
フルタイム求人

仕事の内容 賃　金 年　齢
求人番号

01010-25822721 就業場所 11

01010-25877421 就業場所 11

01040- 8525321 就業場所 11

01040- 8527921 就業場所 11

01040- 8543921 就業場所 11

01040- 8579121 就業場所 11

01040- 8582521 就業場所 11

01040- 8583421 就業場所 11

01040- 8584321 就業場所 11

01010-25746421 就業場所 11

01040- 8591421 就業場所 11

01040- 8592321 就業場所 11

01040- 8590521 就業場所 11

01040- 8588021 就業場所 11

01010-25853921 就業場所 11

01040- 8567421 就業場所 11

01040- 8572821 就業場所 11

6月24日(金)発行

職　　種
就業時間 事業所名・所在地・就業場所

（契）清掃スタッフ
（帯広市）

病院施設内の清掃業務・病院内の共用エリ
アの廊下やトイレ・病室・　バックヤード
などの施設内全般の清掃業務です。

170,000円～
180,000円

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

イオンディライト　株式会社　北
海道支社 不問
札幌市中央区北１２条西２３

帯広市

営業部員（帯広市） 病院・クリニックや医療施設を訪問し、医
療材料から画像診断機器、内視鏡、外科機
器、放射線大型装置など医療機器や医療用
具を幅広くご案内します。

200,100円～
270,900円

(1)9時00分～18時00分 株式会社　常光　札幌支店
59歳
以下

札幌市中央区北５条西１３丁目
帯広市

介護職員（小規模多機
能）Ｐ職員／正社員

介護職員のお仕事に従事して頂きます。利
用者の生活全般における支援○調理、掃
除、散歩、買物、外出、通院などの生活支
援○入浴、排泄、食事などの身体介助 等

170,898円～
200,913円

変形（1年単位）
(1)7時00分～16時00分
(2)8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00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
帯広市

保育士（こども課／保
育所保育業務）／フル
タイム／産休代替

入所児童の保育及び保護者支援・地域子育
て家庭の支援　等 163,100円～

218,400円

6時45分～19時00分の間
の8時間程度

帯広市役所

不問
帯広市西５条南７丁目１

帯広市

一般事務員／正社員 一般事務業務を担当していただきます。○
各種伝票の発行、整理○パソコン操作○電
話対応、お客様の接客○その他一般事務業
務　等

160,000円～
170,000円

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時00分

庄司食品　有限会社
59歳
以下

帯広市西１４条南３２丁目４
帯広市

医療クラーク（医師事
務作業補助者）

医師の指示のもとに事務的補助業務を行っ
ていただきます。◯医師の事務作業の補助
◯外来診察時電子カルテ入力補助◯各種診
断書作成補助

152,316円～
152,316円

変形（1年単位）
(1)8時30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

介護職員（小規模多機
能　奏）Ｐ職員／正社
員

介護職員のお仕事に従事して頂きます。利
用者の生活全般における支援○調理、掃
除、散歩、買物、外出、通院などの生活支
援○入浴、排泄、食事などの身体介助 等

170,898円～
200,913円

変形（1年単位）
(1)7時00分～16時00分
(2)8時30分～17時30分
(3)13時00分～22時00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
帯広市

配送及び販売（オホー
ツクエリア）／正社員

○肥料・農業資材・種苗の配送及び受注業
務○オホーツクエリアの顧客を回り配送業
務及び受注業務

190,000円～
260,000円

(1)9時00分～17時30分 株式会社　北肥アグリン
35歳
以下

帯広市西１４条南１５丁目６
帯広市

栄養士（地域正社員）
（河東郡音更町）

病院で栄養士業務を行って頂きます。主に
栄養管理、献立作成、食材発注等の給食業
務を行って頂きます厨房のお手伝いもして
頂く場合があります。

200,000円～
200,000円

変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～18時00分

株式会社　ＬＥＯＣ
79歳
以下

札幌市中央区北１条西４丁目２
音更町

介護職員（特養）Ｐ職
員／正社員

介護職員のお仕事に従事して頂きます。利
用者の生活全般における支援○調理、掃
除、散歩、買物、外出、通院などの生活支
援○入浴、排泄、食事などの身体介助 等

170,898円～
200,913円

変形（1年単位）
(1)7時00分～16時00分
(2)9時00分～18時00分
(3)13時00分～22時00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
帯広市

