
フルタイム求人

仕事の内容 賃　金 年　齢
求人番号

01010-21500131 就業場所 11

01010-21527831 就業場所 11

01040- 5926031 就業場所 11

01040- 5946431 就業場所 11

01040- 5949631 就業場所 11

13080-46108231 就業場所 11

13080-46228131 就業場所 11

01040- 5967931 就業場所 11

01040- 5925131 就業場所 11

01040- 5938431 就業場所 11

01040- 5978831 就業場所 11

01041-  300131 就業場所 11

01041-  302831 就業場所 11

01041-  301031 就業場所 11
パートタイム求人

01010-21504531 就業場所 12

01040- 5928231 就業場所 12

製造員／パート フィルムの印刷（グラビア印刷）オペレー
ターの補助を行っていただきます。〇印刷
資材の準備、運搬、洗浄、色合わせ等◎一
部簡単な機械操作があります。

1,000円～
1,000円

(1)8時30分～17時00分 株式会社　サンパックス
59歳
以下

帯広市西１７条南１丁目１４
帯広市

営業事務（帯広市） 事務所内にて、得意先からの問い合わせや
受注の電話応対、パソコンを使っての受発
注入力を行ってもらいます。 950円～980円

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時00分

札幌日置　株式会社
59歳
以下

札幌市中央区北１６条西１５
帯広市

介護職員 認知症高齢者等の日常生活介助、介護
深夜勤務可能な方
（深夜勤務回数は面談の上決定）

159,467円～
164,666円

交替制あり
(1)7時30分～16時15分
(2)10時00分～19時00分

特定非営利活動法人　オーディナ
リーサーヴァンツ 18歳

以上
浦幌町寿町８番地の１

浦幌町

重機オペレーター ○素材生産に伴うブルドーザー、バック
ホーの運転業務（集材業務含む）○現場は
北海道足寄郡陸別町（十勝）及び近隣市町
村です○会社の車による送迎があります。

