
フルタイム求人

仕事の内容 賃　金 年　齢
求人番号

01040-15177511 就業場所 11

01040-15028111 就業場所 11

01040-14825711 就業場所 11

01040-14857611 就業場所 11

01040-14723311 就業場所 11

01010-44887711 就業場所 11

01010-44889211 就業場所 11

01010-44896811 就業場所 11

01040-14895511 就業場所 11

01040-14703811 就業場所 11

01040-14718111 就業場所 11

01040-15194011 就業場所 11

01040-14795811 就業場所 11

01010-44415011 就業場所 11
パートタイム求人

01040-14932211 就業場所 12

01040-14796211 就業場所 12

01040-14842811 就業場所 12

グループホーム介護職 ・入浴介助、排泄介助、見守り支援、外出介
助、調理、清掃
・レクリエーションの実施等 930円～980円

(1)7時15分～16時15分
(2)8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分
7時15分～19時の間4時間

株式会社　ビジュアルビジョン
けあビジョンホーム帯広 18歳

以上
帯広市昭和町東１線１０６－９

帯広市

（請）設備管理員 当社請負先において２人体制で設備保守管理業
務を行っていただきます。
〇空調設備全般の点検、空調フィルター清掃
〇電気設備全般の点検、蛍光灯交換作業　など

950円～1,000
円

(1)8時45分～17時30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

チェッカー部門（ぴあ
ざフクハラ西帯広店）

ぴあざフクハラ西帯広店のチェッカー部門に
て、チェッカー業務・サービスカウンター業務
を行っていただきます。 890円～890円

(1)10時00分～14時00分
(2)13時00分～17時00分
(3)17時00分～20時00分

株式会社　福原

不問
帯広市西２２条北１丁目１３番
地 帯広市

（パ）調理補助（大樹
町）

高齢者施設内厨房での調理補助業務全般
・料理の盛り付け
・配膳、下膳
・食器洗浄（洗浄機使用）、厨房清掃

169,300円～
169,300円

交替制あり
5時00分～19時30分の間
の8時間程度

株式会社　北海道グリーンハウ
ス 不問
札幌市中央区北３条西２丁目８
さっけんビ大樹町

（請）施設運用管理業
務

当社請負先の施設において寮の管理業務。
○ボイラ運転による寮の暖房、及び浴場管理
○入寮者の出入り管理、宅配物等の預かり
○植栽の管理、冬期の除雪業務

126,000円～
126,000円

交替制あり
(1)6時00分～14時00分
(2)14時00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清水町

施設管理（東大雪荘） ホテルの施設管理業務全般に従事。
○客室、浴場清掃業務 ○建物やホテル内の営繕
業務 ○建物外周の清掃、除雪業務　
○スタッフの送迎 ○宿泊客の送迎

