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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。

ハローワークおびひろ
（帯広公共職業安定所）

℡ 0155-23-8296

フルタイム求人

職

種

仕事の内容

賃

金

就業時間

事業所名・所在地・就業場所 年

齢

求人番号

生活相談員兼介護職員 デイサービスでの生活相談員業務○計画
書、モニタリング等の作成や取り交わし○
（帯広市）

01010-47076481

お客様について、ご家族様やケアマネー
ジャーへ報告・連絡・相談○デイサービス
における送迎業務・介護補助業務等

（パ）短期アシスタン 社員の指示のもと、業務全般の補助を担当
○電話、来客の一次応対、店内外清掃（除
ト（帯広市）

01010-47235781

雪）○書類や鍵の受渡し○管理会社や物件
をまわってもらいます。＊車両持込者限定
（ガソリン代支給）

（契）保育士・幼稚園 ＹＭＣＡの保育園・幼稚舎での幼児教育、
指導、保育の担当、クラス管理、プログラ
教諭（音更町・札幌
ム企画等。 ＊採用日：平成３１年４月１
市・北見市）
日
ＹＭＣＡの保育園・幼稚舎での幼児教育、
保育士・幼稚園教諭
（音更町・札幌市・北 指導、保育の担当、クラス管理、プログラ
ム企画等。＊採用日：平成３１年４月１日
見市）

変形（１ヶ月単位）
8時00分～18時00分の間
195,000円～ の8時間程度

258,000円

就業場所

(1) 9時50分～18時30分

形成を助ける。 ＊主に水泳、体操、サッ
カークラス。幼児～小学生に対する指導と
野外活動等の指導も担当できれば尚良い。
01010-47357881
＊採用：平成３１年４月１日
（契）体育指導職（音 ＹＭＣＡの体育活動に参加する会員に対
し、専門的な技術指導と助言を与え、人格
更町・札幌市・北見
形成を助ける。＊主に水泳、体操、サッ
市）
カークラス。幼児～小学生に対する指導と
野外活動等の指導も担当できれば尚良い。

常口アトム

札幌市中央区北２条西３-１-１２
就業場所

変形（１ヶ月単位）
159,000円～ 8時00分～19時00分の間
216,000円 の7時間
変形（１ヶ月単位）
159,000円～ 8時00分～19時00分の間
216,000円 の7時間
変形（１ヶ月単位）
9時00分～21時00分の間
159,000円～ の7時間程度

200,000円

帯広市

公益財団法人

1
北海道ＹＭＣＡ

不問
札幌市中央区南１１条西11-2-5
就業場所 音更町、札幌市、北見市
公益財団法人 北海道ＹＭＣＡ
札幌市中央区南１１条西11-2-5
音更町、札幌市、北見市
公益財団法人 北海道ＹＭＣＡ

就業場所

変形（１ヶ月単位）
(1) 9時00分～17時00分
159,000円～ (2)14時00分～22時00分

200,000円

研究調査補助（小豆菜 十勝農業試験場において、研究調査補助と
して「小豆菜豆」の部署にて、調査、脱
豆）

穀、種子選別作業を行っていただきます。
○脱穀調査、種子選別、分析調査等
01040-14191081
施設の管理・運営／正 観光交流拠点施設「とかちむら」にて施設
の管理・運営全般 ○各テナントとの連絡
社員
調整○産直市場での販売業務○施設の簡易
な修繕作業○施設内通路等の清掃・除雪作
業○施設屋上の排雪作業等
01040-14220081

トラック配送／正社員 帯広の本社にて、ユニック付トラック（８
ｔ）で、製材を配送〇配送範囲は十勝管内
です。〇帯広の本社から建設現場へ配送し
ます。〇主にユニックを使っての作業にな
ります。※移動式クレーン、玉掛けをお持
ちの方は優遇します。