201,000円～
363,600円

変形（1年単位）
(1)7時30分～16時30分

菊地林業　有限会社

不問
陸別町字陸別原野基線３３３

陸別町

総務事務担当者 総務（会計含む）関係一般事務補佐
○ＰＣへのデータ入力○従業員の勤怠管理
〇給与計算事務○季節従業員の募集に関す
る業務○その他

169,900円～
207,400円

(1)8時00分～17時00分 株式会社　ホクケン

不問
本別町勇足５３番地

本別町

自動車整備士及び自動
車板金塗装工／正社員

当社において自動車の整備士として業務を
行っていただきます。〇車検〇車両点検〇
一般整備　等

160,000円～
235,000円

(1)8時30分～17時00分 有限会社　足利モータース
64歳
以下

幕別町札内共栄町１６３－１９
幕別町

大型ダンプドライバー
／正社員

十勝近郊エリアでの配送（農産物、砂利
等）業務（日帰り） 275,000円～

275,000円

7時00分～17時00分の間
の8時間程度

有限会社　一期商事

不問
幕別町字猿別７１番地１

幕別町

オンラインショップ運
用・商品管理・ＳＮＳ
運用者／正社員

十勝の食を取扱うオンラインショップの運
営管理・企画戦略・商品管理・マーケティ
ング・集客・更新業務

204,200円～
222,000円

(1)9時00分～18時00分 有限会社　木川商店
64歳
以下

幕別町本町１２０番地
幕別町

臨時看護師（宝来こど
も園）

「宝来こども園」で病後児保育の業務○病
後児保育室を利用する、病気やけがの回復
期にある幼児の生活の援助、体調の見守
り、看護が中心となります。

159,861円～
176,143円

(1)9時00分～17時00分 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

一般事務／帯広年金事
務所【特定業務契約職
員】

公的年金業務において、ＰＣ入力、書類確
認・整理、電話・窓口対応等を行う仕事で
す。

156,240円～
156,240円

(1)8時15分～17時15分 日本年金機構

不問
東京都杉並区高井戸西３丁目５

帯広市

土木技術者（ＮＥＸＣ
Ｏ工事経験者）／帯広
市

ＮＥＸＣＯ東日本より発注される施工管理
業務・点検業務の仕事です。 360,000円～

560,000円

(1)9時00分～17時30分 ティーラエンジニアリング株式会
社　技術開発事業本部 64歳

以下
東京都新宿区北新宿１－６

帯広市

医療事務員【地域医療
福祉連携室】／正社員

〇地域の医療機関等との連携、営業活動〇
他医療機関からの紹介患者受付、電子カル
テ登録、セカンドオピニオン外来受診対応
業務等の管理監督など

156,200円～
374,400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) 59歳

以下
帯広市東５条南９丁目２番地

帯広市

医療事務／正社員 医療事務全般に従事していただきます。
○受付窓口の応対、電話対応
○レセプトＰＣ入力、チェック
○会計　等

160,000円～
170,537円

交替制あり
(1)8時30分～17時30分
(2)8時30分～12時00分

帯広耳鼻咽喉科
59歳
以下

帯広市西１条南１２丁目１０
帯広市

（派）食肉加工業務 派遣先での就業です。
食肉カット、袋詰め、軽量補助、真空包
装、箱詰め、箱作り作業。

158,068円～
158,068円

(1)8時30分～17時00分 株式会社　アウトソーシング帯広
サテライト 不問
帯広市大通南９丁目４番地

帯広市

一般事務（帯広市） ＬＰガス・灯油・住設機器の播場に関わる
事務全般〇伝票処理〇書類作成〇電話・来
客応対等

142,800円～
165,200円

(1)8時40分～17時20分 エア・ウォーター・ライフソ
リューション　株式会社 59歳

以下
札幌市中央区北３条西３丁目１

帯広市

営業事務職（帯広市） 事務所内にて、得意先からの問い合わせや
受注の電話応対、パソコンを使っての受発
注入力を行ってもらいます。

180,000円～
250,000円

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

札幌日置　株式会社
59歳
以下

札幌市中央区北１６条西１５
帯広市

5月19日(金)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- 5943831 就業場所 12

01040- 5948331 就業場所 12

01040- 5973331 就業場所 12

13170-19458531 就業場所 12

01040- 5968131 就業場所 12

01041-  298831 就業場所 12
季節求人

01041-   26830 就業場所 30

01041-   27030 就業場所 30

職　　種
就業時間 事業所名・所在地・就業場所

チェンソー作業員 ○チェンソーによる伐倒作業
360,000円～
408,000円

変形（1年単位）
(1)7時30分～16時30分

菊地林業　有限会社

不問
陸別町字陸別原野基線３３３

陸別町

重機オペレーター 〇集材に伴うブルドーザー、バックホーの
運転業務（集材業務含む） 288,000円～

312,000円

変形（1年単位）
(1)7時30分～16時30分

菊地林業　有限会社

不問
陸別町字陸別原野基線３３３

陸別町

介助員 本別町特別養護老人ホーム施設利用者（施
設入所５０人、ショートステイ利用者５
人）の介助、生活支援業務

1,141円～
1,141円

交替制あり
(1)7時30分～16時15分
(2)9時45分～18時30分
(3)8時30分～17時15分

本別町　役場

不問
本別町北２丁目４－１

本別町

（請）施設警備業務 施設警備業務を行って頂きます○巡回業
務、施設ドア窓の施錠・解錠○消灯の確
認、火気の有無の確認○電話応対、文書及
び物品の収受○時間外入退庁者の記録

950円～970円

変形（1ヶ月単位）
(1)17時00分～8時45分
(2)8時45分～8時44分

北勝ビル管財　株式会社
18歳
以上

音更町南鈴蘭北３丁目６番地７
音更町

調理（ガスト　帯広白
樺店）

簡単な調理補助から始めて、調理全般から
洗い場まで担当していただきます〇食事の
盛り付け〇焼き物、揚げ物等の簡単な調理
〇食器洗い、消毒等〇その他付随する業務

920円～920円

(1)8時00分～17時00分
(2)17時00分～21時00分

株式会社　すかいらーくレストラ
ンツ 不問
東京都武蔵野市西久保１－２５

帯広市

実習指導教員（看護
師）

帯広高等看護学院の学生実習指導に従事し
ていただきます。
◯実習指導
◯その他指導に関わる教育業務等

1,260円～
1,534円

(1)8時30分～12時30分 十勝圏複合事務組合

不問
帯広市西２４条北４丁目１番地

帯広市

事務職員／第一いずみ
幼稚園

幼稚園事務全般〇文書作成、保育科管理
（預り保育含む）〇来客、電話応対、ＨＰ
更新〇各種資料作成〇現金出納帳管理

920円～1,000
円

変形（1年単位）
(1)9時00分～16時00分
(2)8時00分～15時00分

学校法人帯広学園

不問
帯広市大通南１２丁目７番地

帯広市

施設管理人（住込み）
／花園福祉センター

◯各室の使用許可申請の受付、許可書の交
付及び管理事務◯施設内外の巡視◯施設内
外の清掃、草刈及び除雪作業◯暖房業務
（機器操作等）ほか

937円～937円

9時00分～22時00分の間
の3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


