯広
稲田店
帯広市稲田町南９線西９番８
就業場所 帯広市
とかち内科循環器科クリニック
丸崎茂
音更町木野西通１５丁目５-９１
就業場所 音更町
株式会社 イートラスト
就業場所

変形（１ヶ月単位）
158,300円～ (1) 6時00分～15時00分
199,300円 (2) 8時30分～17時30分
(3)10時30分～19時30分
(1) 7時30分～17時00分
154,800円～ (2)12時00分～21時30分

189,200円
変形（１ヶ月単位）
140,000円～ (1) 8時30分～19時00分
150,000円 (2) 8時30分～17時00分
(3) 8時30分～12時00分

子牛育成スタッフ

全国各地の高級ブランド牛となる肉用子牛
を生産する牧場の運営や管理。生育データ
などを活用した数値管理のマネジメント手
法により品質と効率の向上を図ります。
01040- 6534491
（請）准看護師／正社 「住宅型有料老人ホーム 宝来フクロウの
郷」における入居者様の健康管理及び下記
員
の介護業務◯ケアマネージャーとの連絡◯
介護計画書・モニタリングの記入等
01040- 6535791
送迎アシスタント（軽 医療保険適用在宅医療マッサージ（帯広市
度視覚障害者の運転及 内及での勤務）○マッサージの先生をお客
様のお宅の中まで案内○マッサージの先生
びアシスタント）
と協力してスケジュール調整等、手伝い
01040- 6542491
来店型の営業スタイルが基本です。常設展
営業／正社員
示場やＡＳＪイベントにご来場頂いたお客
様との接客を通じ、資金や相談や住宅用地
の斡旋、新築プランの聞き取り等を提案
01040- 6556391

株式会社メイジン

(1) 7時00分～17時30分

200,000円～
250,000円

士幌町字士幌東３線２６２
士幌町
合同会社 あもーれ

就業場所

変形（１ヶ月単位）
260,000円～ (1) 8時30分～17時30分

260,000円

35歳
以下

1

59歳
以下
1

不問
1

不問
1

64歳
以下
1

59歳
以下
音更町雄飛が丘北区１番地１５５
就業場所

(1) 9時00分～17時30分

140,250円～
173,250円
変形（１年単位）
250,000円～ (1) 8時30分～17時30分

400,000円

音更町
1
株式会社 ピクチャリングアシス
64歳
ト
以下
帯広市西１６条南５丁目１０－２
就業場所 帯広市
1
株式会社 北のハウス
帯広市大通南１７丁目６番地１
帯広市

就業場所

44歳
以下

1

販売員
01040- 6582991

介護職員（グループ
ホーム）
01040- 6588191

正看護師／正社員

帯広空港土産物店にて商品を販売◯レジ◯
商品整理◯接客◯清掃◯その他、付随する
業務全般＊マイカー通勤できる方希望しま
す。
◯認知症によりご自宅での生活が困難と
なった方々の生活スタイルを見守りながら
食事・入浴・排泄等の介助や機能訓練を行
ない支えるお仕事です。
当病院において正看護師（正職員）として
業務に従事◯精神科看護および認知症看護
＊病棟勤務となります。

交替制あり
147,840円～ (1) 8時00分～17時00分
147,840円 (2)11時30分～20時00分
変形（１ヶ月単位）
164,560円～ (1) 7時00分～16時00分
171,360円 (2) 9時00分～18時00分
(3)11時00分～20時00分
変形（１ヶ月単位）
217,000円～ (1) 8時30分～17時30分
306,200円 (2)16時30分～ 9時00分

帯広市西２０条南２丁目５－３
帯広市
医療法人社団博仁会 大江病院

就業場所

01040- 6590991

准看護師／正社員

北海道十勝みやげ名店会 協同組
合
不問
帯広市泉町西９線中８番地４１
就業場所 帯広市
1
株式会社 ニチイ学館 帯広営業
所
不問
帯広市西２２条南３丁目３３番１
就業場所 帯広市
1
医療法人社団博仁会 大江病院

当病院において准看護師（正職員）として
業務に従事◯精神科看護および認知症看護
＊病棟勤務となります。

変形（１ヶ月単位）
178,400円～ (1) 8時30分～17時30分
226,000円 (2)16時30分～ 9時00分

帯広市西２０条南２丁目５－３
帯広市
株式会社 アイマックス 札幌営
業所
札幌市北区北１０条西３丁目１３
就業場所 帯広市
株式会社 アイマックス 札幌営
業所
札幌市北区北１０条西３丁目１３
就業場所 帯広市
就業場所

01040- 6591491

電気設備施工管理業務 国土交通省発注の道路建設工事に伴う照明
設備及び道路情報板設置等の施工管理業務
（帯広市）

を担当。工程・品質・安全の管理業務の中
で、ＰＣを使い資料作成・修正
01240-10963891
電気設備施工管理（帯 複合ビル建設に伴う、内線工事の施工管理
業務を担当。協力会社の監督・元請け会社
広市）
との折衝、施工図面のチェック・作成など
が主体。
01240-10967091