コールセンター事務員 ○代表電話対応○患者様の予約調整ほか
／（フルタイム契約職
員）

皮膚科形成外科において医療事務業務を担
当〇レセプト、電子カルテの作成等〇窓口
業務（受付、金銭授受）〇医院内の庶務全
般〇簡易な看護補助（つめ削りの時の補
助、器具の洗浄） ＊医療事務の実務経験
があり、レセプトチェック、電子カルテ
（メディカルステーション）のできる方。

（経理ソフトを使用した入力等）○経理処
理に係わる原価計算（社内書類）○上記以
外の会社内に係わる事務作業全般 ※就業
時間について：（１）は火・水・木・金・
土曜日、（２）は月曜日の勤務時間

(1) 8時45分～17時30分

122,220円～
129,010円

1

北海道ＹＭＣＡ

音更町、札幌市、北見市

地方独立行政法人北海道立総合研究
機構農業研究本部 十勝農業試験場

芽室町新生南９線２番地
芽室町
ＳＰＣとかちむら株式会社

就業場所

変形（１年単位）
(1)10時00分～19時00分
155,000円～ (2) 9時30分～18時30分

155,000円
変形（１年単位）
(1) 7時45分～17時15分
180,000円～ (2) 8時00分～16時30分

240,000円

1
株式会社

59歳
以下

帯広市西１３条南１６丁目１
就業場所

変形（１ヶ月単位）

帯広市

社会医療法人北斗

1
北斗病院

140,800円～ (1) 8時45分～17時15分
140,800円 (2) 8時45分～12時30分 帯広市稲田町基線７番地５

不問

就業場所

変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分
155,300円～ (2) 8時30分～18時30分

190,300円

帯広市
株式会社 フジライフ
ヒルズるくる

1
シルバー

59歳
以下

帯広市西３条南６丁目２番地１
就業場所

(1) 8時30分～17時30分

153,520円～
161,600円

不問

59歳
以下

帯広市

中島木材商事

1

1

帯広市西６条南６丁目３番地
就業場所

帯広市

はるこま皮膚科形成外科
哉

1
巌

文

59歳
以下

帯広市西１８条南４-１６-３
就業場所

157,000円～
162,000円

1

不問
就業場所

経理事務・一般事務／ 総務課にて、経理処理を含む会社全体の事
務業務を担当（主な担当事務）○経理処理
正社員

59歳
以下

札幌市中央区南１１条西11-2-5

01040-14228281

事務職員（嘱託職員） ◯入居者様利用料計算、請求業務◯介護報
酬計算、請求業務◯勤怠締業務、労務管理
〇社会保険、雇用保険、中退共加入手続き
等（喪失手続き等も）〇窓口対応、電話対
応、売店管理、郵便物管理等 ※就業時間
について：（１）（２）のシフト制
01040-14263381

音更町、札幌市、北見市

公益財団法人

1

59歳
以下

札幌市中央区南１１条西11-2-5

01010-47374281

01040-14280381

株式会社

1

就業場所

体育指導職（音更町・ ＹＭＣＡの体育活動に参加する会員に対
し、専門的な技術指導と助言を与え、人格
札幌市・北見市）

01040-14270181

帯広市

59歳
以下

不問

159,600円～
159,600円

01010-47335081

医療事務職員

北海道圏

札幌市中央区南１５条西13-2-18

01010-47309281

01040-14224581

株式会社ツクイ

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

帯広市

1

川岸電設株式会社

25歳
以下
帯広市西２条南３８-４-１４
就業場所

帯広市

1

保育業務（忠類保育
所）

町立忠類へき地保育所における保育業務〇
乳幼児（０才児～未就学児童）の保育業務
〇日誌作成〇行事の運営〇保護者との連絡
（れんらく帳記入等） ※就業時間につい
て：（１）～（４）のシフト制勤務

変形（１ヶ月単位）
(1) 7時30分～16時15分
156,800円～ (2) 8時30分～17時15分
156,800円 (3) 9時15分～18時00分
(4) 9時45分～18時30分

トラック乗務員／正社 ２ｔ・４ｔルートドライバー ＊ルートは
員（十勝管内近郊エリ 十勝管内近郊エリア・道東エリア等＊入社
１ヶ月程度は、先輩の車に同乗し仕事の流
ア・道東エリア）

