
フルタイム求人

仕事の内容 賃　金 年　齢
求人番号

01040- 8664321 就業場所 11

01040- 8665621 就業場所 11

01040- 8666921 就業場所 11

01040- 8668021 就業場所 11

01040- 8674921 就業場所 11

01040- 8676021 就業場所 11

01040- 8678821 就業場所 11

01090- 6499521 就業場所 11

01040- 8660821 就業場所 11

01040- 8670521 就業場所 11

01040- 8657621 就業場所 11

01041-  526721 就業場所 11

01041-  527821 就業場所 11
パートタイム求人

01040- 8656321 就業場所 12

01040- 8667121 就業場所 12

01040- 8675121 就業場所 12

客室清掃スタッフ／
パート

各室内の清掃及び備品の交換、消耗品の補
充等整理整頓の業務○客室、室内トイレ、
浴室等の清掃○アメニティの補充、使用済
みのリネンの　交換・回収　等

890円～920円

交替制あり
(1)9時30分～15時00分

ブリーズベイオペレーシヨン２号株
式会社 ホテルグランテラス帯広 59歳

以下
帯広市西１条南１１丁目２番地

帯広市

小規模特養の入浴介助
員（コムニの里みど
りヶ丘）／パート

○小規模特養（２９床）です。○ユニット
型で１ユニット１０人です。○入浴介助業
務のみ 890円～950円

(1)9時00分～12時00分
(2)13時00分～16時00分

社会福祉法人　博愛会

不問
更別村字更別南３線９５番地６

帯広市

配送員 洗剤、漂白剤、ハンガー、ポリ袋製品（ク
リーニング袋等）等の配送のお仕事です。 1,000円～

1,000円

(1)9時00分～15時00分
(2)9時00分～12時00分

株式会社　タナカ

不問
帯広市西８条南４丁目７番地

帯広市

生コンクリート試験員
／正社員

生コンクリート製造に関する仕事に携わっ
てもらいます。会社や作業現場で、生コン
クリートが必要な規格になっているか確認
の検査をしてもらいます。

200,000円～
220,000円

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分
9時00分～16時00分の間
の7時間程度

本別コンクリート工業株式会社
64歳
以下

本別町坂下町１８番地１
本別町

生コンクリート試験
員、ミキサー車運転手
／正社員

コンクリートミキサー車運転手：主に現場
へ生コンクリートを運搬してもらいます。
そこで、型枠やポンプ車にシュートから流
し込んでもらいます。

200,000円～
220,000円

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分
9時00分～16時00分の間
の7時間程度

本別コンクリート工業株式会社
64歳
以下

本別町坂下町１８番地１
本別町

看護師／正職員 更別村国民健康保険診療所での外来及び入
院診療に従事していただきます。〈看護業
務全般〉◯外来患者及び入院患者に対する
看護業務◯その他

160,100円～
364,200円

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時15分
(2)16時00分～9時00分

更別村役場 18歳
～45
歳更別村字更別南１線９３番地

更別村

臨時保育補助（鈴蘭保
育園）

「鈴蘭保育園」で保育の業務に従事してい
ただきます。◯乳幼児の園児の生活の援
助、遊びを共に楽しんで頂くお仕事です。
◯掃除も多少お願いするかもしれません。

138,180円～
142,590円

9時00分～17時00分の間
の7時間程度

社会福祉法人　大谷菩提樹会

不問
音更町木野東通４丁目２番地１

音更町

フロント業務／正社員 当ホテルのフロントにて、お客様の対応を
主としたホテル業務全般を行っていただき
ます。◯お客様のチェックイン・アウト、
宿泊案内◯レジの清算業務◯電話応対など

177,000円～
195,000円

変形（1ヶ月単位）
7時00分～21時00分の間
の7時間程度

株式会社　大平原観光ホテル（ホ
テル大平原） 59歳

以下
音更町十勝川温泉南１５丁目１

音更町

正／計画書作成担当者
（帯広緑が丘）

◎当社有料老人ホーム内における計画書作
成業務等を担当していただきます〇アセス
メント・モニタリング実施及び管理〇医療
機関、その他関係機関との連携　など

220,860円～
220,860円

(1)9時00分～18時00分 株式会社　ニチイ学館　釧路支店
59歳
以下

釧路市北大通１２丁目１番地４
帯広市

Ｗｅｂ事業部／正社員 ・通販サイトの運営（営業、発注、発送業
務、ｅｔｃ）・広告媒体の運営（編集業
務、ｅｔｃ）・店舗販促媒体の作成（メ
ニュー表、ＰＯＰ、看板作成、ｅｔｃ）等

