
フルタイム求人

仕事の内容 賃　金 年　齢
求人番号

01010-32571811 就業場所 11

01010-32576311 就業場所 11

01010-32488611 就業場所 11

01040-10912211 就業場所 11

01040-10917611 就業場所 11

01040-10926911 就業場所 11

01040-10928711 就業場所 11

01040-10931011 就業場所 11

01040-10954211 就業場所 11

01040-10959611 就業場所 11

01040-10963411 就業場所 11

01040-10920211 就業場所 11

01040-10942911 就業場所 11

01040-10908611 就業場所 11

乗務員／正社員 タクシー兼貸切バス乗務員業務

250,000円～
250,000円

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～18時00分
(2)7時00分～23時00分

上士幌タクシー　有限会社
21歳
以上

上士幌町字上士幌東２線２３８

上士幌町

支援員（ぬくもりハウ
ス）／正社員

○食事提供・入浴介助・トイレ介助
○相談援助　等 160,000円～

220,000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)12時30分～21時30分

一般社団法人　ウォームす
64歳
以下

帯広市西１２条南１７丁目３

音更町

建築板金／正社員 ◎金属板を加工して屋根材・雨ドイなどの
屋根工事や、外壁・防水工事・ステンレス
工事等を施工する仕事です。

160,000円～
220,000円

(1)8時00分～17時00分
(2)8時00分～15時00分

有限会社高島板金工業
35歳
以下

音更町南鈴蘭北３丁目１

音更町

工場作業員（配送業
務）／正社員

○商品発送
○配達準備と配達
○在庫管理
○日報の作成（手書き）

165,000円～
255,000円

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

株式会社　エルパソ
44歳
以下

幕別町忠類中当４５番地１

帯広市

一般事務／正社員 ○納品書、請求書等の整理とパソコン入力
○パソコン入力による文書作成
○電話応対
○来客対応

175,000円～
195,000円

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

鉄建相互　株式会社
44歳
以下

帯広市東１条南２３丁目８番地

帯広市

総務・庶務事務員（ア
ルバイト）

○総務業務補助
○庶務業務補助
○清掃業務　他

141,840円～
189,120円

(1)8時00分～17時00分 ＴＹＧエネル　株式会社

不問
帯広市西１９条南５丁目７－４

帯広市

不動産売買の営業／正
社員

◯物件査定・買取査定
◯物件の案内・物件の仲介
◯契約書等作成
◯ローン・税金等の相談

180,000円～
270,000円

(1)9時00分～18時00分 株式会社ネクストワン
64歳
以下

帯広市西１１条南１３丁目３番

帯広市

現場管理者／正社員 「いかすハウス」において一般住宅、店
舗、共同住宅等の新築・リノベーション工
事を担当していただきます。

230,000円～
400,000円

(1)8時30分～17時30分 株式会社ネクストワン
64歳
以下

帯広市西１１条南１３丁目３番

帯広市

一般事務／正社員 ○経理関係の書類作成及び書類整理
○来客応対及び電話応対 161,000円～

300,000円

(1)8時30分～17時30分 高堂建設株式会社
44歳
以下

帯広市東１条南１６丁目１５

帯広市

飲食店スタッフ（店長
候補）／正社員

◎接客業務（注文・サーブ・会計）
◎調理業務
◎材料の在庫管理、発注業務
◎アルバイトの社員教育

250,000円～
250,000円

交替制あり
10時00分～23時00分の間
の8時間程度

株式会社　イーク
62歳
以下

帯広市新町東１２丁目１７番地

帯広市

事務／正社員 電話や来店されたお客様への契約手続きや
変更手続き等の対応、申込書作成や営業サ
ポートが主たる業務内容となります。

154,000円～
168,000円

(1)9時00分～18時00分 株式会社　東京海上日動パート
ナーズ北海道　帯広支店 59歳

以下
帯広市大通南１０丁目１８

帯広市

法務局での事務スタッ
フ（帯広市）

・窓口：申請書受付、証明書交付
・作製事務：専用端末等による登記証明書
の作製　等

140,709円～
140,709円

(1)8時30分～17時15分 キャリアバンク　株式会社

不問
札幌市中央区北５条西５丁目７

帯広市

建築技術者 マンション・テナントビル等のＳＲＣ、Ｒ
Ｃ、Ｓ造等の施工管理業務。 276,000円～

602,000円

(1)8時00分～17時00分
(2)8時30分～17時30分

株式会社　東建工営　札幌支社
61歳
