
フルタイム求人

仕事の内容 賃　金 年　齢
求人番号

01010-22136521 就業場所 11

01040- 7480321 就業場所 11

01040- 7481621 就業場所 11

01040- 7520121 就業場所 11

01040- 7538121 就業場所 11

01040- 7546121 就業場所 11

01040- 7549821 就業場所 11

01040- 7559521 就業場所 11

01040- 7561621 就業場所 11

01040- 7566821 就業場所 11

13080-42889621 就業場所 11

01040- 7570921 就業場所 11

01040- 7544621 就業場所 11

01040- 7547021 就業場所 11

01040- 7545921 就業場所 11

01040- 7478221 就業場所 11

01040- 7522721 就業場所 11

農業スタッフ／正社員 ○春～秋は、ジャガイモ・そば・小豆・大
豆の播種、防除、収穫、運搬すべてを行い
ます。

200,000円～
300,000円

6時00分～18時00分の間
の8時間程度

北洋ガーデンファーム　株式会社
59歳
以下

大樹町字芽武６５６－３
大樹町

事務員及び入出庫作業
員／更別村

◯パソコンを使用したデータ入力などの事
務作業◯コンテナ組立などの軽作業◯施設
内でじゃがいもの選別や入出庫業務◯ライ
ンの機械操作等

162,846円～
162,846円

(1)8時30分～17時00分 カルビーポテト　株式会社

不問
帯広市別府町零号３１－４

更別村

日配食品担当（月間１
５０時間）

○日配食品といった毎日仕入れがある食品
の品出し作業○商品を棚に補充・陳列して
いただきます。○商品の発注作業・値引き
作業・商品管理もしていただきます。

133,350円～
150,600円

7時00分～16時00分の間
の8時間程度

マックスバリュ北海道株式会社
マックスバリュ中札内店 不問
中札内村大通南６丁目３

中札内村

歯科助手／正職員 当歯科クリニックにおける歯科助手のお仕
事をしていただきます。◯歯科治療におけ
る医師の補助◯カルテ・備品の管理・受付
等歯科クリニックの業務全般

177,500円～
201,000円

変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～18時30分
(2)13時30分～18時30分
(3)9時00分～17時00分

医療法人社団　一芽会　めむろだ
いいち歯科クリニック 59歳

以下
芽室町東６条９丁目１番地

芽室町

歯科衛生士／正職員 当歯科クリニックにおける歯科衛生士のお
仕事をしていただきます。◯歯科治療にお
ける医師の補助◯歯垢、歯石の除去作業◯
カルテ・備品の管理

188,500円～
270,000円

変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～18時30分
(2)13時30分～18時30分
(3)9時00分～17時00分

医療法人社団　一芽会　めむろだ
いいち歯科クリニック 59歳

以下
芽室町東６条９丁目１番地

芽室町

倉庫内作業全般 倉庫内にて商品の仕分けや検品など出荷す
る商品の準備と発送する商品の積み込みを
行うお仕事です。

158,400円～
167,200円

交替制あり
(1)9時00分～18時00分
(2)10時00分～19時00分
(3)13時00分～22時00分

日立物流ダイレックス株式会社
帯広営業所 不問
音更町字音更西３線８番地１６

音更町

土木技術者（有資格
者）／帯広市

北海道、北海道開発局、ＮＥＸＣＯ東日本
より発注される施工管理業務、積算・資料
作成業務の仕事です。

360,000円～
530,000円

(1)9時00分～17時30分 ティーラエンジニアリング株式会
社　技術開発事業本部 64歳

以下
東京都新宿区北新宿１－６

帯広市

電気工事／正社員 一般住宅・マンション・オフィス・倉庫等
の新築及び既設電気工事○ＬＡＮ等の通信
設備工事

211,000円～
276,000円

変形（1年単位）
(1)8時00分～18時00分

株式会社日進電設工業
35歳
以下

帯広市西８条北３丁目４番地６
帯広市

訪問看護看護師（管理
者候補）／正社員

帯広記念病院　訪問看護ステーションの管
理者候補として勤務していただきます。○
営業所内の管理業務○スタッフの教育○訪
問看護師としての現場業務 等

444,670円～
486,420円

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

医療法人社団　あすなろ会　帯広
記念病院 64歳

以下
帯広市川西町基線２８番地１

帯広市

データ作成及びデータ
作成に係る打合せ／正
社員

お客様の指示を受け、データ作成や編集作
業を行います。 170,000円～

260,000円

(1)8時30分～17時30分 株式会社　ベネフィット
44歳
以下

帯広市西３条南３２丁目２４
帯広市

児童指導員 重症心身障がい児（者）の療育指導、障が
い者総合支援法のサービス支援計画に基づ
く個別支援計画の作成や介護・ケアなどの
生活支援、家族に対する助言など

