
フルタイム求人

仕事の内容 賃　金 年　齢
求人番号

01040-15211711 就業場所 11

01040-15215411 就業場所 11

01040-15221811 就業場所 11

01040-15227611 就業場所 11

01040-15228911 就業場所 11

01040-15232411 就業場所 11

01040-15239811 就業場所 11

01040-15240411 就業場所 11

01040-15241011 就業場所 11

01040-15243611 就業場所 11

01040-15244911 就業場所 11

01040-15248211 就業場所 11

01040-15249511 就業場所 11

01040-15229111 就業場所 11

01040-15235611 就業場所 11

01040-15225011 就業場所 11

01040-15212811 就業場所 11

（派）食品加工業務 ◯主な作業：ラベル貼り、箱詰め、袋詰
め、マシンオペレータ、原料投入、計量業
務となります。

172,800円～
172,800円

変形（1ヶ月単位）
8時00分～22時00分の間
の8時間

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

中札内村

介護職員／正職員 日々の入浴や食事などの介助のほか、それ
ぞれが計画した行事やレクレーションを通
して、ご利用者さまの心身機能の向上を目
指します。

147,200円～
180,800円

変形（1ヶ月単位）
(1)6時30分～15時30分
(2)10時30分～19時30分
(3)8時30分～17時30分

社会福祉法人　鹿追恵愛会　介護
老人保健施設　もみじの里 59歳

以下
鹿追町鹿追北２線８番地３３

鹿追町

インフォメーションス
タッフ（スパ内）／準
職員

◯受付・会計などの接客応対
◯レンタル品・販売品の対応と管理
◯スパ内のご案内・清掃・商品案内と管理
◯その他観光案内、イベント案内、実施

145,000円～
150,000円

変形（1ヶ月単位）
9時00分～21時00分の間
の7時間

十勝川温泉旅館協同組合

不問
音更町十勝川温泉北１４丁目１

音更町

工場内製作・現場取付
／正社員

◯工場：指示書、図面を元に材料切断、溶
接、組み立て、塗装など
◯現場：取付、運搬

200,000円～
230,000円

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時30分

三澤工業株式会社
64歳
以下

音更町木野大通東１２－４
音更町

介護職員／正職員 施設入居者の日常生活の介護業務全般
173,610円～
220,890円

変形（1年単位）
(1)7時00分～16時00分
(2)13時00分～22時00分
(3)22時00分～7時00分

社会福祉法人真宗協会　特別養護
老人ホーム　帯広至心寮 64歳

以下
帯広市西５条南３０丁目１４

帯広市

介護職員 施設入居者の日常生活の介護業務全般
160,120円～
178,460円

交替制あり
(1)9時30分～18時30分
(2)10時00分～19時00分
(3)11時00分～20時00分

社会福祉法人真宗協会　特別養護
老人ホーム　帯広至心寮 不問
帯広市西５条南３０丁目１４

帯広市

事務員／正社員 ○パソコン入力作業
○経理部アシスタント業務
○社内整理、清掃業務
○来客対応（お茶だし等）

170,000円～
280,000円

変形（1年単位）
(1)9時00分～18時00分

株式会社　ディステリア京屋
64歳
以下

帯広市西８条南６丁目７番地
帯広市

福祉事業部スタッフ／
正社員

○福祉用具の提案
○介護リフォームの提案
○モニタリング及び付随業務

170,000円～
250,000円

変形（1年単位）
(1)9時00分～18時00分

株式会社　ディステリア京屋
64歳
以下

帯広市西８条南６丁目７番地
帯広市

（請）公共施設の維持
管理

○施設の保守点検、整備
○処理場運転、管理
○水質管理　等

200,000円～
300,000円

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分
(2)8時30分～8時29分

株式会社　データベース　道東支
社 18歳

以上
帯広市西１２条北５丁目４番地

帯広市

（請）ボイラー運転管
理

○下水処理場のボイラー施設の運転管理
○施設巡回点検　等 180,000円～

250,000円

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分
(2)8時30分～8時29分

株式会社　データベース　道東支
社 18歳

以上
帯広市西１２条北５丁目４番地

