
フルタイム求人

仕事の内容 賃　金 年　齢
求人番号

01010-25564921 就業場所 11

01010-25607221 就業場所 11

01040- 8453921 就業場所 11

01040- 8455021 就業場所 11

01040- 8458221 就業場所 11

01040- 8477421 就業場所 11

01040- 8485421 就業場所 11

01040- 8517321 就業場所 11

01040- 8520721 就業場所 11

01040- 8444621 就業場所 11

01040- 8452621 就業場所 11

01040- 8499721 就業場所 11

01040- 8512721 就業場所 11

01040- 8498021 就業場所 11

01040- 8497121 就業場所 11

01040- 8519921 就業場所 11

01040- 8490821 就業場所 11

（パ）販売員（帯広
市）

フランスベッド商品の販売
ベッド・寝具・他フランスベッド商品の接
客販売、その他、店舗商品の販売

180,000円～
180,000円

(1)10時00分～19時00分 フランスベッド　株式会社　札幌
営業所 不問
札幌市中央区北１条東８丁目１

帯広市

6月23日(木)発行

職　　種
就業時間 事業所名・所在地・就業場所

納車引取補助員兼車両
清掃

○大・中・小トラック・バス等の整備車両
の納車及び引き取り○車両清掃、洗車○構
内清掃○除雪作業　等

198,000円～
198,000円

変形（1年単位）
(1)9時00分～17時30分

東北海道日野自動車　株式会社

不問
帯広市西１９条北１丁目７番６号

帯広市

機能訓練指導員（帯広
西）

デイサービスで機能訓練指導員として業務
を行って頂きます・ご利用者様の機能訓練
の実施、指導・機能訓練の計画書作成、評
価表作成・体力測定の実施

250,000円～
268,000円

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

株式会社　ツクイ　北海道圏
59歳
以下

札幌市中央区南１４条西１８
帯広市

店頭接客／正社員 アパート・マンションのお部屋探しでご来
店頂いたお客様への接客業務を行っていた
だきます。◯現場案内◯契約業務◯賃貸物
件の管理、精算業務　等

183,000円～
198,000円

変形（1年単位）
(1)9時00分～18時00分
(2)10時00分～19時00分

株式会社　エーワンホーム
（アパマンショップ　帯広店） 44歳

以下
帯広市西８条南１３丁目２番地

帯広市

サービスフロント・受
付／正社員

フロント業務全般○車両のデータ入力、車
検や点検の条件に合わせて検索や抽出○整
備受付や車両の引き渡し業務等○整備や点
検のご案内と整備後の調子伺いの連絡等

173,800円～
228,500円

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

株式会社　上嶋自動車
59歳
以下

帯広市西２４条北１丁目３
帯広市

カフェ＆バースタッフ
／正社員

ホテルヌプカでは、併設しているカフェ＆
バーで勤務してくださるスタッフを募集○
カフェ＆バーでの業務全般※調理がメイン
となりますが、在庫管理や接客もあり

180,000円～
240,000円

変形（1ヶ月単位）
(1)6時30分～14時30分
(2)15時00分～23時00分

十勝シティデザイン株式会社 18歳
～59
歳帯広市西２条南１０丁目２０

帯広市

設備工事の現場管理作
業員／正社員

空調・冷暖房・給排水・衛生設備工事の現
場で工事管理をする仕事です。○現場の工
程管理及び予算書による原価管理○下請業
者の手配及び現場管理　など

194,000円～
334,500円

(1)8時30分～17時30分 フジ暖房工業　株式会社
59歳
以下

帯広市西２０条北１丁目６番７
帯広市

事業責任者〔飲食業／
エステ事業／新規事業
の開発〕／正社員

「【さかい珈琲帯広店】【さかい珈琲ラソ
ラ札幌店】」と「喫茶店事業及びエステ事
業を展開する【さかい珈琲帯広南店】」３
店舗の運営業務を担っていただきます。

300,000円～
350,000円

(1)8時30分～17時30分 宮本商産　株式会社
59歳
以下

帯広市西２条南５丁目１番地
帯広市

医療事務兼美容カウン
セラー／正社員

○受付業務○会計業務○オンライン保険請
求、往診業務などの各種書類作成○電話応
対○院内清掃○ＳＮＳ投稿○美容カウンセ
リング

165,500円～
165,500円

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～18時30分
