
フルタイム求人

仕事の内容 賃　金 年　齢
求人番号

01010-25920721 就業場所 11

01010-25925321 就業場所 11

01040- 8611521 就業場所 11

01040- 8618721 就業場所 11

01040- 8619821 就業場所 11

01040- 8631621 就業場所 11

01040- 8622621 就業場所 11

01040- 8628221 就業場所 11

01040- 8630321 就業場所 11

01040- 8606621 就業場所 11

01040- 8616121 就業場所 11

01040- 8627821 就業場所 11

01041-  524121 就業場所 11
パートタイム求人

01010-25994921 就業場所 12

01040- 8615921 就業場所 12

01040- 8620421 就業場所 12

6月27日(月)発行

職　　種
就業時間 事業所名・所在地・就業場所

調理スタッフ（帯広
市）

《９月オープン予定》幌加内製麺の天ぷら
や丼、盛り付けなど簡単な調理業務全般で
す。製麺（そば打ち）はありません。

210,000円～
240,000円

8時30分～21時45分の間
の8時間

有限会社　ＦＩＮＥ　ＭＩＬＬＩ
ＯＮ（幌加内製麺） 不問
札幌市西区発寒８条１２丁目１

帯広市

総合職（土木技術者／
帯広・釧路）

◇建設現場における土木施工管理業務に従
事して頂きます。 245,025円～

458,040円

(1)8時00分～17時00分 株式会社　メイジン　札幌支店
59歳
以下

札幌市中央区北４条西５丁目１
帯広市,釧路市

配送業務他 当社食材センターにおいて、配送業務に従
事して頂きます。◯食材の配送（下宿、ホ
テル、介護施設）◯帯広地方卸売市場での
仕入、買付

200,000円～
200,000円

変形（1ヶ月単位）
(1)5時00分～14時00分

株式会社　アルム

不問
帯広市清流西２丁目１９番２

帯広市

ルート配送スタッフ／
契約社員

◇十勝管内の飲食店にコーヒーや業務用食
品の配送と商品案内を行っていただきま
す。・商品のピッキング・集金・商品案内

160,000円～
200,000円

(1)9時00分～18時00分 美鈴コーヒー株式会社　帯広支店

不問
帯広市東２条南１丁目１番地

帯広市

（派）生産関連事務及
び製品の試作作業（帯
広市西２５条）

○自動車部品の試作作業○ＰＣでは在庫管
理、発注業務（既存部品や特注部品もあり
部署内や営業部、取引業者とのメールや電
話でのコミュニケーションが必要）

170,500円～
170,500円

(1)8時30分～17時00分 株式会社テクノ・サービス　帯広
営業所 不問
帯広市西４条北１丁目１２－２

帯広市

送迎ドライバー及び指
導員

当事業所において次の業務に従事して頂き
ます。◯当社に通う障がい者の方々に対す
る指導、利用者と共に行う清掃業務等◯利
用者の送迎、その他雑務

160,000円～
230,000円

交替制あり
(1)7時00分～16時00分
(2)10時00分～19時00分

合同会社　１５１枝

不問
帯広市東９条南１０丁目７番地

帯広市

保育教諭（保育士及び
幼稚園教諭／７時間４
５分勤務）

士幌町認定こども園で保育業務全般を行っ
ていただきます。◯０歳（６ヶ月）～５歳
児で概ね１３０名程度の幼児を３０名程度
の保育教諭（保育士）で保育します。

163,100円～
163,100円

交替制あり
7時30分～18時30分の間
の7時間程度

士幌町役場

不問
士幌町字士幌２２５番地

士幌町

（派）品質管理・検査
業務（音更町）

派遣先にて以下の業務に従事していただき
ます。○品質管理・検査業務（細菌・分析
検査、器具洗浄、所内清掃、ＰＣ操作、資
料整理、サンプリング運搬等）

184,800円～
184,800円

(1)9時00分～17時00分 株式会社テクノ・サービス　帯広
営業所 不問
帯広市西４条北１丁目１２－２

音更町

医療事務（清水町）／
正社員

「ナカジマ薬局清水店」で医療事務業務全
般に従事していただきます。○調剤業務補
助○レセプト請求業務○医療部外品の接
客・販売等

151,000円～
191,000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

株式会社　ナカジマ薬局
59歳
以下

帯広市西７条南７丁目２－６
清水町

保育教諭（保育士／７
時間３０分勤務）

士幌町認定こども園で保育業務全般を行っ
