
フルタイム求人

仕事の内容 賃　金 年　齢
求人番号

01010-43529911 就業場所 11

01010-43965111 就業場所 11

01010-43969511 就業場所 11

01040-14495711 就業場所 11

01040-14510211 就業場所 11

01040-14091911 就業場所 11

01040-14092111 就業場所 11

01040-14228111 就業場所 11

01040-14369511 就業場所 11

01040-13970211 就業場所 11

01040-13813111 就業場所 11

01040-13817511 就業場所 11

01010-42259811 就業場所 11

01040-14004511 就業場所 11

01010-43935411 就業場所 11

01040-14336011 就業場所 11

01041-  956911 就業場所 11

01041-  965111 就業場所 11

01040-14306111 就業場所 11

12月6日(月)発行

職　　種
就業時間 事業所名・所在地・就業場所

（契）パン製造販売
（帯広市）

はじめは焼き上がったパンの陳列をお願いしま
す。慣れてきたら、レジ業務もお任せします。
販売が一通りできるようになったら、パンを焼
いたりパン生地を仕込んでパンを焼成します。

160,000円～
297,000円

交替制あり
7時00分～21時30分の間
の8時間

株式会社　北海道サンジェルマ
ン 不問
札幌市西区発寒８条１１丁目２
－４３ 帯広市

（嘱）栄養士（帯広
市）

利用者様、患者様への食事提供業務
献立作成、食材発注・検品、オーダリング業
務、栄養事務書類作成等


170,000円～
200,000円

交替制あり
(1)5時00分～14時30分
(2)8時30分～17時30分
(3)9時30分～18時30分

日清医療食品　株式会社　北海
道支店 不問
札幌市中央区北３条西４丁目１
－１ 帯広市

（嘱）調理員（帯広
市）

利用者様、患者様への食事提供業務
食材の下処理、調理、盛付、食器洗浄等
＊給食経験者は別途優遇あり
＊勤務時間、日数相談可

154,330円～
173,600円

交替制あり
(1)5時00分～14時00分
(2)9時00分～18時00分
(3)10時30分～19時30分

日清医療食品　株式会社　北海
道支店 不問
札幌市中央区北３条西４丁目１
－１ 帯広市

介護職員／契約職員 ◯グループホームでの入居者様の入浴・排泄・
食事介助等の生活身体介護業務となります。
◯生活（日々の）等の支援業務
◯レクリエーションや外出の援助業務 など

155,300円～
186,800円

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分
(2)9時00分～18時00分
(3)10時00分～19時00分

株式会社　フジライフ　グルー
プホームるくる 不問
帯広市西３条南６丁目２番地１

帯広市

土木施工管理技術者
（契約社員）

開発局発注の発注支援業務を主に受注
◯業務は現場確認、資料作成、照査が主体、各
現場では測量写真、工程管理が主体、内業では
ＡｕｔｏＣＡＤ、エクセル、ワードを主に使用