(1) 8時00分～17時00分

270,000円～
450,000円
(1) 8時00分～17時00分

270,000円～
450,000円

64歳
以下

1

64歳
以下
1

64歳
以下
1

64歳
以下
1

パートタイム求人

保育士（札内青葉保育 ◯着替え、オムツ交換、トイレへの誘導・
介助、おやつ・食事時の介助、見守り等の
園）

生活指導◯本の読み聞かせ、お散歩の引率
等の屋内外での活動時の指導及び見守り等
01040- 6494991
保育助手（札内青葉保 ◯着替え、オムツ交換、トイレへの誘導◯
おやつ・食事時の介助、見守り◯本の読み
育園）
聞かせ、お散歩の引率等の屋内外での活動
時の指導、見守り
01040- 6496791

看護師（正・准）（札 社会福祉法人温真会の運営する札内青葉保
育園「病後児保育」の看護師として従事。
内青葉保育園）
01040- 6501791

臨時職員（職業相談第
一部門及び専門援助部
門）
01040- 6507391

送迎アシスタント（軽
度視覚障害者の送迎及
びアシスタント）
01040- 6541991

放課後児童支援員・児
童厚生員（子どもセン
ター等）

＊就業場所：札内青葉保育園（中川郡幕別
町札内青葉町３１０番地３６）
職業相談第一部門及び専門援助部門におい
て職業紹介関係業務の事務。○求職者・求
人者からの各種問い合わせに対する電話応
対○選考結果通知書の専用端末への入力
在宅医療マッサージ（帯広市内及での勤
務）○マッサージの先生をお客様のお宅の
中まで案内して頂くお仕事です。○マッ
サージの先生と協力しスケジュール調整等
子どもセンター又はみなみっ子児童館にお
いて放課後の児童支援。◯児童・生徒の放
課後の安全な遊びの指導等

7時30分～19時00分の間
950円～ の6時間

950円
(1) 9時00分～16時00分
(2)16時00分～19時00分
900円～ (3) 7時30分～12時30分
900円 7時30分～19時00分の間
の6時間程度
7時30分～19時00分の間
1,250円～ の6時間程度

1,300円
(1)11時30分～17時00分

885円～
1,009円

１ 施設管理と施設内外の点検 ２ 不審
者、火災の発見と防止 ３ 外来者などの
応対 ４ 降雪時の除雪

(1) 9時00分～13時30分
850円～ (2)13時00分～17時00分

1,000円
(1)12時30分～19時30分
990円～ 7時45分～19時30分の間
1,060円 の6時間程度
(1) 7時35分～ 8時20分
840円～ (2)17時00分～19時45分

840円

代替補助員（子どもセ 子どもセンターにおける放課後、児童支援
ンター又はみなみっ子 員の代替・補助要員◯児童、生徒の放課後
の安全な遊びなどの支援員の代替・補助等
児童館）
＊８時～１９時３０分の間の１日２～６時
間程度の勤務

01040- 6564391

木野南保育園にて園内のトイレ、廊下、お
部屋等の清掃。＊保育の補助をお願いする
ことがあります。

01040- 6566991

放課後児童支援補助員 子どもセンターにおいて放課後児童支援員
の補助。◯児童、生徒の放課後の安全な遊
（子どもセンター）
びの指導等

01040- 6572391

販売員
01040- 6583491

介護員

帯広空港土産物店にて商品を販売。◯レジ
◯商品整理◯接客◯清掃◯その他、付随す
る業務全般＊マイカー通勤できる方希望し
ます。
○障害者の食事介助○身体介助○オムツ交
換○作業介助等＊子育て中の方も安心して
業務されています。

01040- 6589091

【急募】調理・接客
（北海道・帯広市）
13130-16523091

不問
士幌町中士幌西２線８０－２５
就業場所 幕別町
社会福祉法人
温真会

〇オープンキッチン内での調理、接客サー
ビス〇うどん、そば、ラーメン、カレー、
丼物、定食などの調理〇店舗運営補助

8時00分～19時30分の間
の6時間程度

960円～
960円

2

不問
士幌町中士幌西２線８０－２５
就業場所

幕別町

社会福祉法人

2
温真会

不問
士幌町中士幌西２線８０－２５
就業場所 幕別町
帯広公共職業安定所

2

帯広市西５条南５丁目２
就業場所 帯広市
2
株式会社 ピクチャリングアシス
ト
不問
帯広市西１６条南５丁目１０－２
就業場所 帯広市
2
芽室町役場

不問
芽室町東２条２丁目１４番地
就業場所 芽室町
帯広ビル管理 株式会社

2

不問
帯広市大通南１５丁目１９
帯広市
芽室町役場

就業場所

01040- 6562191

清掃員（木野南保育
園）

温真会

不問

01040- 6560291

施設管理員（請）

社会福祉法人

2

不問
芽室町東２条２丁目１４番地
就業場所

芽室町

又は13時00分～18時00分 社会福祉法人 大谷菩提樹会
940円～ の間の5時間程度
音更町木野東通４丁目２番地１
970円
就業場所 音更町
(1)12時30分～19時30分 芽室町役場
960円～ 7時45分～19時30分の間
芽室町東２条２丁目１４番地
960円 の6時間程度
就業場所 芽室町
交替制あり
北海道十勝みやげ名店会 協同組
(1)15時00分～20時00分
合
870円～
帯広市泉町西９線中８番地４１
870円
就業場所 帯広市
9時00分～16時00分の間 特定非営利活動法人 肢体不自由児
者サポートセンター ぽてとハウス
840円～ の4時間程度
帯広市西２３条南２丁目７－１３
850円
就業場所 帯広市
9時30分～20時30分の間 株式会社 マルハンダイニング
1,000円～ の4時間程度
東京都江東区深川２－８－１９
1,000円
就業場所 帯広市
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