172,990円～
203,750円

変形（1年単位）
5時00分～21時00分の間
の7時間程度

株式会社新得観光振興公社

不問
新得町３条南４－２６

新得町

現場技術者（土木技
士）／正社員

◯十勝管内の土木工事現場（河川改修、道路改
良、農業土木工事など）
◯監督業務（現場代理人）等の仕事です。

370,000円～
460,000円

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

村上土建開発工業株式会社
64歳
以下

音更町木野大通西５丁目２番地
３ 音更町

コミバス運転手 音更町・幕別町にて、コミバスの運転業務を
行っていただきます。
◯運賃の収集等管理
◯乗客の方への対応

188,570円～
188,570円

変形（1ヶ月単位）
6時20分～17時40分の間
の8時間程度

十勝バス　株式会社

不問
帯広市西２３条北１丁目１番１
号 帯広市,音更町,幕別町

自動車修理軽作業・洗
車・修理車の納車引取

事故車・故障車の修理に関る軽作業、洗車やタ
イヤ交換、修理等の納車・引取など。
＊多少、力は必要とします。
＊経験がなくても指導します。

155,250円～
172,500円

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

有限会社　まきのボデー

不問
音更町木野大通東１２丁目４番
地６ 音更町

訪問介護員（ホームヘ
ルパー）（帯広市西５
条）

お客様のご自宅へ伺い、生活援助（掃除・調
理・買い物等）や、身体介護（食事・移動・生
活介助）を行う。
在宅高齢者、障がい者への介護サービスの提供

152,000円～
180,000円

変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～18時00分

ＳＯＭＰＯケア株式会社　北海
道事業部 64歳

以下
札幌市中央区北１条西６丁目２
損保ジャ帯広市

訪問介護員（介護福祉
士）（帯広市西５条）

お客様のご自宅へ伺い、生活援助（掃除・調
理・買い物等）や、身体介護（食事・移動・生
活介助）を行う。
在宅高齢者、障がい者への介護サービスの提供

195,000円～
195,000円

変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～18時00分

ＳＯＭＰＯケア株式会社　北海
道事業部 64歳

以下
札幌市中央区北１条西６丁目２
損保ジャ帯広市

訪問介護員（実務者研
修）（帯広市西５条）

お客様のご自宅へ伺い、生活援助（掃除・調
理・買い物等）や、身体介護（食事・移動・生
活介助）を行う。
在宅高齢者、障がい者への介護サービスの提供

165,000円～
165,000円

変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～18時00分

ＳＯＭＰＯケア株式会社　北海
道事業部 64歳

以下
札幌市中央区北１条西６丁目２
損保ジャ帯広市

（請）マンション管理
員

マンション管理を行なっていただきます。
○受付、点検、立会、報告、連絡、建物内、周
囲清掃、除雪補助業務

127,100円～
127,100円

交替制あり
(1)8時00分～16時00分
(2)9時00分～17時00分

太平洋興発　株式会社　帯広支
店 不問
帯広市大通南８丁目１－１　太
平洋興発ビル帯広市

商品ピッキング作業員 ・お客様へ配達する商品をセットする仕事(お客
様からの注文票を見て、主に野菜、果物を用意
します。主なお客様は病院給食や飲食店など)
・野菜などの袋詰め作業