(2)8時30分～13時00分

医療法人社団　緑葉会　グリーン
皮膚科クリニック 59歳

以下
帯広市西２３条南２丁目１６

帯広市

介護福祉士（とかち・
日勤）／正社員

介護老人保健施設とかちにおいて通所者
（４０名）に対する介護業務全般を行って
いただきます。◯食事支援、入浴介助等生
活・身体支援全般

163,200円～
205,200円

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時00分

公益財団法人　北海道医療団
59歳
以下

帯広市西４条南１５丁目１７
音更町

調理人／正社員 そば屋において調理業務を担当していただ
きます。○そばを茹でる○天ぷらを揚げる
○その他の調理

180,000円～
250,000円

(1)10時00分～16時00分
(2)10時30分～20時30分

そば工房　ふたば

不問
音更町木野大通東１０丁目１

音更町

溶接工・機械工／正社
員

当事業所の溶接工・機械工の業務に従事し
ていただきます。◯溶接作業◯鉄工組立◯
機械器具組立

185,000円～
230,000円

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

音更トラクター工業株式会社

不問
音更町字音更西１線４４番地

音更町

放課後児童支援員（鈴
蘭学童保育所）

音更町からの委託を受けた各学童保育の場
において、放課後児童支援員のお仕事に従
事していただきます。◯児童の活動の見守
りおよびサポート◯おやつの準備　など

171,071円～
191,023円

変形（1年単位）
(1)12時30分～19時30分
(2)7時30分～19時30分

社会福祉法人　元気の里とかち
64歳
以下

音更町ひびき野西町１丁目１
音更町

正・准看護師／正職員 外来看護業務に従事していただきます。
182,200円～
358,100円

交替制あり
(1)8時30分～17時15分

大樹町立国民健康保険病院
45歳
以下

大樹町暁町６番地２
大樹町

穀類調整工場における
麦・豆類調整業務

穀類調整工場にて、小麦・豆類の受入、乾
燥、調整業務にあたっていただきます・小
麦受入、乾燥・小麦調整・豆類受入・調整

184,000円～
184,000円

変形（1年単位）
(1)8時40分～17時00分
(2)8時00分～20時00分
(3)20時00分～8時00分

芽室町農業協同組合
18歳
以上

芽室町西４条南１丁目１番地９
芽室町

正・准看護師／正社員 耳鼻科外来において看護師業務を行ってい
ただきます。○医師診察の際の介助○聴力
検査、鼻の画像撮影補助○注射、点滴等の
処置○器具の洗浄、消毒○院内の清掃

215,000円～
220,000円

(1)8時30分～18時00分
(2)8時30分～13時30分

さつない耳鼻咽喉科　石井　歓

不問
幕別町札内北栄町２番地１５

幕別町

酪農ヘルパー／正社員 西尾削蹄所のお客さん限定の酪農ヘルパー
事業
○各酪農家に行って搾乳や給餌、掃除等

200,000円～
200,000円

(1)5時00分～9時00分
(2)16時00分～20時00分

西尾削蹄所
35歳
以下

大樹町字大樹１番地６
大樹町,幕別町,広尾町,更別
村

◎ 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- 8492521 就業場所 11

01040- 8503021 就業場所 11
パートタイム求人

01010-25604021 就業場所 12

01020- 7414921 就業場所 12

01040- 8438121 就業場所 12

01040- 8439021 就業場所 12

01040- 8447021 就業場所 12

01040- 8454121 就業場所 12

01040- 8457821 就業場所 12

01040- 8480021 就業場所 12

01040- 8514221 就業場所 12

01240-11561921 就業場所 12

01041-  520421 就業場所 12
季節求人

01041-   34120 就業場所 30

フォークリフト作業員
／正社員

フォークリフトを使いながら倉庫での作業
や製品の管理などをお任せします○納品に
なった原料の荷受け○屋内外でのフォーク
リフト作業、積み替え作業○在庫管理　等

200,000円～
340,000円

(1)4時00分～13時00分 株式会社　十勝大福本舗 18歳
～59
歳幕別町緑町７

幕別町

医療事務／正社員 医療事務全般及び処置室業務を行っていた
だきます。◯窓口業務、受付、会計事務、
電話応対◯レセコンへの入力作業◯レセプ
ト請求補助◯各種書類の作成　など