194,900円～
210,500円

交替制あり
(1)8時20分～17時05分
(2)9時05分～17時50分

独立行政法人　国立病院機構　帯
広病院 不問
帯広市西１８条北２丁目１６

帯広市

（請）法務局での事務
スタッフ

法務局での証明書発行に関する作成事務・
窓口業務に従事していただきます。○窓
口：申請書受付、証明書交付○作成事務：
専用端末等による登記証明書の作成　等

140,709円～
140,709円

(1)8時30分～17時15分 キャリアバンク株式会社　帯広支
店 不問
帯広市西２条南１１丁目１２

帯広市

介護職員／正職員（経
験者）

○食事、入浴、排せつ介助などの介護全般
○レク行事企画、実施○各種委員会活動 195,390円～

257,450円

交替制あり
(1)7時00分～16時00分
(2)13時00分～22時00分
(3)22時00分～7時00分

社会福祉法人　真宗協会　特別養
護老人ホーム帯広慈恩の里 64歳

以下
帯広市空港南町３０３番地１

帯広市

事務員／正職員 ◯窓口業務◯ワードやエクセル、ソフトで
の書類作成◯伝票整理などの経理事務全般
◯請求業務

172,460円～
232,690円

(1)8時30分～17時30分 社会福祉法人　真宗協会　特別養
護老人ホーム帯広慈恩の里 64歳

以下
帯広市空港南町３０３番地１

帯広市

印刷物の校正／正社員 ・印刷物の文字、画像などを校正する業務
に従事して頂きます。・デザイン製作担当
者が作成した文章、チラシの文字、画像な
どを校正する仕事です。

154,000円～
204,000円

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時10分
(2)8時30分～12時00分

北洋凸版印刷　株式会社
59歳
以下

帯広市西２０条北２丁目２３
帯広市

印刷物の制作／正社員 ・グラフィックデザイン、イラスト制作業
務に従事して頂きます。・ポスター、カタ
ログ、チラシ、商品パッケージなど印刷物
のデザイン制作業務です。