変形（１ヶ月単位）
(1)12時50分～15時30分
195,000円～ (2)21時25分～ 5時35分
195,000円 (3) 1時30分～ 7時00分

01040-14287281

01040-14288181

乳製品検品・製造工

01040-14290981

支援員／正社員
01040-14291581

保育士／正社員

01040-14292481

歯科受付／正社員

れを覚えていただき運転の練習も行いま
す。

22010-37694381

店舗スタッフ（正社
員）／河東郡音更町
22010-37700581

店舗スタッフ（正社
員）／中川郡幕別町
22010-37704281
パートタイム求人

乳製品検品・製造業務◯乳製品の検品等の
軽作業◯乳製品（ナチュラルチーズ等）の
製造作業（オペレーター）業務 ＊就業時
間について：（１）～（３）のシフト制勤
務。その他、６時～２２時の間で約９通り
の就業パターンがあります。

変形（１ヶ月単位）
(1) 6時00分～14時00分
147,547円～ (2) 8時00分～16時00分
(3)14時00分～22時00分

◯障害を持たれている方が行う業務の状況
を把握し、作業の際の見守り及びその方に
あった支援をする仕事です。 ＊未経験の
方歓迎します。
豊川小児科内科医院において保育士として
の業務を行っていただきます。◯病気のこ
ども達（生後６ヶ月～小学６年生まで）の
保育業務 ＊４人体制で４～８人の保育予
定＊社用車（ワンボックスカー）使用の送
迎業務の可能性あり

変形（１ヶ月単位）
170,000円～ (1) 8時45分～17時30分

受付および歯科助手の業務◯患者様応対、
電話応対、治療の予約、会計業務◯カルテ
へ問診内容の入力（パソコン使用）◯他、
事務作業◯院内清掃

変形（１ヶ月単位）
(1) 9時00分～19時00分
190,000円～ (2) 9時00分～13時00分
210,000円 (3) 9時00分～17時00分

◆接客を重視した、商品提案のお仕事で
す。◆自身の経験を活かして活躍すること
が可能です。◆ＣＭでおなじみの眼鏡市場
で様々な世代のお客様と関わることができ
ます。
◆接客を重視した、商品提案のお仕事で
す。◆自身の経験を活かして活躍すること
が可能です。◆ＣＭでおなじみの眼鏡市場
で様々な世代のお客様と関わることができ
ます。
◆接客を重視した、商品提案のお仕事で
す。◆自身の経験を活かして活躍すること
が可能です。◆ＣＭでおなじみの眼鏡市場
で様々な世代のお客様と関わることができ
ます。

デイサービスにおける朝・夕の送迎業務○
専用車両の運転、各種点検、洗車○車いす
移動時等の介護補助○事業所まわりの用務
業務○車両清掃作業、書類整備等
01010-47082981
事務補助（図書館）／ 図書館における事務補助業務○図書の整理
○カウンター業務○館内での接客○基本的
平日勤務
なパソコン操作 ※火～金曜日の勤務

