
フルタイム求人

仕事の内容 賃　金 年　齢
求人番号

01010-21801831 就業場所 11

01010-21804431 就業場所 11

01040- 5987231 就業場所 11

01040- 6005731 就業場所 11

01040- 6010831 就業場所 11

01040- 6011231 就業場所 11

01040- 6015331 就業場所 11

01240- 9481431 就業場所 11

01240- 9529631 就業場所 11

01040- 6013431 就業場所 11

01040- 6009131 就業場所 11

01040- 6007631 就業場所 11

01041-  304531 就業場所 11
パートタイム求人

01010-21763031 就業場所 12

01040- 5988531 就業場所 12

01040- 5993031 就業場所 12

食品工場内作業スタッ
フ／週２日以上

食肉工場内作業の業務でお肉のカット、包
装などが主な仕事です◯お肉のカット・野
菜のカットは簡単な作業なのですぐ慣れま
す◯餃子の製造等◯商品のラベル貼り

900円～1,000
円

8時30分～17時00分の間
の3時間以上

株式会社　ホクコー

不問
帯広市西１９条南１丁目７番

帯広市

介護職員（夜間専門） 夜間介護業務全般を行っていただきます。
◯食事介助◯就寝時の着替え、排泄介助◯
夜間の見回り、巡回◯起床時の着替え、排
泄介助◯洗顔、整髪等の介助

