
仕事の内容 賃　金 年　齢
求人番号

01041-  939911 就業場所 11

01041-  930111 就業場所 11

01041-  910011 就業場所 11

01090-10394311 就業場所 11

01230-20030811 就業場所 11

01041-  877611 就業場所 11

01041-  881511 就業場所 11

01041-  847211 就業場所 11

01041-  841311 就業場所 11

01040-12165011 就業場所 11

01041-  940711 就業場所 11

01041-  941811 就業場所 11

01041-  919411 就業場所 11

26020-22373811 就業場所 11

01041-  920611 就業場所 11

01041-  888711 就業場所 11

01041-  892311 就業場所
11

令和3年11月25日(木)発行

職　　種
就業時間 事業所名・所在地・就業場所

土木技術者　現場代理
人

土木工事（官庁発注、下請け及び民間）現
場の、管理運営を行う仕事です。 220,000円～

390,000円

(1)8時00分～17時30分 株式会社千田建設工業
59歳
以下

本別町新町２４－６
本別町

牛の飼育管理全般 ・餌やり
・牛の寝床の掃除
・子牛のミルクやり
・親牛の発情発見

230,000円～
280,000円

(1)6時00分～17時00分 上田牧場

不問
本別町西勇足７５

本別町

正／医療事務員（本
別）（請）

◎医療事務全般の仕事です
139,730円～

147,580円

(1)8時30分～17時15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
明治安田本別町

税務監査業務／正社員 ○一般的な会計事務所・税理士事務所の事
務となります。
○ワード、エクセル操作可能な方

155,000円～
250,000円

(1)8時30分～17時30分 砂原政広税理士事務所　砂原
政広 59歳

以下
本別町北３丁目４－４

本別町

嘱託職員／製材工 ○木材製材業務
・製材品の梱包、積込作業
・製材機械の操作

162,000円～
200,000円

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

王子与志本製材株式会社　本別
工場 不問
本別町南４丁目１７４番地１

本別町

（準）セールスドライ
バー職（本別営業所）

担当エリアの集配・集金・営業（ルート中
心）等の業務を行っていただきます。 160,000円～

210,000円

変形（1ヶ月単位）
(1)7時15分～16時15分

佐川急便　株式会社

不問
札幌市白石区本通１８丁目北４
番１号 本別町

食品（味噌、醤油、こ
うじ）製造

工場内の作業（味噌、醤油、こうじ）製造
工程の作業から商品完成までの作業 114,147円～

133,172円

(1)8時00分～17時00分 渋谷醸造　株式会社
45歳
以下

本別町共栄１４番地３号
本別町

土木技術員 ○土木工事の施工管理を行う仕事です。
220,000円～

350,000円

変形（1年単位）
(1)7時30分～16時45分
(2)7時00分～16時15分

中前建設　株式会社
64歳
以下

本別町向陽町３番地４
本別町

トドックでの組合員様
へ配達業務（本別デ
ポ）

コープさっぽろの組合員様でトドックを利
用されている方へ、ご自宅までの配達業務
（１．５ｔのトラックを使用）

200,000円～
200,000円

(1)8時30分～17時30分 生活協同組合　コープさっぽろ
宅配事業本部　帯広北センタ 59歳

以下
音更町木野大通東１０丁目６－
２ 本別町

経理事務 ○一般・経理事務業務の仕事に従事してい
ただきます。 180,000円～

250,000円

(1)9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

一般行政職（社会福祉
士業務）／正職員

○一般行政事務（社会福祉士業務）に従事
していただきます。 150,600円～

221,500円

(1)8時35分～17時05分 足寄町役場
30歳
以下

足寄町北１条４丁目４８番地１