以下

札幌市中央区北３条西１丁目１

札幌市,旭川市,帯広市

土木技術者及び見習い 諸官公庁発注の道路、河川、砂防、ダム、
空港、鉄道、港湾橋梁等の施工管理業務及
び積算、調査等の現場技術業務現場管理業
務。

250,000円～
700,000円

(1)8時00分～17時00分
(2)8時30分～17時30分

株式会社　東建工営　札幌支社 18歳
～61
歳札幌市中央区北３条西１丁目

札幌市,旭川市,帯広市

9月13日(月)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

01040-10949011 就業場所 11

01040-10972011 就業場所 11

01040-10934911 就業場所 11
パートタイム求人

01010-32493511 就業場所 12

01040-10918911 就業場所 12

01040-10948411 就業場所 12

01040-10953811 就業場所

12

01040-10969711 就業場所 12

01040-10971411 就業場所 12

01040-10919111 就業場所 12

01040-10952711 就業場所 12

01040-10915011 就業場所 12

職　　種
就業時間 事業所名・所在地・就業場所

介護支援専門員 介護支援専門員としてケアプランの作成を
して頂きます。 900円～

1,500円

9時00分～18時00分の間
の4時間以上

合同会社　おうち介護

不問
幕別町札内青葉町４番地

幕別町

調剤薬局医療事務 ○来店者の受付対応、電話対応
○処方入力、レセプト請求、レジ会計
○伝表処理、店内清掃、備品及び消耗品管
理

900円～
1,000円

(1)9時00分～13時00分 株式会社　マーブル薬局

不問
大樹町字大樹６番地３２

大樹町

介護アシスタント ○食堂や居室などの「清掃業務」
○ベッドメイキングなど
○食器洗いや食事後のテーブル拭きや後片
付け

890円～
890円

8時30分～17時30分の間
の2時間以上

社会福祉法人手稲ロータス会　老
人保健施設あんじゅ音更 不問
音更町中鈴蘭元町２

音更町

ホール・調理補助ス
タッフ／パート

豚丼店における調理補助、ホールでの仕事
を行っていただきます。 889円～

911円

11時00分～18時00分の間
の3時間以上

株式会社　吉祥（ぶた丼のとん
田） 不問
帯広市東１０条南１７丁目２

帯広市

ＷＥＢアシスタントス
タッフ（アルバイト）

ＳＮＳの更新やオンライン注文対応など、
接客なしの仕事です。 889円～

1,000円

(1)10時00分～17時00分
(2)10時00分～18時00分

株式会社　藤丸

不問
帯広市西２条南８丁目１番地

帯広市

保育補助 子どものお世話等の保育事業を担当してい
ただきます。

900円～
1,100円

交替制あり
(1)8時00分～12時00分
(2)9時00分～13時00分
(3)14時00分～18時00分
8時00分～18時00分の間
の4時間程度

合同会社　シュガーハート
　しゅがーはーと保育園 不問
帯広市西３条南１１丁目

帯広市

看護師 当クリニック看護業務に従事していただき
ます。 1,400円～

1,400円

8時30分～17時00分の間
の4時間程度

医療法人社団　大正クリニック

不問
帯広市大正本町２８３番地３

帯広市

事務補助員（帯広市図
書館）

○図書貸出及び返却（パソコン操作あり）
○図書館サービスに係る業務全般（図書運
搬などの中等度の作業あり）

913円～
913円

(1)8時45分～10時45分
(2)8時45分～17時30分

帯広市役所

不問
帯広市西５条南７丁目１

帯広市

法務局での事務スタッ
フ（帯広市）

・窓口：申請書受付、証明書交付
・作製事務：専用端末等による登記証明書
の作製　等

890円～
890円

交替制あり
(1)8時30分～13時00分
12時45分～17時15分の間
の4時間程度

キャリアバンク　株式会社

不問
札幌市中央区北５条西５丁目７

帯広市

医療事務／正社員 〇受付
〇会計
〇電子カルテ入力（専用ソフト使用）
〇医療業務補助等

165,000円～
185,000円

(1)8時30分～17時30分
(2)8時30分～12時00分

医療法人社団　景山医院
44歳
以下

幕別町錦町１１７番地

幕別町

一般事務／正社員 ○電話受注
○伝票発行
○パソコン入力
○ミニショップレジ対応等

162,000円～
182,000円

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時00分

有限会社　長岡食品

不問
芽室町東６条２丁目３

芽室町

牛のお世話業務／正社
員

○搾乳
○牛床管理
○給餌　　　など

210,000円～
250,000円

交替制あり
(1)4時00分～12時00分
(2)4時00分～8時00分
(3)15時00分～19時00分

株式会社おぎミルクファーム

不問
芽室町上美生２線８番地

芽室町