帯広市

（請）施設の点検監視 ○施設の点検と記録及び巡視
○施設の運転操作及び監視
○場内清掃　等

160,000円～
200,000円

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分
(2)8時30分～8時29分

株式会社　データベース　道東支
社 18歳

以上
帯広市西１２条北５丁目４番地

帯広市

電気工事士又は見習い
／正社員

◯自家用・一般の電気工事（内線）
◯通信工事
◯消防工事

170,000円～
350,000円

変形（1年単位）
(1)8時00分～18時00分

有限会社　幸誠電設

不問
帯広市東９条南４丁目

帯広市

事務員 ○病院窓口業務（患者様の受付、会計業
務）
○来客対応、電話応対
○医師事務補助業務

145,000円～
160,000円

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

社会医療法人　博愛会　開西病院

不問
帯広市西２３条南２丁目１６

帯広市

事務員／正職員 ○外来・入院、医師事務作業補助業務
○外来・入院　レセプト業務
○施設基準届出・管理業務
○統計・分析業務

156,000円～
206,650円

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

社会医療法人　博愛会　開西病院
44歳
以下

帯広市西２３条南２丁目１６
帯広市

看護師（正・准看護
師）／正社員

○外来患者様に対し問診、注射、採血等
190,000円～
220,000円

(1)8時30分～18時00分
(2)8時30分～19時00分
(3)8時30分～12時00分

いとう内科クリニック
64歳
以下

帯広市西２１条南４丁目３番地
帯広市

（派）機械オペレー
ター

◯小型部品の製造工程で製造機械に部材を
セットやオペレーター業務 162,876円～

162,876円

変形（1ヶ月単位）
(1)8時45分～20時50分
(2)20時45分～8時50分

株式会社　アウトソーシング帯広
サテライト 18歳

以上
帯広市大通南９丁目４番地

帯広市

（派）倉庫内ピッキン
グ・商品管理業務

◯物流倉庫内でのトラックの荷受け
◯ベルトコンベアーで流れてくる商品を配
送商品のバーコードリーダ端末で読み取り
仕分け

177,293円～
177,293円

(1)10時00分～19時00分
(2)21時00分～6時00分

株式会社　アウトソーシング帯広
サテライト 18歳

以上
帯広市大通南９丁目４番地

帯広市

12月21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

01040-15217311 就業場所 11

01040-15218611 就業場所 11

01070- 5164911 就業場所 11

01040-15209311 就業場所 11
パートタイム求人

01040-15205211 就業場所 12

01040-15206511 就業場所 12

01040-15207411 就業場所 12

01040-15208011 就業場所 12

01040-15210111 就業場所 12

01040-15220711 就業場所 12

01040-15226311 就業場所 12

01040-15238711 就業場所 12

01040-15245111 就業場所 12

01040-15246711 就業場所 12

01040-15247811 就業場所 12

01040-15250311 就業場所 12

01040-15236911 就業場所 12

01040-15237111 就業場所 12

01040-15213211 就業場所 12

職　　種
就業時間 事業所名・所在地・就業場所

庶務・一般事務作業 電話応対、来客時の案内、郵便物の回収・
仕分け、外部清掃業者の対応などを想定し
ています。

1,100円～
1,100円

(1)9時00分～16時00分 インターステラテクノロジズ　株
式会社 不問
大樹町字芽武６９０ー４

大樹町

スパスタッフ ◯受付・会計などの接客応対
◯レンタル品・販売品の対応と管理
◯スパ内のご案内・清掃・商品案内と管理 900円～900円

8時30分～21時00分の間
の3時間以上

十勝川温泉旅館協同組合

不問
音更町十勝川温泉北１４丁目１

音更町

木かげのカフェスタッ
フ

○簡単な調理
○レジ対応、接客
○開店準備、閉店清掃 900円～900円

交替制あり
9時00分～21時00分の間
の3時間以上

十勝川温泉旅館協同組合

不問
音更町十勝川温泉北１４丁目１

音更町

駐車場係 ・駐車場整備
・お客様の車の誘導

889円～889円

11時00分～18時00分の間
の5時間程度