154,000円～
204,000円

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時10分
(2)8時30分～12時00分

北洋凸版印刷　株式会社
59歳
以下

帯広市西２０条北２丁目２３
帯広市

ルート営業（帯広市） 自動車ディーラー等の代理店へ訪問し、提
供サービスの会員獲得の為の資料説明など
を担当いただきます。

184,450円～
184,450円

(1)9時00分～17時30分 ヒューマンリソシア株式会社　北
海道支社 不問
札幌市中央区北３条西２丁目１

帯広市

6月3日(金)発行

職　　種
就業時間 事業所名・所在地・就業場所

◎ 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。
℡ 0155-23-8296

ハローワークおびひろ

（帯広公共職業安定所）



仕事の内容 賃　金 年　齢
求人番号

01041-  501821 就業場所 11
パートタイム求人

01010-22071221 就業場所 12

01010-22134821 就業場所 12

01040- 7515821 就業場所 12

01040- 7523821 就業場所 12

01040- 7560321 就業場所 12

01040- 7562921 就業場所 12

01090- 6018921 就業場所 12

13100- 4529421 就業場所 12

01040- 7571121 就業場所 12

01040- 7539021 就業場所 12

01040- 7565721 就業場所 12

01040- 7455321 就業場所 12

01040- 7456621 就業場所 12

職　　種
就業時間 事業所名・所在地・就業場所

ナイトフロントスタッ
フ（パート）

「ナウマン温泉ホテルアルコ２３６」に
て、夜のホテルサービス業務に従事してい
ただきます。◯館内の見回り・簡単な清掃 889円～920円

(1)21時00分～7時00分 株式会社　アンビックス　十勝ナ
ウマン温泉ホテルアルコ 18歳

以上
幕別町忠類白銀町３８４番地１

幕別町

調理補助 サービス付き高齢者向け賃貸住宅での調理
業務◯朝食、昼食、夕食の調理及び準備◯
食器類の洗浄及び整理

900円～1,000
円

(1)6時00分～9時30分 株式会社　北海道ライフサポート　サー
ビス付き高齢者向け賃貸住宅大地のはな 64歳

以下
幕別町札内共栄町３８－３

幕別町

（請）農作業及び構内
作業

○農作業全般（いも・薬草・長芋）○構内
清掃、片付け○草刈など 1,100円～

1,200円

(1)7時00分～16時00分
(2)8時00分～17時00分

株式会社　Ｓｍｉｌｅ

不問
帯広市依田町４４番地１

上士幌町,芽室町

（請）施設警備員（北
海道フーズ）／パート

１）施設の施錠・開錠２）火気及び可燃物
の適正な処理３）火災・盗難その他の予防
措置業務４）電話の取り次ぎ及び郵便物の
授受・保管業務５）その他

890円～890円

(1)17時00分～8時00分 帯広ビル管理　株式会社
18歳
以上

帯広市大通南１５丁目１９
士幌町

倉庫内仕分け・検品 商品の仕分けや検品などを行うお仕事です。＊
取扱い商品はペットフードや日用品などのホー
ムセンターで扱うもので、ダンボールや袋に
入った商品の荷役作業が全般です。

889円～889円

(1)9時00分～15時30分 日立物流ダイレックス株式会社
帯広営業所 不問
音更町字音更西３線８番地１６

音更町

店舗後方スタッフ（週
２０ｈ未満）／帯広稲
田店

●荷受、搬入・搬出、家具組立、梱包など
・お客様へ発送家具等の梱包・運搬・見本
品の家具組立・店内の安全確認や片付けな
ど

900円～950円

交替制あり
(1)8時00分～13時00分
(2)13時00分～18時00分
(3)17時00分～22時00分

株式会社　ニトリ

不問
東京都北区神谷３－６－２０

帯広市

ドライバー（デイサー
ビス）（帯広東）

◎通所介護（デイサービス）における送迎
業務です。 933円～1,033

円

(1)8時00分～10時00分
(2)16時30分～18時30分

株式会社　ニチイ学館　釧路支店

不問
釧路市北大通１２丁目１番地

帯広市

選果作業員 農産物（馬鈴薯等）の選別に伴う作業◯規
格等により箱詰め作業◯馬鈴薯の選別作業
◯作業場の清掃　等

900円～1,200
円

(1)8時00分～17時00分
8時00分～17時00分の間
の6時間以上

株式会社　小森照吉商店

不問
帯広市愛国町基線４１番地

帯広市

清掃業務 園舎内の清掃に関する業務を行っていただ
きます。○玄関の清掃○廊下の清掃○遊戯
室の清掃○トイレ清掃（２ヶ所）等 890円～890円

(1)14時00分～17時00分 学校法人釧路カトリック学園　柏
林台カトリック幼稚園 不問
帯広市柏林台中町１丁目６

帯広市

機能訓練指導員 機能訓練特化型短時間デイサービスでの利
用者様に対して個別機能訓練等及び送迎業
務を行っていただきます。◯マッサージ、
ストレッチの提供◯運動メニューの作成等

1,200円～
1,500円

(1)8時30分～14時00分
(2)12時30分～17時30分
8時30分～17時30分の間
の5時間程度

合同会社　のどか

不問
帯広市東１２条南５丁目１０

帯広市

フロアスタッフ ◯施設内のホールでのお手伝い（食事配
膳、服薬、コール対応、来客応対　等）

889円～950円

交替制あり
7時00分～19時30分の間
の3時間以上

株式会社　はるす
70歳
以下

帯広市西１２条北２丁目３
帯広市

訪問看護師（帯広市）
（週２０時間未満）

・日常生活の看護、服薬管理、入浴介助、
リハビリテーション等、　看護業務全
般。・精神・心身状態のケア、老化に伴う
症状のケア、終末期ケア。等

1,450円～
1,450円

8時45分～17時30分の間
の3時間以上

一般社団法人　北海道総合在宅ケ
ア事業団 64歳

以下
札幌市中央区北１条西９丁目３

帯広市

訪問看護師（帯広市）
（週３０時間）

・日常生活の看護、服薬管理、入浴介助、
リハビリテーション等、看護業務全般。・
精神、心身状態のケア、老化に伴う症状の
ケア。終末期ケア。等

1,450円～
1,450円

8時45分～17時30分の間
の6時間程度

一般社団法人　北海道総合在宅ケ
ア事業団 64歳

以下
札幌市中央区北１条西９丁目３

帯広市

自動車整備士 ○軽自動車～大型トラック・バスの自動車
整備業務全般 175,000円～

210,000円

変形（1ヶ月単位）
(1)8時45分～17時30分
(2)8時15分～17時30分

株式会社　光南車輌
35歳
以下

足寄町郊南１丁目６番地７
足寄町