足寄町

土木技術職／正職員 ○土木技術業務に従事していただきます。
150,600円～

221,500円

(1)8時35分～17時05分 足寄町役場
30歳
以下

足寄町北１条４丁目４８番地１
足寄町

製造・屋外管理業務 工場作業：食材の微粉砕加工全般
屋外作業：環境整備全般 191,000円～

229,000円

(1)9時00分～17時15分 株式会社　サン・クロレラ
35歳
以下

京都府京都市下京区烏丸通五条
下る大坂町３足寄町

介護支援専門員／正社
員

○居宅介護支援事業所において、ケアプラ
ンの作成等の介護支援専門員業務全般を行
います。

200,700円～
279,900円

(1)8時35分～17時05分 社会福祉法人　足寄町社会福祉
協議会 59歳

以下
足寄町南６条２丁目７番地

足寄町

牧場作業員 搾乳、牛舎の清掃、牛の管理等、酪農作業
全般。 230,000円～

270,000円

(1)8時00分～17時00分
4時00分～18時00分の間
の6時間程度

フロンティア牧場株式会社

不問
足寄町芽登３７４４番地２

足寄町

診療所看護職／パート
タイム

診療所（外来・訪問）での看護業務全般
209,040円～

225,120円

(1)8時30分～17時30分 医療法人社団　　三意会

不問
足寄町南５条３丁目１番地

足寄町

土木施工技術員／正社
員

○現場代理人業務に従事

200,000円～
250,000円

(1)7時00分～17時00分 株式会社　河向組
64歳
以下

足寄町北１条４丁目３１番地
足寄町

℡ 015-572-2561

ハローワークいけだ

（帯広公共職業安定所 池田分室）

◎ 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。

次回の発行日は、１２月１０日ごろです。



仕事の内容 賃　金 年　齢
求人番号

01010-40559311 就業場所 11

01041-  911311 就業場所 11

01041-  885611 就業場所 11

01041-  886911 就業場所

11

01041-  889811 就業場所 11

01240-20642211 就業場所 11

01040-13723611 就業場所 12

27010-54047711 就業場所 12

01041-  880211 就業場所 12

01041-  883011 就業場所

12

01041-  884311 就業場所 12

01040-13849211 就業場所
12

01040-13850011 就業場所

12

01040-13372111 就業場所 12

01041-  895111 就業場所 12

01041-  898211 就業場所 12

01041-  900511 就業場所 12

職　　種
就業時間

（准）浄化センター施
設管理業務（陸別町）

水処理プラント施設のオペレーション業
務。 200,000円～

250,000円

(1)8時30分～17時30分 水ｉｎｇ　株式会社　北海道支
店 不問
札幌市中央区北７条西１５丁目
２８－１１陸別町

酪農一般業務／正社員 ○乳牛５５０頭、素牛２００頭の管理等酪
農作業全般 190,000円～

300,000円

5時00分～21時00分の間
の9時間程度

有限会社　サンライズ
59歳
以下

陸別町字トマム北１線５１番地
陸別町

福祉事務 地域福祉の推進等に係る企画・立案・調
整、相談援助等 150,600円～

182,200円

(1)8時45分～17時30分 社会福祉法人　陸別町社会福祉
協議会 39歳

以下
陸別町字陸別東２条３丁目２番
地 陸別町

牧場作業員／正社員 ○搾乳、給餌、牛舎の清掃等、乳牛の飼育
に関係する作業全般を行っていただきま
す。

200,000円～
300,000円

7時00分～18時00分の間
の8時間程度

株式会社　ユニバース
59歳
以下

陸別町字トマム幹線２４番地１
陸別町

支援員及び介護職員、
生活相談員／正社員

○障害者支援施設で障害のある方への日常
生活、日中活動及び重度の方への生活介護
支援
○介護老人福祉施設での食事、入浴、排泄
等の介護業務全般

168,900円～
290,200円

変形（1ヶ月単位）
(1)6時00分～15時00分