275,730円～
420,350円

(1)8時30分～17時30分 株式会社ティーネットジャパン
帯広営業所 不問
帯広市大通南８丁目１－１　帯
広太平洋興発帯広市

知的障がい者の支援 事業所内で知的障がい者の方への職業指導を
行っていただきます。
◯障がいのある人の作業の支援
◯利用者の行事があるとき車両での送迎業務等

158,000円～
185,000円

(1)8時30分～17時00分 特定非営利活動法人　帯広市手
をつなぐ育成会　ワークセンタ 60歳

以上
帯広市柏林台中町１丁目４

帯広市

交通誘導警備スタッフ
（帯広）

主に帯広市内近郊にて交通誘導警備を行ってい
ただきます。
◯工事現場等の交通誘導警備業務
◯イベント等の雑踏警備業務等

172,800円～
207,360円

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分
(2)21時00分～6時00分

株式会社　ノア・ビルサービス
18歳
以上

帯広市西１１条南１８丁目１番
地 帯広市

土木・建築作業員（見
習い可）／正社員

土木・建築の建設現場にて左官工・防水工・塗
装などの作業に従事していただきます。
◯コンクリート補修工事全般
◯防水・防食工事、塗装工事（橋梁・工場）

180,000円～
234,000円

(1)7時30分～17時00分 株式会社　ボーケン工業

不問
帯広市西２０条北２丁目２２－
２１ 帯広市

大型運転手（６０歳以
上）／シニア社員

十勝管内で農産物バークその他の運搬業務。
◯酪農家の方が使用するオガクズ（敷きわらに
使用）◯ＪＡで使用するオガクズ等（長いも・
ゆり根）

240,000円～
300,000円

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

十勝物産販売　有限会社
60歳
以上

帯広市西１６条北１丁目２７－
４４　帯広貨帯広市

乗務員（嘱託社員） タクシー（営業用自動車）の運転業務。
◯勤務形態は「昼８時間勤務」となります。
◯勤務時間については相談に応じることができ
ます。

154,520円～
154,520円

変形（1ヶ月単位）
(1)7時30分～16時30分

東京ハイヤー　株式会社
60歳
以上

帯広市東２条南１３丁目３番地
帯広市

警備員（交通誘導） 帯広市内及び近郊におけるイベント等の雑踏警
備及び、市内近郊における交通誘導警備業務に
従事していただきます。
＊未経験者は採用後、新任研修があります。

227,850円～
261,485円

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

チュウケイ株式会社帯広支社
18歳
以上

帯広市西６条南６丁目　ソネビ
ル２Ｆ 帯広市

日勤介護ヘルパー（介
護付有料老人ホーム）

◯介護業務
◯生活支援業務
◯接遇サービス（介護サービス以外のもの）
◯イベント・サークル活動の主催・補助

151,656円～
155,916円

交替制あり
(1)9時00分～18時00分
(2)7時00分～16時00分
(3)10時00分～19時00分

株式会社　太平洋シルバーサー
ビス北海道　シルバーシティ十 不問
帯広市西６条南１０丁目５１番
地１ 帯広市

（ハートケア職員）生
活相談員（帯広ＷＯ
Ｗ）

・デイサービスを利用されるお客様やご家族に
対して、生活上の相談・援助を行います。
・お客様が自立した日常生活を送れるように健
康状態・生活環境などを伺い計画書の作成等。

184,040円～
218,440円

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～18時00分

株式会社　ツクイ　北海道圏

不問
札幌市中央区南１４条西１８丁
目５－１帯広市

調理員 「住宅型有料老人ホーム宝来フクロウの郷」に
おいて入居者様の朝食の調理。
◯食事準備（下処理、調理、盛付、配下膳、片
付け　等）

168,000円～
168,000円

(1)5時45分～13時15分 医療法人社団　駒草会

不問
音更町雄飛が丘北区１番地１５
５ 音更町

（嘱）調理員（中札内
村）

利用者様、患者様への食事提供業務
食材の下処理、調理、盛付、食器洗浄等
＊給食経験者は別途優遇あり
＊勤務時間、日数相談可

154,330円～
173,600円

交替制あり
(1)6時00分～15時00分
(2)8時00分～17時00分
(3)10時00分～19時00分

日清医療食品　株式会社　北海
道支店 不問
札幌市中央区北３条西４丁目１
－１ 中札内村

工務係　農機事業所 農業機械の簡単な整備及びメンテナンスを行っ
ていただきます。また、春先から夏にかけて農
作業の請負作業を行っていただくことがありま
す。


149,760円～
149,760円

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

株式会社　共成レンテム
60歳
以上

帯広市西１８条北１丁目１４番
地 幕別町

一般乗用旅客自動車運
転事業／正社員

○タクシー乗務員




165,000円～
173,000円

変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～18時00分
(2)15時00分～0時00分

ワインタクシー　株式会社
65歳
以上

池田町字大通１丁目８３番地
池田町

工務係　本別営業所 建設現場等で使用される機械及び備品類の簡単
な整備及びメンテナンス。
◯機械の貸し出し、受け入れ◯返却された機械
の点検、メンテナンス、洗車等