155,520円～
155,520円

7時00分～17時00分の間
の8時間程度

有限会社　木川商店

不問
帯広市西１９条南１丁目７番地
１２　帯広中帯広市

（請）施設管理 ◯ボイラー、空調機等　施設のＰＣでの運転管
理保守
◯施設の営繕、蛍光灯やカーテンの交換
◯草刈 ◯その他付随する業務

170,000円～
170,000円

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

株式会社　帯広公害防止技術セ
ンター 不問
帯広市東８条南３丁目１

帯広市

調理師／正社員 しんかーずランチ（店舗名）において調理業務
全般を行っていただきます。
◯宅配弁当の調理 ◯食材の下ごしらえ
◯盛り付け、配膳、食器の洗浄、清掃

200,000円～
300,000円

(1)7時30分～16時30分
(2)6時30分～15時30分
6時00分～19時00分の間
の7時間程度

株式会社　しんかーず
69歳
以下

帯広市西３条南３８丁目１番７
号 帯広市

青果部門の加工補助・
品出し（西１８条店）

フクハラ西１８条店にて青果部門の加工補助と
して商品の補充、袋詰め、パッケージ作業を
行っていただきます。

143,513円～
143,513円

(1)7時00分～15時30分 株式会社　福原

不問
帯広市西２２条北１丁目１３番
地 帯広市

12月20日(月)発行

職　　種
就業時間 事業所名・所在地・就業場所

℡ 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



01040-14712511 就業場所 12

01040-15123711 就業場所 12

01040-15125211 就業場所 12

01040-15179011 就業場所 12

01040-15102011 就業場所 12

01040-15103311 就業場所 12

01040-15104611 就業場所 12

01040-15133211 就業場所 12

01040-14952311 就業場所 12

01040-14953611 就業場所 12

01040-14628311 就業場所 12

01010-45200111 就業場所 12

01010-45203211 就業場所 12

訪問看護師（本別町）
（週２０時間未満）

訪問看護業務
「住み慣れた地域や家で療養したい」と思って
いる利用者のお宅に伺い、医師の指示のもとに
専門的なケア、看護を提供します。

1,450円～
1,450円

8時45分～17時30分の間
の3時間以上

一般社団法人　北海道総合在宅
ケア事業団 64歳

以下
札幌市中央区北１条西９丁目３
－２７　第３本別町

訪問看護師（本別町）
（週３０時間）

訪問看護業務
「住み慣れた地域や家で療養したい」と思って
いる利用者のお宅に伺い、医師の指示のもとに
専門的なケア、看護を提供します。

1,450円～
1,450円

8時45分～17時30分の間
の6時間程度

一般社団法人　北海道総合在宅
ケア事業団 64歳

以下
札幌市中央区北１条西９丁目３
－２７　第３本別町

店舗スタッフ コンビニエンスストアにて下記業務を担当して
いただきます。
◯レジ・接客・商品発注　◯販売・企画・組立
◯一般事務・清掃　など

890円～890円

(1)11時00分～16時00分
(2)12時00分～17時00分
(3)22時00分～5時00分
0時～23:59の間5時間程度

合資会社　プランあかつき
（セブンイレブン幕別町札内暁
店

18歳
以上

幕別町札内北町１２８－２１
幕別町

支援員・世話人（短時
間）

障がい者グループホームにて支援員・世話人の
業務に従事していただきます。
○利用者様（5～11名）の夕食と翌日朝食の下拵
え、家庭料理程度の調理、準備、献立作成　等

889円～900円

交替制あり
(1)7時00分～11時00分
(2)11時00分～15時00分
(3)15時00分～19時00分

株式会社　ヒューマンエイド

不問
幕別町札内共栄町１１番地１

幕別町

夜間支援員 当施設は、地域への自立を目指す新しい障がい
者グループホームです。２ユニット１１名の方
が生活しております。夕方から朝方まで泊まり
のお仕事です（短時間でも可）

1,125円～
1,125円

(1)19時00分～7時00分 株式会社　ヒューマンエイド
18歳
以上

幕別町札内共栄町１１番地１
幕別町

福祉サービス提供職員 「それいゆ」又は「ひまわりの家」において福
祉サービス提供職員として業務に従事。
◯障がい児・者の日中活動、移動の支援（自家
用車での送迎あり）　◯提供実績記録記入

900円～1,000
円

交替制あり
(1)14時00分～17時30分
(2)9時30分～16時00分

社会福祉法人　ひまわり

不問
幕別町札内青葉町１８５番地

幕別町

訪問介護員（ヘル
パー）

利用者様宅を訪問して家事や通院の同行、買い
物の支援をしていただきます。
＊初めての方でも丁寧に指導いたしますので、
安心して仕事をすることができます。

900円～950円

(1)8時00分～13時00分
(2)13時00分～18時00分
8時00分～18時00分の間
の1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　カー
サチロット１幕別町

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。その他、利用者様の自宅訪問、介護
サービスの調整、および付随する業務を担当し
ていただきます。

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　カー
サチロット１幕別町

相談支援専門員 ○障がい者のプラン作成
○利用者様の自宅訪問、介護サービスの調整、
および付随する業務○件数が少ない場合は、事
務業務など

889円～1,500
円

9時00分～18時00分の間
の4時間程度

合同会社　おうち介護

不問
幕別町札内青葉町４番地　カー
サチロット１幕別町

外来看護師 クリニックでの外来看護業務です。
〇医師の診療補助
〇医療器具の準備及びメンテナンス
〇採血、注射

1,200円～
1,500円

(1)8時30分～12時30分
(2)14時00分～17時00分
8時30分～17時00分の間
の3時間以上

みやざわ循環器・内科クリニッ
ク 不問
鹿追町新町１丁目８－１

鹿追町

介護アシスタント 身体介護を除く生活支援業務。
○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　○おむつなどの補充　等

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

えほんカフェスタッフ カフェにて次の業務を担当していただきます。
◯接客　◯簡単な調理
◯簡易な事務作業
◯店内清掃　等

889円～900円

(1)10時00分～14時00分 合同会社　おうち介護

不問
幕別町札内青葉町４番地　カー
サチロット１音更町

給油スタッフ ＥＮＥＯＳサービスステーションで給油作業を
中心に行っていただきます。
◯給油　◯洗車　◯接客販売　◯オイル・バッ
テリー・タイヤ等の点検、交換　等

1,000円～
1,200円

(1)8時00分～12時00分
(2)9時00分～13時00分
(3)10時00分～14時00分
8時～21時の間4時間以上

三洋興熱株式会社

不問
帯広市西８条南７丁目１番地

帯広市


