
フルタイム求人

仕事の内容 賃　金 年　齢
求人番号

01040- 7898721 就業場所 11

01040- 7899821 就業場所 11

01040- 7900921 就業場所 11

01040- 7901121 就業場所 11

01040- 7902021 就業場所 11

01040- 7928021 就業場所 11

01040- 7930521 就業場所 11

01040- 7935121 就業場所 11

01040- 7938821 就業場所 11

01040- 7940621 就業場所 11

01040- 7944721 就業場所 11

01040- 7953821 就業場所 11

01040- 7958621 就業場所 11

01230-11937621 就業場所 11

42040- 3285721 就業場所 11

01040- 7905221 就業場所 11

01040- 7909621 就業場所 11

介護職員／正職員 グループホームでのお仕事です
認知症があっても”普通の生活”が出来る
様に支援をする仕事です

186,000円～
291,000円

変形（1ヶ月単位）
(1)7時30分～16時30分
(2)9時00分～18時00分
(3)10時00分～19時00分

有限会社　ひまわり
69歳
以下

士幌町字士幌西２線１６６
士幌町

介護福祉士／正職員 グループホームでのお仕事です
認知症があっても”普通の生活”が出来る
様に支援をする仕事です

201,000円～
306,000円

変形（1ヶ月単位）
(1)7時30分～16時30分
(2)9時00分～18時00分
(3)10時00分～19時00分

有限会社　ひまわり
69歳
以下

士幌町字士幌西２線１６６番地１
０ 士幌町

トラック乗務員（家畜
車）／帯広

■トラック（家畜車）による近距離および
長距離輸送業務です。※長距離は全国にな
ります。

200,000円～
350,000円

変形（1年単位）
(1)8時15分～17時00分

有限会社　大石運輸
18歳
以上

長崎県大村市岩松町３１８－４
音更町

建設機械ルートサービ
ス営業員（帯広市）

ホイールローダ・油圧ショベル・ロード
ローラ等各種建設機械及びロータリー除雪
車のルートサービス営業、修理・整備・車
検等の受注業務　等

180,000円～
250,000円

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

北海道川崎建機　株式会社
59歳
以下

北広島市大曲中央１丁目２
帯広市

診療情報管理士／正社
員

下記の診療情報管理業務を担当していただ
きます。◯ＤＰＣ関連業務◯診療録の開示
◯がん登録○統計作成及び分析○その他、
診療情報管理業務全般

135,900円～
280,000円

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時00分
(2)8時30分～12時15分

社会福祉法人　北海道社会事業協
会　帯広病院（帯広協会病院） 59歳

以下
帯広市東５条南９丁目２番地

帯広市

計画作成担当者／正職
員

特定施設の入居者様に合わせたケアプラン
の作成業務となります。また、ご家族様や
外部関係機関との対応やその他、付随する
計画作成担当者業務全般となります。

178,200円～
233,000円

交替制あり
(1)8時30分～17時30分
(2)8時30分～18時30分

株式会社　フジライフ　ベルラ
ヴィるくる 64歳

以下
帯広市東４条南１０丁目１５

帯広市

管理栄養士 ○病棟における栄養管理業務○入院、外
来、訪問栄養管理指導○カンファレンス、
回診への参加　等

181,140円～
221,140円

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

医療法人社団　刀圭会　協立病院

不問
帯広市西１６条北１丁目２７

帯広市

保育士／正社員 ひなたぼっこ保育園（地域型事業所内保育
施設）における保育業務◯室内・外遊びの
保育業務◯施設内の掃除　等

150,300円～
216,500円

変形（1ヶ月単位）
7時30分～18時30分の間
の8時間程度

医療法人社団　刀圭会　協立病院
59歳
以下

帯広市西１６条北１丁目２７
帯広市

介護士（小規模多機能
ホーム杜のそら）／正
社員

◯通所時の送迎◯通院時補助◯自宅を訪問
しての家事援助◯通所及び宿泊利用者に対
しての食事・入浴・排泄などの介護業務

157,000円～
239,500円

変形（1年単位）
(1)7時30分～16時30分
(2)9時00分～18時00分
(3)10時00分～19時00分

社会福祉法人　帯広太陽福祉会
特別養護老人ホーム太陽園 59歳

以下
帯広市大正町西１線９６番地１

帯広市

看護師（夜勤）／正職
員

○帯広市休日夜間急病センターの夜間部門
における、看護師業務に従事していただき
ます。・内科・小児科の外来のみ（診察介
助、採血、注射、点滴等）

217,200円～
231,900円

変形（1ヶ月単位）
(1)20時30分～8時30分

公益財団法人　帯広市休日夜間急
病対策協会

18歳
～59
歳帯広市柏林台西町２丁目１番地

帯広市

看護師又は准看護師／
正社員

当クリニックで看護師、准看護師として勤
務して頂きます。◯外来看護師業務・患者
さんの誘導など

260,000円～
260,000円

(1)8時30分～17時30分
(2)8時30分～12時00分
(3)8時30分～17時00分

医療法人社団　しばた整形外科ク
リニック 不問
帯広市西２条北１丁目２番地

帯広市

管理者／正職員 ○人事・労務管理○経営・収支管理○サー
ビス管理○運営管理○介護業務 189,400円～

274,100円

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分
(2)9時00分～18時00分
(3)10時00分～19時00分

