
フルタイム求人

仕事の内容 賃　金 年　齢
求人番号

01010-18522831 就業場所 11

01010-18524531 就業場所 11

01010-18525431 就業場所 11

01010-18242531 就業場所 11

01010-18272131 就業場所 11

01040- 4844131 就業場所 11

01040- 4845031 就業場所 11

01040- 4855231 就業場所 11

01040- 5370931 就業場所 11

01040- 5371131 就業場所 11

01040- 4838831 就業場所 11

12080- 8888031 就業場所 11
パートタイム求人

01010-19221031 就業場所 12

01010-19229931 就業場所 12

01040- 5381831 就業場所 12

01040- 5430431 就業場所 12

40090- 2538231 就業場所 12

惣菜担当（帯広東店
４７７）

＜トライアル　帯広東店内スタッフ＞
〇生鮮部門「惣菜」コーナー担当
・簡単なお惣菜の調理・パック詰め・商品の陳
列・値付け、値引きシール貼り・消毒清掃

1,050円～
1,050円

5時00分～19時00分の間
の4時間以上

株式会社　明治屋

不問
福岡県田川市大字伊田２４１２

帯広市

事務局員 ○会員への通信、イベントの企画等の業務
・会員様への資料送付等
・イベント準備業務　など

1,000円～
1,000円

9時00分～15時00分の間
の4時間以上

特定非営利活動法人日本ティー
ボール協会とかち帯広連盟 不問
帯広市西８条南１６丁目３番地１

帯広市

（請）日常清掃 ○帯広刑務所の日常清掃
・宿直室（シーツ交換あり）、トイレ、湯沸室
他

1,000円～
1,200円

(1)8時30分～12時00分 特定非営利活動法人日本ティー
ボール協会とかち帯広連盟 不問
帯広市西８条南１６丁目３番地１

帯広市

日常清掃（マルハン柏
林台店／帯広市）

○パチンコ遊技場の日中清掃業務
・床・玄関の清掃、ゴミの処理
・トイレの清掃　他 950円～950円

交替制あり
(1)12時00分～18時30分
(2)11時00分～17時30分
(3)12時00分～15時15分

株式会社クリーンコーポレーショ
ン札幌 20歳

以上
札幌市中央区南２２条西６丁目

帯広市

夜間清掃（マルハン柏
林台店／帯広市）

○パチンコ遊技場の夜間清掃清掃業務
・床、パチンコ台の清掃
・ゴミの処理
・トイレの清掃　他

2,000円～
2,000円

交替制あり
(1)23時00分～0時30分
(2)1時00分～2時30分

株式会社クリーンコーポレーショ
ン札幌 20歳

以上
札幌市中央区南２２条西６丁目

帯広市

（６０歳以上）営業店
長（帯広店）

○「モバイルスペース」の販売営業
・新規訪問、既存顧客への営業
・展示場来場客への接客・商品説明
・見積もり作成、ＰＣを用いた簡易図面の作成

170,000円～
230,000円

(1)8時30分～17時00分 三協フロンテア　株式会社
60歳
以上

千葉県柏市新十余二５
幕別町

施設管理（管理責任者
候補）／契約社員

トムラウシ温泉、東大雪荘でのホテルの施設管
理業務全般
・館内施設全般の設備管理メンテナンス
・建物外周の清掃、冬季除雪業務　、送迎

197,500円～
261,250円

変形（1ヶ月単位）
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

食品製造員（１６：５
０～１：５０）

コロッケ・スナック菓子等の製造に係る業務
（イモの芽取り・皮むき、香辛料・具材の調
合、包装、箱詰め等）

180,700円～
180,700円

変形（1ヶ月単位）
(1)16時50分～1時50分

株式会社　北海道フーズ
18歳
以上

士幌町字士幌西２線１４６
士幌町

食品製造員（８：００
～１７：００）

コロッケ、冷凍食品、スナック菓子等の製造に
係る業務（イモの芽取り・皮むき、香辛料・具
材の調合、包装、箱詰め等）

176,400円～
176,400円

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

株式会社　北海道フーズ

不問
士幌町字士幌西２線１４６

士幌町

支援員／正社員 ○日中一時預り～利用者の送迎（排泄・食事介
助、外出支援）
○居宅介護等～利用者宅にて家事、身体介護
（送迎、日誌等記録の記入、施設内の掃除等）