155,000円～
165,000円

(1)8時30分～18時00分
(2)8時30分～13時30分

さつない耳鼻咽喉科　石井　歓

不問
幕別町札内北栄町２番地１５

幕別町

調理スタッフ（帯広） 帯広協会病院内レストランにおいて料理の
盛り付け・仕込み、洗浄作業及び食材の発
注等の事務作業を行っていただきます。 889円～889円

交替制あり
(1)10時00分～13時00分
(2)10時00分～12時00分
(3)12時00分～16時00分

株式会社　光洋フードサービス
北海道支店　道南エリア 不問
函館市五稜郭町３８－３

帯広市

介護職員／ケアクルー
（帯広西）

業務内容は介護業務に従事していただきま
す・車にてお客様への送り迎えの業務・セ
ンター内で入浴、排泄、移動、食事介助・
レクリエーション企画・運営　等

1,015円～
1,045円

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～18時00分

株式会社　ツクイ　北海道圏

不問
札幌市中央区南１４条西１８

帯広市

計画作成担当者／パー
ト

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。

1,024円～
1,374円

(1)8時30分～17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

看護職員／パート職員 入居者様への看護業務となります。〇入居
者様のバイタルチェックや服薬管理、水分
補給等の健康管理業務〇その他、付随する
看護業務全般

1,300円～
1,500円

(1)8時30分～17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

医療法人社団　満岡内科・循環器
クリニック 不問
帯広市大空町３丁目１４番地３

帯広市

事務員 ○簡単なＰＣ操作による資料、文書などの
作成○電話応対・来客対応○事務所内環境
整理○契約先関係書類お届け○事務所経費
管理（小口現金など）　等

950円～950円

(1)9時00分～15時00分
(2)10時00分～15時00分
(3)10時00分～16時00分

ハマナス管理サービス株式会社
帯広営業所 不問
帯広市西１３条北５丁目１番地

帯広市

不問
帯広市西３条南１１丁目５

帯広市

介護職員（デイサービ
ス）／パート

デイサービス内での高齢者の介助を行って
いただきます。○食事のお世話○入浴、排
泄、着替え等の介助　等

900円～1,200
円

(1)8時30分～17時30分 有限会社　ユニハート・とかち

不問
帯広市西１６条北２丁目１２

帯広市

不問
札幌市北区北７条西１丁目２

芽室町

病棟メッセンジャー・
外来メッセンジャー

〇物品補充〇経管栄養物品・配薬ケース洗
浄〇整理・整頓〇検体の運搬〇書類や物品
の運搬〇シーツ交換〇おむつ補充〇休憩室
の清掃　他

889円～889円

(1)9時00分～13時00分
(2)13時00分～17時00分
9時00分～17時00分の間
の4時間

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

不問
本別町北２丁目４番地１

本別町

販売 販売業務全般
・商品販売・接客・レジ・商品陳列　等

889円～930円

交替制あり
(1)9時30分～16時00分
(2)9時30分～13時00分
(3)13時00分～16時00分

有限会社　村田商店

不問
池田町字旭町５丁目６番地

池田町

職　　種
就業時間 事業所名・所在地・就業場所

本別公園施設等清掃業
務

○本別公園内ゴミ・鹿糞・落ち葉拾い
○義経の里御所（コテージ）及びバンガ
ロー清掃等

147,900円～
147,900円

交替制あり
(1)8時30分～17時15分

本別町観光協会

スーパーマーケット店
員（チェッカー）芽室
町／めむろ店

○レジ業務○接客サービス○サービスカウ
ンター業務（含む）

889円～889円

変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～13時00分
12時30分～16時30分の間
の4時間程度

株式会社ホクレン商事

客室清掃（ハウスキー
パー）

客室全体のお掃除・ベッドメイク・ユニッ
トバス清掃、備品補充など。掃除機かけや
拭き掃除、シーツの交換など、ご家庭での
お掃除とほぼ同じです。

1,000円～
1,000円

交替制あり
(1)9時00分～15時00分

ルートインジャパン株式会社
ルートイン帯広駅前

医療事務 当クリニックにおいて医療事務業務を担当
して頂きます。◯医療事務全般（医科レセ
プト業務）◯医師事務作業補助等 920円～920円

(1)9時00分～12時00分
(2)14時00分～17時00分