ベーカリー製造スタッ
フ／正社員

十勝産を原材料とした、パンの製造業務・
館内ベーカリー朝食、館内販売、十勝川温
泉ガーデンスパ内出店「よりみちベーカ
リー」のパン製造業務

203,100円～
236,200円

変形（1ヶ月単位）
4時00分～13時00分の間
の7時間

株式会社　第一ホテル 18歳
～59
歳音更町十勝川温泉南１２丁目１

音更町

経理スタッフ／正社員 当ホテルにて経理業務に従事していただき
ます。○売上金管理○会計ソフトへの入力
○売掛金管理と請求書の発行○小口現金管
理、経費精算○決算業務全般

175,000円～
230,000円

変形（1ヶ月単位）
9時00分～18時00分の間
の7時間

株式会社　第一ホテル
59歳
以下

音更町十勝川温泉南１２丁目１
音更町

一般職員（事務系）Ｒ
４－ＮＪ００５

一般職員が担う管理運営部門における業務
○管理運営部門において、庶務、厚生、経
理、旅費、調達、営繕、情報システム保守
などの管理運営業務を行う。

160,100円～
247,600円

(1)8時30分～17時15分 国立研究開発法人　農業・食品産
業技術総合研究機構 不問
芽室町新生南９－４

芽室町

一般事務補助（ひがし
大雪自然館）

ひがし大雪自然館（ぬかびら源泉郷）の一
般事務補助◯パソコン操作（ワード・エク
セル）での書類作成◯書類の編さん◯電
話・来客者の応対

146,100円～
146,100円

(1)8時30分～17時15分 上士幌町役場

不問
上士幌町字上士幌東３線２３８

上士幌町

調理員／正職員 「生活デイやんがー」において、利用者
様・職員へ提供する食事の用意、片付け等
を行っていただきます。

203,500円～
233,500円

変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～17時30分

株式会社　ピッチ＆パッチ　生活
デイ　やんがー 59歳

以下
幕別町札内北栄町１－１

幕別町

飼料メーカーの事務
（広尾郡広尾町）

飼料会社での事務のお仕事です。・社内シ
ステムによる受発注業務・製品の出荷管
理、配送手配・ＰＣデータ入力、資料作成
・親会社、取引先、公的機関への対応等

164,000円～
292,600円

(1)8時15分～17時00分 ＷＤＢ　株式会社　札幌支店
64歳
以下

札幌市中央区北２条西４丁目１
広尾町

世話人・生活支援員／
正社員

ケアホームにおいて身体障がい、知的障が
い、精神障がい等の方への生活支援業務全
般

211,500円～
241,500円

変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分
(2)9時00分～18時00分
(3)11時00分～20時00分

株式会社　ピッチ＆パッチ　ほく
えい２－１

18歳
～59
歳幕別町札内北栄町２－１

幕別町

◎ 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-  523921 就業場所 11

01040- 8595121 就業場所 11
パートタイム求人

01040- 8534621 就業場所 12

01040- 8553121 就業場所 12

01040- 8559421 就業場所 12

01040- 8587121 就業場所 12

01040- 8593621 就業場所 12

06010-12258221 就業場所 12

01040- 8535921 就業場所 12

01040- 8536121 就業場所 12

01040- 8549521 就業場所 12

01040- 8544121 就業場所 12

01230-12835521 就業場所 12

01041-  522621 就業場所 12

01040- 8594921 就業場所 12

牧場作業員／正社員 （株）十勝高島牧場にて以下の作業に従事
します。・牛舎の清掃・搾乳・乳牛管理 200,000円～

230,000円

(1)6時00分～10時00分
(2)15時00分～19時00分

株式会社　十勝高島牧場

不問
池田町字美加登１２６番地

池田町

介護職員（夜勤専門）
／小規模多機能

小規模多機能型居宅介護施設において、夜
間専門介護のお仕事に従事していただきま
す。利用者の生活全般における支援◯コー
ル対応◯起床介助◯記録◯巡回

910円～960円

変形（1年単位）
(1)16時00分～9時00分

社会福祉法人　元気の里とかち
18歳
以上

音更町ひびき野西町１丁目１
帯広市

野菜の選果作業 請負先にて次の業務に従事して頂きます。
○季節により収穫した野菜の出荷までの作
業○冬期間は保存している野菜の同作業※
一年通じての完全庫内作業です。