170,000円～
210,000円

交替制あり
7時00分～21時00分の間
の8時間程度

株式会社　結人和
64歳
以下

帯広市東１条南１７丁目３－１
帯広市

児童支援員／正社員 幼児～高校生徒のお子さんの療育指導、記録、
送迎業務 180,000円～

230,000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

株式会社　結人和
64歳
以下

帯広市東１条南１７丁目３－１
帯広市

事務員／正社員 ・Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌを使用した各種書類の
作成
・伝票、日誌等の書類整理
・清掃等の付随する業務

158,500円～
180,000円

交替制あり
(1)8時00分～18時00分
(2)9時00分～19時00分
8:30～18:30の間の8時間

株式会社　結人和
64歳
以下

帯広市東１条南１７丁目３－１
帯広市

河川工事の土木施工管
理（帯広市）

○河川工事の土木施工管理業務
・工事スケジュールの作成、管理
・現場での測量、墨出、図面の作成、修正
・作業責任者への指示出し、安全管理　等

350,000円～
550,000円

(1)8時00分～17時00分 株式会社　アイエンジニアリング
スタッフ 不問
札幌市中央区北２条東１７丁目

帯広市

（ハートケア職員）介
護職員／ケアクルー
（帯広ＷＯＷ）

○デイサービスにおける介護業務
・入浴、排せつ、食事介助などの身体介助
・送迎業務、レクリエーション業務
・イベントの企画、運営　等

179,224円～
184,384円

変形（1ヶ月単位）
8時15分～18時00分の間
の8時間程度

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

電気工事士（帯広市） ○一般又は工場内の内線電気工事全般
・配線・配管工事
・照明器具・機器取付・接続作業等
・電気関係設備の清掃・メンテナンス　等

185,000円～
260,000円

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

拓北電業　株式会社
64歳
以下

札幌市中央区北８条西２０丁目
帯広市

工場内の電気設備の保
守管理及び一般電気設
備工事（帯広市）

○一般又は工場内の内線電気工事全般
・配線・配管工事
・照明器具・機器取付・接続作業等
・電気関係設備の清掃・メンテナンス　等

185,000円～
250,000円

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

拓北電業　株式会社
64歳
以下

札幌市中央区北８条西２０丁目
帯広市

現場管理業務（現場代
理人）（帯広市）

○電気設備工事の現場管理業務全般
・現場打合せ、書類作成
・現場工程管理・安全管理全般
・施工図作成、見積書作成　等


229,000円～
320,000円

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

拓北電業　株式会社
64歳
以下

札幌市中央区北８条西２０丁目
帯広市

5月8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



01010-18241231 就業場所 12

01010-17944431 就業場所 12

01040- 5224631 就業場所 12

01040- 5248731 就業場所 12

01040- 5093231 就業場所 12

01040- 4951531 就業場所 12

01040- 4835931 就業場所 12

01040- 4854831 就業場所 12

01090- 4095231 就業場所 12

01090- 4101531 就業場所 12

01090- 4103731 就業場所 12

01040- 5379631 就業場所 12

01040- 5383531 就業場所 12

01010-18415931 就業場所 12

パンの製造販売（幕別
町）

・パンの陳列業務、オーブン焼成業務
・面台業務：パンの成形・仕込み
（慣れてきたら、店長代行業務・店長業務に就
く可能性あり）

930円～1,150
円

(1)8時00分～13時00分
(2)12時00分～17時00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