149,760円～
149,760円

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

株式会社　共成レンテム
60歳
以上

帯広市西１８条北１丁目１４番
地 本別町

肥育豚農場飼養管理全
般／正社員

○肥育豚の飼養管理を中心とした農場業務。
・肥育豚の発育状態の観察・給餌、給水作業・
入出荷作業
・豚舎内洗浄清掃作業・堆肥化処理作業等々

169,000円～
250,000円

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

株式会社　十勝中央農場
60歳
以上

豊頃町長節１４９－１
豊頃町

℡ 0155-23-8296

ハローワークおびひろ

（帯広公共職業安定所）

◎「６０歳以上の方応募歓迎」の求人を一覧表にまとめました。

◎ 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。

求人情報６０歳以上の方のための



01041-  996611 就業場所 11

01041-  997911 就業場所 11

01041-  998111 就業場所 11

01041-  977511 就業場所 11
パートタイム求人

01010-43548711 就業場所 12

01010-43282211 就業場所 12

01040-14490011 就業場所 12

01040-14505011 就業場所 12

01040-14469611 就業場所 12

01040-14470811 就業場所 12

01040-14148111 就業場所 12

01040-14335411 就業場所 12

01090-11162111 就業場所 12

01040-13987811 就業場所 12

01010-43666611 就業場所 12

01040-14401911 就業場所 12

01040-14393411 就業場所 12

01040-13872811 就業場所 12

01010-43800311 就業場所 12

01041-  964911 就業場所 12

01041-  992511 就業場所 12

トレーラー運転手／正
社員

◎チップ運送業務
○十勝管内・道東方面、主に遠軽、標津、釧路
などから苫小牧、江別へ輸送します。
○積み置きあり。

220,000円～
240,000円

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

有限会社　東北海道トラック
65歳
以上

本別町上本別８番地７
本別町

重機オペレーター／正
社員

◎重機オペレーター業務
土木工事現場（公共工事・民間工事）及び当社
砂利採取場にて、重機運転業務（掘削、積み込
み）など。

220,000円～
240,000円

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

有限会社　東北海道トラック
65歳
以上

本別町上本別８番地７
本別町

大型ダンプ運転手／正
社員

◎大型ダンプ運転に係わる業務全般
※毎月の賃金は、時間外手当等を含め２５万～
３０万円ぐらいとなります。
●初心者の方も大歓迎！

210,000円～
240,000円

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

有限会社　東北海道トラック
65歳
以上

本別町上本別８番地７
本別町

建築技術者／正社員 ○住宅、農業施設、公共建設等の設計・積算・
施工管理等の業務に従事して頂きます。




250,000円～
350,000円

(1)7時30分～17時00分 株式会社　外田組
60歳
以上

足寄町西町６丁目１－３
足寄町

パンの製造販売（帯広
市東４条）

（１）レジ業務（２）パンの陳列業務、オーブ
ン焼成業務（３）面台業務：パン成形・仕込み
＊上記業務に慣れてきましたら他の業務に就く
　可能性があります。

910円～1,150
円

(1)8時00分～13時00分
(2)13時00分～18時00分
(3)17時00分～21時30分

株式会社　北海道サンジェルマ
ン 不問
札幌市西区発寒８条１１丁目２
－４３ 帯広市

介護職員（夜勤専門
員）／パート職員

介護付有料老人ホームでの入居者様の夜間の介
護業務等となります。（常勤職員とペアでの勤
務です）◯見回り、コール対応、おむつ交換、
体位交換　等

1,038円～
1,038円

変形（1ヶ月単位）
(1)16時30分～9時30分

株式会社　フジライフ　シル
バーヒルズるくる 不問
帯広市西３条南６丁目２番地１

帯広市

調理補助（帯広市） ・仕込み作業（野菜等の裁断、肉のカット、冷
凍物の解凍など）
・デザート作りなどの調理補助業務
・ホール準備作業　・配食　・清掃

950円～950円

交替制あり
(1)4時00分～13時30分
(2)8時30分～18時30分
(3)8時15分～13時30分

協働美装　株式会社　札幌支店
18歳
以上

札幌市中央区南１条西１１丁目
３２７番地１帯広市

（請）清掃員 請負先の建物内の清掃業務に従事。
○床の掃き掃除、拭き掃除
○トイレ清掃
○ゴミの分別処理　等

890円～890円

(1)7時00分～10時00分
(2)8時00分～11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　後
藤ビル２Ｆ帯広市

介護職員（夜勤専門
員）／パート職員

サービス付き高齢者向け住宅（医療ケア重視型
施設）の入居者様への夜間の介護業務。
◯見回り　◯おむつ交換　◯体位交換　◯コー
ル対応　◯その他付随する介護業務全般