180,000円～
350,000円

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

株式会社　エイムカンパニー

不問
帯広市大通南９丁目１０番地１

帯広市

調理師／正社員 ホテル内での調理業務全般に従事していた
だきます。◯朝食◯ランチ◯宴会 185,000円～

210,000円

変形（1ヶ月単位）
(1)6時00分～14時30分
(2)9時00分～18時00分

ブリーズベイオペレーシヨン２号株
式会社 ホテルグランテラス帯広 59歳

以下
帯広市西１条南１１丁目２番地

帯広市

看護師（正・准）／正
社員

内科・循環器クリニックにおいて外来業務
および訪問看護等を行っていただきます◯
点滴、注射、処置、採血、検査介助、血圧
測定、レントゲン介助、心電図の実施　等

216,000円～
294,000円

(1)8時45分～19時00分
(2)8時45分～18時00分
(3)8時45分～13時00分

医療法人社団 慈弘会 内科・循環器
ハートサウンズもりクリニック 59歳

以下
帯広市西１８条南３丁目１番

帯広市

事務職（総務課・人
事）／正社員

能力・経験を踏まえながら下記の業務を中
心に担当いただきます○人事（職員の入退
職管理、定期昇給、昇格、求人募集、採用
面接、辞令交付等）○部署間調整業務　等

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） 35歳

以下
帯広市東５条南９丁目２番地

帯広市

小規模特養　准看護師
（コムニの里みどりヶ
丘）／正職員

○小規模特養の医務室に籍を置いて、入居
者様２９名と職員の健康管理をする○褥
瘡・栄養ケアアセスメント、日常生活機能
維持等多職種と連携し、対応する。など

155,000円～
236,000円

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

社会福祉法人　博愛会
64歳
以下

更別村字更別南３線９５番地６
帯広市

小規模特養　正看護師
（コムニの里みどりヶ
丘）／正職員

○小規模特養の医務室に籍を置いて、入居
者様２９名と職員の健康管理をする○褥
瘡・栄養ケアアセスメント、日常生活機能
維持等多職種と連携し、対応する。など

174,200円～
261,200円

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

社会福祉法人　博愛会
64歳
以下

更別村字更別南３線９５番地６
帯広市

配送及び営業／正社員 ○トラック（２トン）による配送（ルート
配送／社用車使用）○お取引先様への営業
（食肉販売）○商品の荷受○売上、仕入
データ入力○営業所内外の清掃

200,000円～
250,000円

変形（1年単位）
(1)7時00分～17時00分

株式会社　田村精肉店　帯広営業
所 59歳

以下
帯広市西２２条北１丁目１番２

帯広市

6月28日(火)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

01040- 8677721 就業場所 12

27010-32995421 就業場所 12

01040- 8661221 就業場所 12

01040- 8669721 就業場所 12

01040- 8671421 就業場所 12

01041-  528221 就業場所 12

職　　種
就業時間 事業所名・所在地・就業場所

運転手兼清掃要員 ○旅館車両運転（普通自動車、ハイラック
ス）○荷物の運搬（ゴミの廃棄）○旅館内
清掃（確執・風呂・トイレなど）○旅館庭
清掃

920円～920円

(1)9時00分～17時00分 株式会社　グリーンフィールド

不問
足寄町芽登２９７９番地

足寄町

２．調査研究補助 ほ場作業（種まき、収穫などの農作業）室
内分析調査、データ処理など・豆類畑作グ
ループ（小菜畑作）

897円～1,119
円

(1)8時45分～15時45分 地方独立行政法人北海道立総合研究
機構農業研究本部　十勝農業試験場 不問
芽室町新生南９線２番地

芽室町

１．調査研究補助 ほ場作業（種まき、収穫などの農作業）室
内分析調査、データ処理など・豆類畑作グ
ループ（大豆）

897円～1,119
円

(1)8時45分～15時45分 地方独立行政法人北海道立総合研究
機構農業研究本部　十勝農業試験場 不問
芽室町新生南９線２番地

芽室町

清掃係 当ホテルにおいて、次の業務に従事してい
ただきます。〇客室ベッドメイク、客室清
掃業務〇館内のパブリックスペースの清掃
業務　等

890円～890円

交替制あり
(1)8時45分～14時45分

株式会社　大平原観光ホテル（ホ
テル大平原） 不問
音更町十勝川温泉南１５丁目１

音更町

１００円ショップ販売
員・短期レジ

１００円ショップでの販売業務・レジ業務
を担当（１００均レジは操作簡単、レジ未
経験者・レジ入門者にも最適）※Ｗａｔｔ
ｓ帯広みなみ野ダイイチ店での勤務

950円～950円

(1)16時00分～21時15分 株式会社　ワッツ東日本販売

不問
大阪府大阪市中央区城見１丁目

帯広市

調理師又は調理補助 ホテル内でランチの調理業務全般に従事し
ていただきます。○調理○料理の盛り付け
○洗い物　等

900円～1,000
円

変形（1ヶ月単位）
(1)10時00分～14時00分

ブリーズベイオペレーシヨン２号株
式会社 ホテルグランテラス帯広 不問
帯広市西１条南１１丁目２番地

帯広市