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

介護員（夜間専門） 夜間専門で、施設入所者（１０人～２０
人）の日常生活全般の援助業務に従事して
いただきます。

1,157円～
1,157円

変形（1ヶ月単位）
(1)22時00分～7時00分

社会福祉法人真宗協会　特別養護
老人ホーム　帯広至心寮 18歳

以上
帯広市西５条南３０丁目１４

帯広市

介護員（パート） ◯日常生活における食事、入浴、排泄等の
介助及び介護 950円～1,100

円

交替制あり
(1)8時00分～12時00分
(2)8時30分～12時30分
(3)15時00分～19時00分

社会福祉法人真宗協会　特別養護
老人ホーム　帯広至心寮 不問
帯広市西５条南３０丁目１４

帯広市

事務員（短期パート） ○パソコン入力作業
○経理部アシスタント業務

889円～900円

9時00分～18時00分の間
の4時間以上

株式会社　ディステリア京屋

不問
帯広市西８条南６丁目７番地

帯広市

アパレル衣料の接客販
売

◯衣類の接客販売業務
◯商品整理、その他レジ操作、伝票整理等
◯商品出し　等 950円～950円

交替制あり
9時45分～20時00分の間
の6時間以上

株式会社　マックハウス　長崎屋
帯広店 不問
帯広市西４条南１２丁目３

帯広市

看護師（正・准看護
師）

○外来患者様に対し、問診・注射・採血等
1,200円～

1,500円

8時30分～19時00分の間
の4時間以上

いとう内科クリニック
64歳
以下

帯広市西２１条南４丁目３番地
帯広市

事務補助員／パート 〇職員の事務補助（電話応対・書類整理
等）
〇パソコンによる作業等（ワード・エクセ
ル・一太郎等）

900円～1,180
円

(1)8時30分～14時30分 北海道開発局　帯広開発建設部

不問
帯広市西５条南８丁目

帯広市

（請）火葬場管理員 帯広市火葬場の火葬炉等の運転管理業務で
す。
マニュアルに従ってご遺体を焼却いたしま
す。

1,250円～
1,250円

(1)8時30分～17時00分 帯広ビル管理　株式会社

不問
帯広市大通南１５丁目１９

帯広市

生活支援員（１６：０
０～）／パート

○体調不良者の看護
○食事介助
○トイレ介助
○就寝準備

950円～950円

(1)16時00分～21時00分 社会福祉法人真宗協会障害福祉サー
ビス事業共同生活援帯広マイトリー 不問
帯広市大正町４４３番地２６

帯広市

生活支援員（６：３０
～）／パート

○体調不良者の看護
○食事介助
○トイレ介助
○起床準備

950円～950円

(1)6時30分～9時30分 社会福祉法人真宗協会障害福祉サー
ビス事業共同生活援帯広マイトリー 不問
帯広市大正町４４３番地２６

帯広市

世話人（１６：００
～）／パート

○食事準備
○食事介助
○トイレ介助
○就寝準備

950円～950円

(1)16時00分～21時00分 社会福祉法人真宗協会障害福祉サー
ビス事業共同生活援帯広マイトリー 不問
帯広市大正町４４３番地２６

帯広市

世話人（６：３０～）
／パート

○食事準備
○食事介助
○トイレ介助
○起床準備

950円～950円

(1)6時30分～9時30分 社会福祉法人真宗協会障害福祉サー
ビス事業共同生活援帯広マイトリー 不問
帯広市大正町４４３番地２６

帯広市

移動式クレーンオペ
レーター／正社員

○建設現場へクレーンで向かい、建築現場
等の資材を揚重作業を行っていただきま
す。

250,000円～
300,000円

(1)8時00分～17時00分 有限会社　大波クレーン

不問
幕別町札内北栄町３番地１

幕別町

品質管理業務 ◎配合飼料の成分分析
・タンパク質、水分、カルシウム、リン等
の分析
・試験溶液の作成

198,500円～
198,500円

(1)8時15分～17時00分 イタックス株式会社　北海道サ
ポートオフィス 64歳

以下
小樽市手宮１丁目１－１

広尾町

（派）乳製品の検査・
加工・製造業務

○乳製品の検品等の軽作業、乳製品の製造
作業業務
○製造された製品の目視検査・職場内の清
掃、他付随する業務

175,665円～
175,665円

交替制あり
(1)4時00分～12時00分
(2)8時30分～16時30分
(3)14時00分～22時00分

株式会社　アウトソーシング帯広
サテライト 18歳

以上
帯広市大通南９丁目４番地

大樹町

（派）食品製造（和菓
子）

◯食品製造ライン作業、包装梱包作業及び
付帯作業
◯ライン作業：和菓子を製造する
◯商品箱詰め、出荷ダンボール作成

164,640円～
164,640円

(1)9時00分～18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

中札内村