1,038円～
1,038円

変形（1ヶ月単位）
(1)16時00分～9時00分

株式会社　フジライフ　ケアス
テーションとてっぽの丘るくる 不問
帯広市西７条南２６丁目１３番
地４ 帯広市

ケアサポーター ○高齢者施設での介護員のサポート
○施設内清掃業務　○入居者の方の洗濯・衣類
の整理　○ベッドメイク　○食事に係る配下膳
○見守り　○施設事務

890円～890円

9時00分～18時00分の間
の4時間程度

株式会社　しらかば

不問
帯広市東５条南５丁目５番地８

帯広市,音更町

調理・清掃スタッフ サービス付き高齢者住宅において、調理・清掃
を行っていただきます。
○食事提供業務（調理・配膳・片付けなど）
○清掃業務（お風呂、共用場所など）

890円～890円

6時00分～18時00分の間
の4時間程度

株式会社　築

不問
帯広市大通南１７丁目６番地１

帯広市

ケアスタッフ（デイケ
ア）／パート

介護老人保健施設（デイケア）利用者のお世話
○バイタル測定　○入浴介助
○レクリェーション等
○送迎の介助（運転はありません）

900円～1,080
円

8時30分～17時30分の間
の4時間以上

社会福祉法人　光寿会　介護老
人保健施設　ケアステーション 不問
帯広市西１７条南３丁目２４番
２４号 帯広市

看護師 通所介護（デイサービス）の利用者様に対する
介護・看護業務に従事していただきます。
◯体調管理
◯個別機能訓練等

1,100円～
1,500円

(1)8時30分～17時30分 株式会社　北勝館

不問
音更町木野大通東１７丁目２番
地４ 音更町

契／介護職員デイサー
ビス（６０Ｈ／月）
（帯広東）

◎デイサービスにおける介護業務全般
○お客様のご自宅からの送迎、入浴介助、食事
介助、レクリェーション等の提供を担当してい
ただきます。○定員３０名のデイサービスです

1,003円～
1,003円

(1)8時00分～13時00分 株式会社　ニチイ学館　釧路支
店 不問
釧路市北大通１２丁目１番地４
明治安田帯広市

（請）チーズの製造補
助・検査

≪雪印メグミルク大樹工場での仕事です≫
チーズの製造工程における製造補助のお仕事で
す。主に製品の包装状態のチェックを行って頂
きます。※未経験者の方は丁寧に指導します。

930円～950円

(1)6時30分～11時00分
(2)18時30分～22時00分

東和流通産業　株式会社　大樹
営業所 不問
大樹町緑町３５

大樹町

調理補助（清水町） 利用者様、患者様への食事提供業務
食材の下処理、調理、盛付、食器洗浄等
＊給食経験者は別途優遇あり
＊勤務時間、日数相談可

889円～950円

5時00分～19時30分の間
の5時間程度

日清医療食品　株式会社　北海
道支店 不問
札幌市中央区北３条西４丁目１
－１ 清水町

准看護師（外来） 外来：地域にお住まいの方（高齢者）に対し、
かかりつけの病院として、治療や健康管理を
行っています。業務内容は、医師の診療介助、
検査（上部・下部内視鏡）の介助、など

1,200円～
1,200円

交替制あり
8時30分～17時00分の間
の4時間以上

医療法人社団　　翔嶺館　十勝
の杜病院 不問
幕別町字千住１９３番地４

幕別町

調理補助（豊頃町） 利用者様、患者様への食事提供業務
食材の下処理、調理、盛付、食器洗浄等
＊給食経験者は別途優遇あり
＊勤務時間、日数相談可

889円～900円

5時30分～18時30分の間
の5時間

日清医療食品　株式会社　北海
道支店 不問
札幌市中央区北３条西４丁目１
－１ 豊頃町

加工場調理補助 ○野菜切り（メイン）・肉切り補助
○商品の袋詰め
○梱包作業
＊初めての方でもできる仕事です。

920円～990円

10時00分～15時00分の間
の4時間以上

株式会社　平和園

不問
帯広市大通南１２丁目１番地

幕別町

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。
・レジ打ち　・商品の品出し　・接客応対
・商品の紹介　・店内の清掃　等

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 60歳

以上
本別町南３丁目１－４

本別町

肥育豚農場飼養管理作
業／アルバイト

○肥育豚の飼養管理を中心とした農場業務を担
当していただきます。
・肥育豚の発育状態の観察
・豚舎内洗浄清掃作業　など

889円～901円

(1)8時00分～17時00分 株式会社　十勝中央農場
60歳
以上

豊頃町長節１４９－１
豊頃町