147,547円

コールセンター事務員 ○代表電話対応○患者様の予約調整ほか
／（パートタイム）

190,000円

01040-14269881

調理補助
01040-14276481

ホテルフロント

変形（１ヶ月単位）
8時00分～18時30分の間
165,000円～ の8時間

190,000円

01040-14293781

1

札幌新聞輸送株式会社帯広営業所
芽室町東芽室基線１９番２９
芽室町

雪印メグミルク
工場

1
株式会社

大樹

不問
大樹町緑町３５
大樹町

株式会社

1

しんかーず

帯広市西３条南３８丁目１-７
帯広市
医療法人社団 一志会 豊川小児
科内科医院

変形（１ヶ月単位）
(1)10時30分～19時30分

音更町

1

帯広市西１８条南２丁目５－４
帯広市

不問

静岡県静岡市葵区伝馬町８－６
変形（１ヶ月単位）
(1)10時30分～19時30分

帯広市

1

株式会社 メガネトップ （眼鏡市
場・アルク・レンズスタイル・レン
ズダイレクト）

不問

静岡県静岡市葵区伝馬町８－６
変形（１ヶ月単位）
(1)10時30分～19時30分

音更町

1

株式会社 メガネトップ （眼鏡市
場・アルク・レンズスタイル・レン
ズダイレクト）

不問

静岡県静岡市葵区伝馬町８－６
就業場所

(1) 7時00分～ 9時45分
835円～ (2)15時45分～17時45分

835円

幕別町

株式会社ツクイ

1
北海道圏

不問
札幌市中央区南１５条西13-2-18
帯広市
帯広市役所

就業場所

(1) 8時45分～10時45分
877円～ (2) 8時45分～17時30分

877円
変形（１ヶ月単位）
880円～ 8時45分～17時15分の間
880円 の4時間程度

◯入居者様利用料計算、請求業務◯介護報
酬計算、請求業務◯勤怠締業務、労務管理
〇社会保険、雇用保険、中退共加入手続き
等（喪失手続き等も）〇窓口対応、電話対
応、売店管理、郵便物管理等 ※就業時間
について：（１）（２）のシフト制
産直市場の新規事業を２０１９年１月１日
から引き受けるため、以下の業務を行なっ
ていただきます。◯レジ業務◯商品陳列◯
品出し◯電話応対◯接客対応 等 ※扱う
商品は農産物、菓子、畜産品が中心です。
重くても１０ｋｇ程度までです。
天然温泉ホテル鳳乃舞音更にて、レストラ
ン厨房業務を担当◯朝食・夕食の準備、調
理及び片付け等◯宴会・法要等の準備、調
理及び片付け等
◯フロントで接客、応対◯チェックイン、
チェックアウト業務◯電話応対◯清算業務
等

変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分
835円～ (2) 8時30分～18時30分

三協ロジスティクス（株）大正事業所（大
正町東１線９８）帯広大正農協構内、選果
場における野菜の選別作業 ◯ベルトコン
ベアで運ばれてきた長芋の選果作業

(1) 8時30分～16時30分

835円

2

不問
帯広市西５条南７丁目１
就業場所 帯広市
社会医療法人北斗 北斗病院

2

不問
帯広市稲田町基線７番地５
帯広市
株式会社 フジライフ シルバー
ヒルズるくる

就業場所

2

不問

帯広市西３条南６丁目２-１
就業場所

(1) 9時00分～14時00分
(2)14時00分～20時00分
835円～ (3)14時00分～19時00分

900円

帯広市

2

ＳＰＣとかちむら株式会社

不問
帯広市西６条南６丁目３番地
就業場所

5時00分～20時45分の間
850円～ の4時間以上

850円
(1) 7時00分～11時00分

850円～
850円
850円～
850円

64歳
以下
1

株式会社 メガネトップ （眼鏡市
場・アルク・レンズスタイル・レン
ズダイレクト）

就業場所

201,000円～
237,000円

1

プラス歯科クリニック

就業場所

201,000円～
237,000円

64歳
以下

不問
就業場所

201,000円～
237,000円

18歳
～59
歳

音更町木野西通８丁目１-１４

01040-14277781

（請）長芋の選果

幕別町

就業場所

01040-14219781

店舗スタッフ

就業場所

就業場所

01040-14192381

01040-14264681

幕別町本町１３０番地１

就業場所

送迎職員（帯広市）

事務職員（パート職
員）

不問

就業場所

01040-14294881

店舗スタッフ（正社
員）／帯広市

幕別町役場

帯広市

2

丸富士三浦建設株式会社 天然温
泉ホテル鳳乃舞音更
不問
音更町木野西通１７丁目５-１３
就業場所 音更町
2
丸富士三浦建設株式会社 天然温
泉ホテル鳳乃舞音更
不問
音更町木野西通１７丁目５-１３
就業場所 音更町
2
三協ロジスティクス 株式会社

不問
芽室町東芽室北１線１８番地
就業場所 帯広市

2

