
フルタイム求人

仕事の内容 賃　金 年　齢
求人番号

01040- 8687521 就業場所 11

01040- 8688421 就業場所 11

01040- 8694221 就業場所 11

01040- 8697321 就業場所 11

01040- 8704121 就業場所 11

01040- 8710321 就業場所 11

01040- 8713121 就業場所 11

01230-13071321 就業場所 11

01040- 8698621 就業場所 11

01040- 8711621 就業場所 11

01250- 3139221 就業場所 11

01040- 8702621 就業場所 11

13010-64176821 就業場所 11

13010-64293021 就業場所 11

01041-  529521 就業場所 11

工事施工管理補助員 ○土木工事の施工管理補助業務を行ってい
ただきます　　
　施工管理全般のお仕事です。

200,000円～
350,000円

(1)8時00分～17時00分 株式会社　野田組
64歳
以下

本別町北３丁目５番地９
本別町,帯広市

【契約】一般事務員／
北海道中川郡

一般事務
・パソコン入力・伝票仕訳業務・運送会社
への配送連絡、手配等・来客対応など

153,000円～
172,000円

(1)8時30分～16時45分 住商アグリビジネス　株式会社

不問
東京都千代田区神田和泉町１

幕別町

製造職（配合肥料の製
造、包装、出荷）／北
海道中川郡

配合肥料の製造、包装、出荷
172,000円～
235,000円

(1)7時45分～16時30分 住商アグリビジネス　株式会社
35歳
以下

東京都千代田区神田和泉町１
幕別町

総合職／正社員 当農協にかかる業務全般に携わっていただ
きます○金融、共済の窓口対応○農畜産物
の受入・販売・窓口対応○生産資材物資の
入庫・販売・窓口対応○庶務全般業務　等

152,500円～
230,100円

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

忠類農業協同組合
40歳
以下

幕別町忠類栄町２５９番地
幕別町

サービスエンジニア
（帯広／地域限定）

酪農施設機械（搾乳機・給餌機等）その他
の酪農関連機械
＊上記の販売・設置・修理・アフターメン
テナンス等。

230,000円～
350,000円

フレックス
(1)9時00分～18時00分

株式会社　コーンズ・エージー
59歳
以下

恵庭市北柏木町３丁目１０４
芽室町

（派）リフトオペレー
ター及び付帯作業

派遣先において次の業務に従事して頂きま
す。〇倉庫内でパレットの移動〇原料の投
入〇製品の移動

235,200円～
235,200円

(1)8時00分～17時00分 株式会社アネックス帯広営業所

不問
帯広市東１条南１丁目１

芽室町

医療事務／正社員 当クリニックでの外来患者の受付、医療事
務、レセプト業務全般に従事していただき
ます。○受付応対、電話応対○診療予約、
調整　等

160,000円～
180,000円

(1)9時00分～18時00分
(2)9時00分～12時30分

木野東クリニック
59歳
以下

音更町木野大通東２丁目１－６
音更町

オフハウス店舗スタッ
フ（帯広市）

洋服やバッグ・インテリアや雑貨・食器
類・子供服やベビー用品・スポーツ・アウ
トドア用品等、生活雑貨を買い取り、メン
テナンス、販売をするお仕事です。

180,700円～
225,350円

変形（1ヶ月単位）
9時15分～20時15分の間
の8時間

株式会社　エコノス
35歳
以下

札幌市白石区北郷４条１３丁目
帯広市

介護士（グループホー
ムくつろぎの家）

１ユニット９名定員の小さなグループホー
ムです。ご利用者様に対する生活全般の介
護サービスを提供します。・移動、食事、
入浴、排せつなど日常生活の介助 など

147,200円～
164,000円

変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分
(2)9時30分～18時30分
(3)13時00分～22時00分