1,000円～
1,200円

変形（1ヶ月単位）
(1)18時00分～9時00分
(2)20時00分～9時00分

株式会社　アン・ライフサポート
アンのいえ１ 18歳

以上
帯広市西９条南１７丁目１番地

帯広市

調理員（帯広市西１３
条）

病院で朝・昼・夕の食事を提供するお仕事
です。調理、盛付、配膳、下膳、食器洗浄
など、厨房内業務全般を行っていただきま
す。

1,400円～
1,400円

(1)17時00分～19時30分 株式会社　ＬＥＯＣ

不問
札幌市中央区北１条西４丁目２

帯広市

記帳専任職員／正職員 〇中小企業の記帳など経理指導及び代行
〇労務、税理申請などの支援
〇各種補助金申請の補助
〇イベントのサポートなど

154,600円～
250,000円

(1)8時45分～17時30分 本別町商工会
39歳
以下

本別町北１丁目４番地１９
本別町

土木施工管理技士／正
社員

◯一般土木の管理業務◯公共の建築、土木
工事の現場代理等◯役所関係での書類作
成、見積書作成、積算、提出書類等（着工
届、写真、測量等）

350,000円～
500,000円

変形（1年単位）
(1)7時30分～17時00分

株式会社ティージーオー開発

不問
幕別町札内みずほ町１４３

幕別町

産業廃棄物処理作業員
／正社員

〇植物油精製工場及び鉱物油精製工場での
作業全般
〇構内作業
〇グリストラップ清掃

163,600円～
163,600円

(1)8時00分～17時00分
(2)7時45分～17時15分

有限会社　十勝リサイクル
59歳
以下

中札内村東戸蔦東５線１５５
中札内村

貨物自動車運転手／正
社員

土木工事現場や農家さんへの砂利の運搬ま
た、農産物の輸送を行っています。
運搬範囲：十勝管内

200,000円～
230,000円

(1)8時00分～17時00分 士幌運輸　有限会社
64歳
以下

士幌町字士幌西２線１３８番地
士幌町

研究支援職（農業） 試験ほ場の農作物の管理作業、農業機械の
操作、家畜の飼養管理や調査補助等の研究
補助等を行っていただきます。

154,600円～
175,300円

(1)8時45分～17時30分 地方独立行政法人　北海道立総合
研究機構本部 59歳

以下
札幌市北区北１９条西１１丁目

長沼町,岩見沢市,滝川市,新得町

栄養士（帯広市） 当社の帯広営業所にて受託している病院や
福祉施設の献立作成・食材発注業務を行っ
て頂きます。

188,000円～
257,000円

変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～18時00分

株式会社　日総
59歳
以下

札幌市東区東苗穂３条３丁目１
帯広市

旬な肴と串と酒　胤
料理長候補／正社員

「旬の肴と串と酒　胤」の料理長候補を募
集しています。主な業務内容は、食材の仕
入れ、仕込み、調理　一般的な居酒屋での
調理業務がメインとなっています。

220,000円～
400,000円

(1)13時00分～22時00分
(2)14時00分～23時00分
(3)16時00分～0時00分

株式会社　ＨＩＲＡＭＥＫＩ
18歳
以上

帯広市東２条南２０丁目４番地
帯広市

障がい者支援事業所支
援員（介護福祉士・保
育士）／正職員

〇身体介護（食事、排泄、衛生管理、環境
整備等）〇レクリエーションや趣味活動の
サポート〇自立に必要な生活支援の支援〇
ご利用者様の送迎　など

156,700円～
182,300円

交替制あり
8時00分～20時00分の間
の8時間

社会医療法人博愛会　障害者地域
生活支援　てぃんくる帯広西 64歳

以下
帯広市西２４条南２丁目１２

帯広市

障がい者支援事業所支
援員（准看護師）／正
職員

〇身体介護（食事、排泄、衛生管理、環境
整備等）〇レクリエーションや趣味活動の
サポート〇自立に必要な生活支援の支援〇
ご利用者様の送迎　など

167,500円～
190,900円

交替制あり
8時00分～20時00分の間
の8時間

社会医療法人博愛会　障害者地域
生活支援　てぃんくる帯広西 64歳

以下
帯広市西２４条南２丁目１２

帯広市

営業・ＩＣ・設計士・
施工管理技士／正社員

新築住宅・リフォームの営業
新築・リフォーム提案、見積り、施工管理
プランニング、製図

188,000円～
250,000円

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分
(2)9時00分～17時30分

長谷建　株式会社
59歳
以下

幕別町札内みずほ町１６０番地
帯広市

介護職員／正社員 有料老人ホームでの入居者様の１日の生活
における生活全般の介助、介護及び館内業
務全般（清掃業務等）を行って頂きます◯
入浴介助◯食事介助◯排泄介助など

165,000円～
210,000円

変形（1ヶ月単位）
(1)6時00分～15時00分
(2)11時00分～20時00分

株式会社　アン・ライフサポート
アンのいえ１ 64歳

以下
帯広市西９条南１７丁目１番地

帯広市

プロセコカン補助業務
（空調衛生設備／帯
広・釧路）

空調衛生設備工事における施工管理補助業
務に従事して頂きます。 270,400円～

475,750円

(1)8時00分～17時00分 株式会社　メイジン　札幌支店
59歳
以下

札幌市中央区北４条西５丁目１
釧路市,帯広市

プロセコカン補助業務
（土木／帯広・釧路）

土木工事における施工管理補助業務に従事
して頂きます。 270,150円～

485,640円

(1)8時00分～17時00分 株式会社　メイジン　札幌支店
59歳
以下

札幌市中央区北４条西５丁目１
釧路市,帯広市

5月22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

13170-20229631 就業場所 12

01040- 6006331 就業場所 12

01110- 2142531 就業場所 12
季節求人

01041-   28330 就業場所 30

職　　種
就業時間 事業所名・所在地・就業場所

公園清掃業務 〇公園清掃〇除草作業〇落葉除去〇公園施
設、開設、閉設作業〇季節に応じた公園維
持管理に係る軽作業全般○主に手作業での
業務が中心となります

170,654円～
170,654円

(1)8時35分～17時05分 足寄町役場

不問
足寄町北１条４丁目４８番地１

足寄町

調理補助（中川郡本別
町）

施設内での調理補助業務に従事する〇食材
の準備、洗浄、下ごしらえ、切り込み、味
付け等〇食器の準備、盛り付け、調理器
具、食器の洗浄〇厨房内の消毒

1,100円～
1,100円

交替制あり
(1)6時00分～13時45分
(2)11時00分～19時30分

有限会社　角屋

不問
美唄市西２条北１丁目２－３

本別町

キッチン補助業務及び
ホール接客業務

【キッチンスタッフ補助】仕込み、調理補
助、盛り付け、片付け作業、清掃、食器洗
浄【ホールスタッフ】お客様のご案内、注
文、提供、レジ、片付け等の一連の業務

950円～1,000
円

交替制あり
(1)17時00分～22時00分
16時00分～22時00分の間
の5時間程度

株式会社　ライフコーポレーショ
ン　味覚園音更店 不問
音更町木野大通西１４丁目１

音更町

調理（バーミヤン　帯
広白樺）

簡単な調理補助から始めて、調理全般から
洗い場まで担当していただきます〇食事の
盛り付け〇焼き物、揚げ物等の簡単な調理
〇食器洗い、消毒等〇その他付随する業務

920円～920円

(1)16時00分～22時00分
(2)22時00分～0時00分

株式会社　すかいらーくレストラ
ンツ 不問
東京都武蔵野市西久保１－２５

帯広市