(2)7時45分～16時45分
(3)16時30分～9時30分
8時45分～17時45分の間
の8時間

社会福祉法人　北勝光生会 18歳
～64
歳陸別町字陸別原野基線３２１－

５ 陸別町

（請）施設警備 当社請負先において設備警備業務を行って
いただきます。

900円～900円

交替制あり
(1)17時15分～8時35分
(2)17時15分～22時00分

帯広ビル管理　株式会社
18歳
以上

帯広市大通南１５丁目１９　後
藤ビル２Ｆ本別町

準）スーパーマーケッ
ト精肉部門担当者（十
勝地区）

帯広・根釧地区いずれかのホクレンショッ
プまたはエーコープの精肉部門にて商品加
工、パック詰め、値付、陳列、接客、発
注、売場管理等に従事していただきます。

170,000円～
200,000円

変形（1ヶ月単位）
7時00分～20時00分の間
の8時間

株式会社ホクレン商事
59歳
以下

札幌市北区北７条西１丁目２番
地６号　ＮＣ本別町他

販売員 ○ツルハドラッグ本別店において、販売に
係わる業務を行っていただきます。

900円～980円

交替制あり
8時30分～22時00分の間
の5時間程度

株式会社　ツルハ　ツルハド
ラッグ　本別店 59歳

以下
本別町南３丁目１－４

本別町

１００円ショップの販
売スタッフ（ワッツ本
別フクハラ店）

１００円ショップの販売スタッフ（レジ業
務はありません）

890円～890円

(1)9時00分～17時00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
４番７０号本別町

ガソリンスタンド販売
員

○ガソリン、軽油の給油
○タイヤ交換
○洗車　等

900円～1,000
円

8時00分～18時30分の間
の1時間以上

北栄商事　有限会社
64歳
以下

本別町向陽町３－４
本別町

レジ係 ○パン、物産土産商品、地場産商品などの
レジ業務
○商品管理
○店舗内での観光案内

900円～900円

交替制あり
(1)8時45分～13時45分
(2)13時00分～18時00分
(3)8時45分～16時45分
8時45分～19時00分の間
の8時間程度

特定非営利活動法人　銀河ほん
べつ 不問
本別町北３丁目１番地１

本別町

パートドライバー（足
寄）

宅急便の配達、集荷のお仕事です。

1,100円～
1,100円

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～13時00分
(2)9時00分～14時00分
(3)13時00分～21時00分
8時00分～21時00分の間
の5時間程度

ヤマト運輸　株式会社　道東主
管支店 64歳

以下
芽室町東芽室基線１８－１０１

足寄町

朝作業アシスト（足
寄）

宅急便の荷物を各コース毎に分けて、ト
ラックに積み込むお仕事です。 1,200円～

1,200円

(1)6時30分～9時30分
(2)6時00分～9時00分
(3)7時00分～10時00分
6時00分～10時00分の間
の3時間程度

ヤマト運輸　株式会社　道東主
管支店 64歳

以下
芽室町東芽室基線１８－１０１

足寄町

足寄町新町２－１６
足寄町

（請）日常清掃員／足
寄町

○ゴミ処理
○床拭き・掃き掃除
○水回り清掃　等 889円～889円

(1)5時00分～8時45分
(2)17時45分～22時00分

株式会社　クリーンプロ　帯広
営業所 不問
音更町北鈴蘭南２丁目２番４号

足寄町

事業所名・所在地・就業場所

温水プール受付・監視
員

○プール監視・使用上の指導
○水泳用具の管理
○管内の清掃・清掃用具類の管理
○入場者受付業務

897円～897円

交替制あり
(1)9時00分～13時00分
(2)13時00分～21時30分
(3)9時00分～17時30分

足寄町役場

不問
足寄町北１条４丁目４８番地１

足寄町

山菜加工 ○北海道遺産に登録されている「ラワンぶ
き」を水煮、漬物などに加工作業をしてい
ただく仕事です。 889円～889円

(1)8時45分～17時00分 足寄町農業協同組合

不問
足寄町南３－１－１８

足寄町

製造従業員 ○卓球台その他スポーツ用品の製造
889円～1,000

円

変形（1年単位）
8時00分～17時00分の間
の6時間程度

株式会社三英ＴＴＦ事業所

不問


