
フルタイム求人

仕事の内容 賃　金 年　齢
求人番号

01040-15113911 就業場所 11

01040-15114111 就業場所 11

01040-15124811 就業場所 11

01040-15177511 就業場所 11

01040-15195311 就業場所 11

01040-15196611 就業場所 11

01040-15101411 就業場所 11

01040-15099511 就業場所 11

01040-15194011 就業場所 11

01040-15189611 就業場所 11

01041- 1032511 就業場所 11
パートタイム求人

01040-15115711 就業場所 12

01040-15181111 就業場所 12

01040-15197911 就業場所 12

会計年度任用職員／主
事（非常勤）

・運転業務（コロナ繁忙期）
　検体の回収・運搬
・事務補助等
　情報集計、データ入力、資料作成

897円～1,119
円

(1)8時45分～15時45分
(2)10時30分～17時30分
8時45分～17時30分の間
の6時間

北海道十勝総合振興局　保健環境
部　保健行政室 不問
帯広市東３条南３丁目１番地

帯広市

手術室補助員 〇物品補充・整理整頓
〇手術室の清掃
〇手術機械の洗浄等 889円～889円

(1)13時30分～17時30分 医療法人社団　刀圭会　協立病院

不問
帯広市西１６条北１丁目２７

帯広市

ケアナース／老健利用
者の健康管理／パート

◯健康・体調管理
◯褥創の処置等
◯排泄管理
◯配薬・服薬管理

1,050円～
1,550円

交替制あり
(1)8時30分～17時30分
(2)7時00分～16時00分

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アンダン
テ 不問

帯広市西１７条南３丁目２４番

帯広市

新型コロナウイルス接
種事務業務

○電話、窓口対応、接種券発送事務
○集団接種会場運営 141,000円～

141,000円

(1)8時30分～17時15分 豊頃町　役場

不問
豊頃町茂岩本町１２５

豊頃町

調理員／正社員 ○献立表に基づき食材の仕込み、下処理、
調理、盛り付け
○食器洗浄、調理器具の洗浄・消毒
○ゴミ処理、調理室の清掃

143,800円～
143,800円

変形（1ヶ月単位）
(1)6時00分～14時45分
(2)9時45分～18時30分

大樹町役場
50歳
以下

大樹町東本通３３番地

大樹町

施設管理（東大雪荘） ○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

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

（派）調理補助 〇仕込み、盛り付け、清掃、食器洗いなど

171,000円～
171,000円

(1)9時30分～18時00分
(2)6時00分～14時30分

パーソルテンプスタッフ株式会社
帯広オフィス 不問
帯広市大通南１２丁目２０

上士幌町

製材工場スタッフ（工
場内作業・配達）／正
社員

○製材工場の製品選別、仕分け、結束
○製材加工機械のオペレーター
○製材品の配達
○原木の調達業務等

180,000円～
300,000円

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時30分

株式会社　コマバ
59歳
以下

音更町駒場南２条通２番地

音更町

事務職員／正社員 ◯受付、電話対応
◯事務、パソコン、エクセルその他専用ソ
フト入力作業
◯金融機関等手続

182,000円～
230,000円

変形（1年単位）
(1)8時30分～18時00分

株式会社　三光産業
44歳
以下

帯広市大通南１６丁目１８番地

帯広市

看護師・准看護師／正
社員

〇点滴、採血、導尿、膀胱鏡の介助、器機
洗浄、滅菌、検体検査等 280,000円～

300,000円

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時00分
(2)6時15分～16時00分
(3)8時30分～12時00分