ていただきます。◯０歳（６ヶ月）～５歳
児で概ね１３０名程度の幼児を３０名程度
の保育教諭（保育士）で保育します。

154,935円～
157,838円

(1)8時30分～17時00分 士幌町役場

不問
士幌町字士幌２２５番地

士幌町

（請）下水道施設の維
持管理業務

下水道施設の維持管理業務全般を行ってい
ただきます。○施設の点検○水質検査の補
助○清掃、草刈等

180,000円～
250,000円

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

株式会社　データベース　道東支
社 不問
帯広市西１２条北５丁目４番地

足寄町

大型ユニック・トレー
ラー・大型ダンプ運転
手／正社員

○コンクリート２次製品（コンクリート
柱、橋げた等）を十勝管内他釧路、栗山町
等に運搬○農産品を十勝管内に運搬○ダン
プによる砂利等の運搬

221,000円～
221,000円

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

札内トラック有限会社
59歳
以下

幕別町札内桜町９８－６
幕別町

接客補助・給仕補助
（帯広市）

花いち都屋カフェにおける
・接客及び給仕の補助・その他付随業務 1,000円～

1,000円

(1)10時00分～17時00分
10時00分～18時00分の間
の6時間程度

株式会社　都屋

不問
札幌市中央区南３条西１丁目３

帯広市

廃棄物収集運搬運転手 ○浦幌町内の事業所から出た廃棄物を収集
し、帯広市にある処分場へ運搬○浦幌町が
指定した場所に集積された資源ごみを回収
し、指定された場所へ運搬　など

230,000円～
230,000円

(1)8時00分～17時00分
(2)7時00分～16時00分

株式会社　サクシン
69歳
以下

浦幌町字住吉町６３番地１７
浦幌町

事務職員（総務課） 総務課で主として以下の業務を担当してい
ただきます。◯職員の有給休暇取得管理◯
職員の残業時間管理◯郵便物管理◯職員健
康診断の運営補助◯医局秘書補助　など

889円～1,165
円

(1)8時30分～16時30分
(2)8時30分～12時00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） 不問
帯広市東５条南９丁目２番地

帯広市

児童デイサービス　送
迎ドライバー

未来ある子どもの送迎をするドライバーさ
ん募集！主に保育所、幼稚園、学校、ご自
宅、当施設間を８人乗りの乗用車で送迎し
ていただくお仕事です

900円～1,070
円

(1)11時30分～18時30分 株式会社　花
74歳
以下

帯広市西１６条南５丁目１９番
帯広市

◎ 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- 8629521 就業場所 12

15070- 7648821 就業場所 12

15070- 7650621 就業場所 12

01040- 8617021 就業場所 12

不問
新潟県新潟市南区清水４５０１

帯広市

グローサリー係（西１
２条）

フクハラ西１２条店にてグローサリー業務
を担当していただきます○商品の陳列業務
○商品の発注○商品の日付管理等 890円～890円

交替制あり
(1)8時00分～12時00分

株式会社　福原

不問
帯広市西２２条北１丁目１３

帯広市

不問
芽室町東芽室南２線１６番地２

芽室町

自転車対応商品アドバ
イザー（コメリパワー
音更店）

自転車用品売場の担当：自転車の機構知識
や安全整備技術を基にお客様の自転車、用
品選びへの提案、接客対応、組立、パーツ
取付・交換、修理対応

1,086円～
1,186円

6時45分～20時15分の間
の4時間程度

株式会社コメリ　新潟ストアサ
ポートセンター 不問
新潟県新潟市南区清水４５０１

音更町

職　　種
就業時間 事業所名・所在地・就業場所

運転手 朝・夕　利用者の送迎運転業務です。
◯方面は帯広市内、芽室町内になります。
◯バス車内・車外の清掃

1,200円～
1,200円

(1)8時00分～10時00分
(2)15時30分～17時30分

社会医療法人社団　　三草会　介
護老人保健施設　りらく

自転車対応商品アドバ
イザー（コメリパワー
帯広南店）

自転車用品売場の担当：自転車の機構知識
や安全整備技術を基にお客様の自転車、用
品選びへの提案、接客対応、組立、パーツ
取付・交換、修理対応

1,086円～
1,186円

6時45分～20時15分の間
の4時間程度

株式会社コメリ　新潟ストアサ
ポートセンター