149,175円～
150,858円

(1)8時00分～17時00分 Ｃ＆Ｃトラスト有限会社　帯広事
務所 不問
帯広市東１条南１丁目５－４

浦幌町

保育士 保育業務全般。○主に低年齢児の保育に入
ります。 980円～1,200

円

交替制あり
(1)13時00分～17時00分
(2)13時30分～17時30分
(3)14時00分～18時00分

社会福祉法人　慧誠会

不問
帯広市西１３条南１５丁目４

帯広市

ポスティングスタッフ
／パート

以下のポスティング業務に従事していただ
きます。○帯広、芽室、音更、札内エリア
にチラシを配布していただきます。○個人
での行動になります。

1,000円～
1,000円

9時00分～17時00分の間
の4時間程度

株式会社ダッシュ

不問
帯広市西５条南１５丁目３

帯広市

（請）病院施設での窓
口受付

○休日及び夜間の窓口受付○患者受付、電
話受付○事務補助

950円～950円

交替制あり
(1)17時00分～0時00分
(2)0時00分～8時30分
(3)8時30分～17時00分

北海道ビルメンテナンス株式会社
帯広出張所 18歳

以上
帯広市西２条南７丁目１－３　第
２渡辺ビル帯広市

水産担当 当店において、水産部門の調理、鮮度
チェック、品出し、商品整理等を行ってい
ただきます。 989円～989円

交替制あり
(1)6時00分～12時00分
(2)9時30分～14時30分
(3)13時00分～17時00分

イオン北海道株式会社　イオン帯
広店 不問
帯広市西４条南２０丁目１番地

帯広市

株式会社　Ａｎｉｍａｔｏ

不問
音更町木野西通１９丁目２３

音更町

軽食堂スタッフ（帯広
市：ベガスベガス帯広
北店美味しい亭）

☆ベガスベガス帯広北店併設の「美味しい
亭」での簡単な調理・接客・清掃をお任せ
します。・カレー、丼ものなどの簡単な調
理です。

950円～950円

変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～15時00分
(2)10時00分～19時00分
(3)12時00分～18時00分

株式会社　ベガスベガス

不問
山形県山形市香澄町二丁目８

帯広市

65歳
以下

芽室町西士狩北４線５１番地
芽室町

調理補助員／パート ２０～３０名程度の園児に対し、お昼ごは
んやおやつの調理をして頂きます。

950円～950円

8時00分～17時00分の間
の6時間程度

株式会社　Ａｎｉｍａｔｏ

不問
音更町木野西通１９丁目２３

音更町

59歳
以下

札幌市厚別区厚別中央３条２
中札内村

主事（非常勤）／公務
補／北海道中札内高等
養護学校

校舎等営繕、物品修繕、清掃、草刈り、除
雪等の環境整備業務全般 897円～1,119

円

(1)6時30分～12時30分 北海道教育庁　十勝教育局

不問
帯広市東３条南３丁目１番地

中札内村

不問
帯広市東１条南１丁目５－４

浦幌町

牧場作業員 （株）十勝高島牧場にて以下の作業に従事
します。・牛舎の清掃・搾乳・乳牛管理 1,000円～

1,000円

(1)6時00分～10時00分
(2)15時00分～19時00分

株式会社　十勝高島牧場

不問
池田町字美加登１２６番地

池田町

職　　種
就業時間 事業所名・所在地・就業場所

野菜の選果作業 請負先において次の業務に従事していただ
きます○季節により収穫した野菜の出荷ま
での作業○冬期間は保存している野菜の同
作業※一年を通じての完全庫内作業です

1,150円～
1,150円

(1)8時00分～17時00分 Ｃ＆Ｃトラスト有限会社　帯広事
務所

販売員（河西郡中札内
村）４Ｈ

商品販売、陳列、発注業務、本部への諸届
業務、配達業務などを行っていただきま
す。 889円～889円

(1)8時40分～12時40分
(2)16時20分～20時20分

ＤＣＭニコット　株式会社

一般事務スタッフ 当社にて事務作業の業務を行っていただき
ます。・パソコンを使った事務作業・資格
取得試験、講習等申し込み手続き・書類整
理・社会保険手続き・雑務

900円～900円

(1)9時30分～15時30分
9時00分～17時00分の間
の5時間

株式会社　芽室溶接

栄養士／パート ２０～３０名程度の園児に対し、お昼ごは
んやおやつの調理補助をして頂きます。◯
食育活動○栄養管理業務　等

1,000円～
1,000円

8時00分～17時00分の間
の6時間程度