医療法人社団　しばた腎泌尿器科
クリニック 59歳

以下
帯広市西１８条南２丁目１１

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

帯広市

住宅仲介業務／正社員 ○フランチャイズ建売住宅企画
○中古住宅リフォーム企画
○太陽光発電を含む省エネ受託企画
○お客様対応、商談契約、その他

200,000円～
300,000円

変形（1年単位）
(1)9時00分～18時00分

道東電機　株式会社
59歳
以下

帯広市大通南２４丁目１番地

帯広市

リハビリスタッフ／正
社員

◯在宅での生活を見据えて利用者様の個別
リハビリを提供し自宅への訪問や地域活動
も積極的に行っています。 211,500円～

296,500円

(1)8時30分～17時30分 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アンダン
テ

65歳
以下

帯広市西１７条南３丁目２４番

帯広市

事務員（産休代替） ◯来客、電話応対
◯名刺作成
◯各種文章作成
◯書類整理
◯データ入力・ＷＥＢ作業

160,000円～
175,500円

(1)8時30分～17時30分 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アンダン
テ 不問

帯広市西１７条南３丁目２４番

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

◎ 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

01040-15198111 就業場所 12

01040-15199711 就業場所 12

01040-15200611 就業場所 12

01040-15201911 就業場所 12

01040-15202111 就業場所 12

01040-15203711 就業場所 12

01040-15126511 就業場所 12

01240-24466611 就業場所 12

01040-15204811 就業場所 12

01240-24437811 就業場所 12

01240-24440311 就業場所 12

スーパーマーケット店
員（食品）本別町／ほ
んべつ店

値付け、陳列、接客、発注、売り場管理な
どに従事していただきます。

889円～889円

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～12時00分

株式会社ホクレン商事

不問
札幌市北区北７条西１丁目２

本別町

スーパーマーケット店
員（惣菜）本別町／ほ
んべつ店

商品加工、パック詰め、値付け、陳列、接
客、発注、売り場管理などに従事していた
だきます。 889円～889円

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～13時00分
7時30分～16時30分の間
の5時間以上

株式会社ホクレン商事

不問
札幌市北区北７条西１丁目２

本別町

生乳検査業務 当社ドライバーが集荷してきた生乳のサン
プルを検査して頂く業務となります。

889円～889円

(1)8時30分～15時30分 大北運輸　株式会社　帯広営業所

不問
芽室町東芽室北１線１２－１２

芽室町,広尾町

スーパーマーケット店
員（チェッカー）芽室
町／めむろ店

○レジ業務
○接客サービス
○サービスカウンター業務（含む） 889円～889円

変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～13時00分
12時30分～16時30分の間
の4時間

株式会社ホクレン商事

不問
札幌市北区北７条西１丁目２

芽室町

銀行業務（事務又は窓
口業務）

○書類関係の整理

895円～895円

(1)9時30分～16時00分 株式会社　北洋銀行　木野支店

不問
音更町木野大通東７丁目１番

音更町

ランチホールスタッフ お客様をお席までご案内
商品の配膳及び下げ膳
レジ業務

900円～1,000
円

(1)11時00分～14時00分 株式会社とかちサポーターズ　縁
むすび 不問
帯広市西５条南４１丁目７

帯広市

ホールスタッフ お客様をお席までご案内
商品の配膳及び下げ膳
レジ業務

900円～1,000
円

交替制あり
(1)17時00分～21時00分
(2)18時00分～22時00分
17時00分～22時00分の間
の4時間程度

株式会社とかちサポーターズ　縁
むすび 不問
帯広市西５条南４１丁目７

帯広市

厨房スタッフ 調理全般（レシピあり）
食器洗い（業務用食洗機あり） 900円～1,000

円

交替制あり
(1)17時00分～21時00分
(2)18時00分～22時00分
17時00分～22時00分の間
の4時間程度

株式会社とかちサポーターズ　縁
むすび 不問
帯広市西５条南４１丁目７

帯広市

ランチ厨房スタッフ 調理全般（レシピあり）
食器洗い（業務用食洗機あり） 900円～1,000

円

交替制あり
(1)10時00分～14時00分
11時00分～14時00分の間
の3時間程度

株式会社とかちサポーターズ　縁
むすび 不問
帯広市西５条南４１丁目７

帯広市

パン製造補助及び給食
調理

○利用者及びスタッフの給食の調理、盛り
付け
○パン製造の補助等 890円～900円

交替制あり
(1)10時00分～12時00分
(2)8時00分～14時00分
(3)6時00分～12時00分

株式会社　とかちサポーターズ

不問
帯広市東３条南１２丁目１－５

帯広市

商品配達員（ルート配
送）

お得意様からの注文商品を丁寧に運んで頂
きます。 900円～1,000

円

(1)9時00分～15時00分
8時30分～16時30分の間
の5時間程度

有限会社　ミートとみおか

不問
帯広市西５条北１丁目１－１

帯広市

事業所名・所在地・就業場所
職　　種

就業時間