株式会社　フジライフ　グループ
ホームるくる 64歳

以下
帯広市西３条南６丁目２番地１

帯広市

工務部デリバリ係 印刷された商品を仕分け、梱包・配達をし
ていただきます。 144,374円～

144,374円

(1)8時30分～17時30分 東洋　株式会社

不問
帯広市西１０条南９丁目７番地

帯広市

求人誌編集アシスタン
ト職／正社員

週間求人誌の求人受付から求人広告の入稿
（主に原稿点検・リライト業務）を担当し
ていただきます。その他にも求人情報のＷ
ｅｂ登録作業や求人広告に関わる付随業務

155,000円～
200,000円

(1)8時30分～17時30分 東洋　株式会社
59歳
以下

帯広市西１０条南９丁目７番地
帯広市

企画職（販売促進支
援・ソリューション）
／正社員

印刷物や各種販促物、ＷＥＢページ等のディレ
クション業務など、市場調査や映像制作等、自
社サービスコンテンツを販売促進支援として企
画提案をしていただきます。

190,000円～
350,000円

(1)8時30分～17時30分 東洋　株式会社
59歳
以下

帯広市西１０条南９丁目７番地
帯広市

59歳
以下

帯広市西１０条南９丁目７番地
帯広市

総務・経理事務／正社
員

経理関連業務を中心に、総務関連業務も含
めて業務を担当していただきます。売上伝
票の計上や請求書発行・送付が入社後の主
な業務内容となります。

160,000円～
200,000円

(1)8時30分～17時30分 東洋　株式会社
59歳
以下

帯広市西１０条南９丁目７番地
帯広市

6月9日(木)発行

職　　種
就業時間 事業所名・所在地・就業場所

法人向企画営業職／正
社員

○おもに、印刷物や各種販促物の受注・販
売活動業務○自社情報サイトの掲載先の獲
得や情報収集活動

190,000円～
350,000円

(1)8時30分～17時30分 東洋　株式会社

◎ 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

01040- 7904821 就業場所 11
パートタイム求人

01040- 7939221 就業場所 12

01040- 7950121 就業場所 12

13130-14095121 就業場所 12

01040- 7908321 就業場所 12

01040- 7910021 就業場所 12

介護職員／パート グループホームでのお仕事です
認知症があっても”普通の生活”が出来る
様に支援をする仕事です

920円～1,200
円

変形（1ヶ月単位）
7時30分～19時00分の間
の4時間以上

有限会社　ひまわり

不問
士幌町字士幌西２線１６６

士幌町

介護福祉士／パート グループホームでのお仕事です
認知症があっても”普通の生活”が出来る
様に支援をする仕事です

1,006円～
1,372円

変形（1ヶ月単位）
7時30分～19時00分の間
の4時間以上

有限会社　ひまわり

不問
士幌町字士幌西２線１６６

士幌町

東京都江東区深川２丁目８
帯広市

（請）看護助手 医療法人社団　高山泌尿器科の透析室での
環境整備に従事していただきます。◯物品
の補充 950円～950円

交替制あり
(1)8時00分～13時30分
(2)13時00分～18時30分

有限会社　ネオ・コンチネンタ
ル・アイズ 不問
帯広市西５条南３６丁目３

帯広市

【急募】調理・接客
（北海道・帯広市）

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

1,000円～
1,000円

9時00分～18時30分の間
の4時間以上

株式会社　マルハンダイニング

不問

保育士 ひなたぼっこ保育園（地域型事業所内保育
施設）における保育業務○室内・外遊びの
保育業務○施設内の掃除　等

940円～1,073
円

変形（1ヶ月単位）
8時30分～17時30分の間
の4時間以上

医療法人社団　刀圭会　協立病院

不問
帯広市西１６条北１丁目２７

帯広市

送迎バス運転手／正社
員

当校教習生の送迎を行っていただきます。
155,700円～
155,700円

変形（1年単位）
(1)9時00分～18時00分

株式会社幕別自動車学校
61歳
以下

幕別町字千住４７４番地
幕別町

職　　種
就業時間 事業所名・所在地・就業場所