社会福祉法人　幕別真幸協会
18歳
以上

幕別町字依田３７９番地
帯広市

ホテル業務全般／正社
員

ホテル内での業務全般〇経験者優遇〇客室
清掃、フロント、電話対応、コンピュー
ターによる予約管理、ルームサービスの調
理等〇清掃作業はマニュアルあり

200,000円～
222,000円

交替制あり
(1)9時00分～18時00分
(2)15時00分～0時00分
(3)0時00分～9時00分

株式会社　ＮＡＡＮＡ
20歳
以上

帯広市西１２条南１０丁目３
帯広市

調理スタッフ（銀座あ
まくさ　西２条店）正
社員

「銀座あまくさ西２条店」において調理業
務を行っていただきます。◯食材の仕込
み、及び調理、盛り付け作業、他付随する
業務

180,000円～
342,000円

交替制あり
(1)14時00分～23時00分
(2)15時00分～0時00分

株式会社　エイムカンパニー
20歳
以上

帯広市大通南９丁目１０番地１
帯広市

乳製品の製造／正社員 乳製品（牛乳・ヨーグルト・アイスクリー
ム等）の製造業務に従事していただきま
す。

200,000円～
250,000円

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分
8時00分～20時00分の間
の8時間程度

有限会社　十勝ミルキー

不問
帯広市西５条南３４丁目１２

帯広市

マッシュルームの収
穫・出荷作業・配送業
務

◯収穫作業～菌床に生えているマッシュ
ルームを手でもぎ、はさみで石突を切り、
パックやコンテナに入れます◯出荷作業◯
配送業務

181,125円～
181,125円

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

農業法人　鎌田きのこ株式会社

不問
帯広市川西町基線５０番地１０

帯広市

（請）設備点検 請負先において各種設備等日常点検業務に
従事して頂きます。・中央管制室でのモニ
ターチェック・検針業務・館内巡回・小規
模修繕

172,800円～
172,800円

交替制あり
(1)8時30分～17時15分
(2)17時15分～8時30分

太平ビルサービス株式会社　帯広
営業所 18歳

以上
帯広市西３条南９丁目２３番地

帯広市

（請）常駐警備員 請負先において常駐警備業務に従事して頂
きます。◯巡回◯受付◯立哨◯駐車場管理 155,520円～

155,520円

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分
(2)17時00分～8時00分
(3)17時00分～0時00分

太平ビルサービス株式会社　帯広
営業所 18歳

以上
帯広市西３条南９丁目２３番地

帯広市

6月30日(木)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）



パートタイム求人

仕事の内容 賃　金 年　齢
求人番号

01040- 8689321 就業場所 12

01040- 8690121 就業場所 12

01040- 8691021 就業場所 12

01040- 8692721 就業場所 12

01040- 8693821 就業場所 12

01040- 8705021 就業場所 12

01040- 8706721 就業場所 12

01040- 8707821 就業場所 12

01040- 8708221 就業場所 12

01040- 8686221 就業場所 12

職　　種
就業時間 事業所名・所在地・就業場所

（請）日常清掃員 委託先において次の業務に従事して頂きま
す。
○工場内及び事務室内の日常清掃 890円～890円

(1)8時00分～15時00分 太平ビルサービス株式会社　帯広
営業所 不問
帯広市西３条南９丁目２３番地

芽室町

看護助手 当クリニックにおいて診療に関する補助業
務に従事していただきます○診療補助、検
査・看護補助○受付業務、カルテ整理、検
査データ整理○清掃　など

900円～1,000
円

交替制あり
(1)8時20分～11時45分
(2)8時20分～12時00分
(3)8時20分～11時15分

音更役場前クリニック

不問
音更町大通８丁目４番地

音更町

正・准看護師 当クリニックにおいて外来看護業務に従事
していただきます◯内科の外来看護師業務
全般◯診察補助、採血、点滴　など◯受
付、事務補助　等

1,400円～
1,600円

交替制あり
(1)8時20分～11時45分
(2)8時20分～12時00分
(3)8時20分～11時15分

音更役場前クリニック

不問
音更町大通８丁目４番地

音更町

事務補佐員（経理課） ・システム入力、伝票作成、伝票整理等・
購入物品の受け取り、検収・案内等窓口業
務

900円～1,070
円

(1)9時00分～16時00分 国立大学法人　北海道国立大学機
構（本部） 不問
帯広市稲田町西２線１１番地

帯広市

営繕職員 営繕職員として業務に従事していただきま
す。・庭の手入れ、電球交換等、施設内外
の設備管理及び営繕作業・浴室各種清掃業
務・除雪業務

890円～890円

9時00分～17時00分の間
の4時間程度

株式会社 萌福祉サービス
64歳
以下

帯広市東１０条南５丁目１番１
帯広市

早朝食品製造スタッフ
／パート

カレー工場にて、早朝時間の食品製造業務
を行っていただきます。〇カレールーの調
理〇出来上がったカレールーを寸胴鍋に入
れ、各店舗毎への仕分け　等

930円～930円

交替制あり
(1)4時00分～8時00分
3時00分～7時00分の間の
3時間程度

株式会社　藤森商会 18歳
～59
歳帯広市西２条南１１丁目８

帯広市

食品製造スタッフ／
パート

カレー工場での食品製造業務を行っていた
だきます。〇野菜・肉等の下処理〇カレー
ルーの調理〇出来上がったカレールーを寸
胴鍋に入れ、各店舗毎への仕分け　等

930円～930円

交替制あり
(1)9時00分～14時30分

株式会社　藤森商会
59歳
以下

帯広市西２条南１１丁目８
帯広市

洗い場係 店舗内での洗い場を担当して頂きます。
〇どんぶり等の食器洗い○片付け　等

890円～890円

交替制あり
(1)11時00分～15時00分

有限会社　豚丼のぱんちょう

不問
帯広市西１条南１１丁目１９

帯広市

（請）施設管理（土日
祝日勤務）／パート

病院の土日祝日の電話応対、内外部見回り
点検を含めた管理業務です。 900円～1,142

円

(1)8時45分～16時45分
(2)12時30分～17時00分

株式会社　ｄｅｌｉｇｈｔｓ

不問
帯広市東３条南１９丁目６番地

帯広市

（請）清掃員／パート 病院内管理棟部分の清掃業務です

900円～950円

(1)12時00分～16時00分 株式会社　ｄｅｌｉｇｈｔｓ

不問
帯広市東３条南１９丁目６番地

帯広市