幕別町

食品製造員（１６：５
０～２１：５０）

コロッケ・冷凍食品・スナック菓子等の製造に
係る業務
（イモの芽取り・皮むき、香辛料・具材の調
合、包装、箱詰め等）

1,025円～
1,025円

(1)16時50分～21時50分 株式会社　北海道フーズ

不問
士幌町字士幌西２線１４６

士幌町

食品製造員（９：００
～１４：００）

コロッケ、冷凍食品等の製造に係る業務
（イモの芽取り・皮むき、香辛料・具材の調
合、包装、箱詰め等）

1,000円～
1,000円

(1)9時00分～14時00分 株式会社　北海道フーズ

不問
士幌町字士幌西２線１４６

士幌町

訪問介護員（帯広東） ◎訪問介護計画書をもとにサービスを提供
・生活支援（調理・洗濯・生活必需品の買い
物、掃除等）
・身体介護（食事・入浴・排泄介助等）

1,198円～
1,408円

交替制あり
(1)7時00分～9時00分
(2)15時00分～18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

訪問介護員（ホームヘ
ルパー）（帯広東）

○利用者宅での身体介護（食事介助・入浴介
助・排泄介助など）
○生活援助サービス（掃除・洗濯・買物など）

1,198円～
1,408円

交替制あり
8時00分～20時00分の間
の3時間程度

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

訪問介護員（ホームヘ
ルパー）（帯広）

○利用者宅での身体介護（食事介助・入浴介
助・排泄介助など）
○生活援助サービス（掃除・洗濯・買物など）

1,198円～
1,408円

交替制あり
8時00分～20時00分の間
の3時間程度

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

支援員 ○障がい児・者に対する生活支援（排泄介助、
外出支援、食事介助・見守り）
○居宅介護（家事・身体介護）
○社有車又は自家用車による送迎業務等

950円～1,150
円

交替制あり
(1)13時30分～17時30分
(2)13時00分～18時00分
9時～18時の間6時間程度

株式会社　結人和

不問
帯広市東１条南１７丁目３－１

帯広市

★初心者★利用者の
チャレンジを一緒に行
う介護支援員

・体操教室等どこかの教室に所属し利用者とと
もに活動
・利用者さんの笑顔を作る業務（力を使う介護
業務なし）

920円～1,200
円

変形（1年単位）
(1)8時30分～16時30分

株式会社　花

不問
帯広市西１６条南５丁目１９－２

帯広市

ポスティングスタッフ
／パート

○ポスティング業務
（帯広、芽室、音更、札内エリアでのチラシ配
布）

920円～1,000
円

9時00分～18時00分の間
の1時間以上

株式会社ダッシュ

不問
帯広市西５条南１５丁目３番地
ドットコム帯広市

給食（離乳食）調理補
助

○認可保育所での給食（離乳食）の調理補助
・材料のカット、計量、調理
・食器、器具の洗浄、清掃
・その他、調理場に関すること

1,050円～
1,070円

(1)8時30分～13時30分
(2)8時30分～14時30分

社会福祉法人　帯広保育事業協会
みのり保育園 不問
帯広市西２２条南４丁目１１－１

帯広市

駐車場管理人 ○帯広ドクタータウン駐車場での駐車場管理業
務全般
・駐車する車の配置・誘導
・場内の清掃・保守

930円～950円

交替制あり
8時30分～16時30分の間
の4時間程度

株式会社　ナカジマ薬局

不問
帯広市西７条南７丁目２－６

帯広市

（請）清掃員（帯広稲
田）

○学校トイレ清掃
・床除塵、モップ掛け
・備品拭き・トイレ清掃・ゴミ収集など


950円～950円

(1)9時00分～12時00分 北勝ビル管財　株式会社

不問
音更町南鈴蘭北３丁目６番地７

帯広市

介護付有料老人ホーム
施設内清掃（帯広市東
１０条）

介護老人保健施設でのエントランス床・共用
部・トイレ・浴場等、全般の清掃業務

920円～920円

(1)9時00分～12時00分 株式会社クリーンコーポレーショ
ン札幌 不問
札幌市中央区南２２条西６丁目

帯広市

介護職員／ケアクルー
（帯広ＷＯＷ）

○デイサービスにおける介護業務
・入浴、排せつ、食事介助などの身体介助
・送迎業務、レクリエーション業務
・イベントの企画、運営　等

1,042円～
1,072円

変形（1ヶ月単位）
(1)8時15分～13時30分
(2)12時00分～18時00分
8:15～18時の間8時間程

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


