
フルタイム求人

仕事の内容 賃　金 年　齢
求人番号

01040- 1285731 就業場所 11

01040- 1287631 就業場所 11

01040- 1288931 就業場所 11

01040- 1291231 就業場所 11

01040- 1292531 就業場所 11

01040- 1293431 就業場所 11

01040- 1333631 就業場所 11

01040- 1360031 就業場所 11

01040- 1434431 就業場所 11

01040- 1477431 就業場所 11

01040- 1514431 就業場所 11

01040- 1539231 就業場所 11

01040- 1541331 就業場所 11

01040- 1568631 就業場所 11

01040- 1614631 就業場所 11

01040- 1620731 就業場所 11

01040- 1623931 就業場所 11

宴会サービススタッフ
／正社員

結婚式を含む各種ご宴会、会議の際に業務
を担っていただきます。 165,000円～

165,000円

変形（1ヶ月単位）
(1)10時00分～17時20分
(2)12時00分～19時20分
(3)14時00分～21時20分

株式会社勝毎ホールディングス
森のスパリゾート北海道ホテル 59歳

以下
帯広市西７条南１９丁目１

帯広市

児童発達支援管理責任
者（もくの木）／正社
員

放課後デイサービスの自動発達支援管理責
任者として、発達障害を持ったお子様の療
育、施設全体の管理、支援計画作成を対
応。

235,000円～
315,000円

交替制あり
(1)9時00分～18時00分
(2)10時00分～19時00分

ＴＫタクシー　株式会社
64歳
以下

帯広市西１９条南１丁目７
帯広市

料飲サービススタッフ
／正社員

洋食レストラン「バード・ウォッチ・カ
フェ」または和食レストラン「六郎」でウ
エーター、ウエートレスとして業務を担っ
ていただきます。

165,000円～
165,000円

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～16時50分
11時00分～21時20分の間
の7時間以上

株式会社勝毎ホールディングス森
のスパリゾート北海道ホテル 59歳

以下
帯広市西７条南１９丁目１

帯広市

Ｔシャツ製作業務（プ
レス加工他）／正社員

プレス加工作業、Ｔシャツの検品や発送の
梱包作業です。 175,000円～

300,000円

変形（1年単位）
(1)8時30分～18時00分
(2)8時30分～17時30分
(3)8時30分～12時30分

有限会社　アートスペース
59歳
以下

帯広市東１条南９丁目３番地
帯広市

事務職員／第一いずみ
幼稚園

幼稚園事務全般○文書作成、保育科管理
（預り保育含む）○来客、電話応対、ＨＰ
更新○現金出納帳管理

155,000円～
192,000円

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分
(2)8時30分～12時30分

学校法人帯広学園

不問
帯広市大通南１２丁目７番地

帯広市

事務職員（園長補佐）
／第一いずみ幼稚園

園長の補佐役として、園の運営管理を行う
○園内の点検○園内外への文書作成○園行
事引率○幼稚園用品発注　等

185,000円～
250,000円

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分
(2)8時30分～12時30分

学校法人帯広学園

不問
帯広市大通南１２丁目７番地

帯広市

事務職 事務業務全般を行っていただきます○経理
事務　パソコンを使用した伝票入力○電話
受け○来客へのお茶出し　等

140,400円～
140,400円

(1)8時00分～15時00分 丸井アサヒ青果食品　株式会社
69歳
以下

帯広市西７条南９丁目４番地１
帯広市

訪問介護ヘルパー／正
社員

住宅での介護支援の方への身体介助、生活
介助を行っていただきます◯身体介助(入
浴、清拭、排泄、服薬、更衣など)○生活介
助(掃除、洗濯、買い物、調理など)


160,000円～
200,000円

交替制あり
8時00分～21時00分の間
の8時間

合同会社　紡（訪問介護事業所
ひなた） 不問
帯広市西２５条南３丁目３３

帯広市

行政書士業務補助ス
タッフ

行政書士業務の補助スタッフとして従事し
て頂きます○許認可申請書類作成補助○相
続書類作成・戸籍関係収集の補助業務○車
庫証明・自動車登録書類の作成補助業務等

160,000円～
160,000円

(1)9時00分～17時00分 岡崎章特定行政書士事務所

不問
帯広市西１８条南３丁目３３番

帯広市

介護支援専門（ケアマ
ネジャー）／正社員

自宅訪問ケアプラン作成カンファレンス
施設間の連携業務他介護支援業務


180,000円～
230,000円

(1)8時30分～17時15分 合同会社　Ｍｅｖｌａｎａ

不問
帯広市東１２条南５丁目６－５

帯広市

事務補助員（１） 北海道開発局帯広開発建設部において職員
の事務補助を行っていただきます○庶務関
係業務○幹部室前での受付対応等○電話対
応

144,430円～
187,658円

(1)8時30分～17時15分 北海道開発局　帯広開発建設部

不問
帯広市西５条南８丁目

帯広市

ホールスタッフ（２）
／正社員

当社にて以下の業務に従事していただきま
す○料理の注文聞き○料理の提供、片付け
○お客様のご案内、予約対応○レジ会計業
務○商品、消耗品等補充など

212,500円～
246,000円

変形（1ヶ月単位）
11時00分～23時00分の間
の7時間以上

株式会社　平和園 18歳
～35
歳帯広市大通南１２丁目１番地

帯広市,幕別町,士幌町,芽室
町

調理スタッフ／正社員 当社にて以下の業務に従事していただきま
す○仕込み○仕込発注業務○在庫管理○調
理補助○調理提供

212,500円～
246,000円

変形（1ヶ月単位）
11時00分～23時00分の間
の7時間以上

株式会社　平和園 18歳
～35
歳帯広市大通南１２丁目１番地

帯広市,幕別町,士幌町,芽室
町

ホールスタッフ（１）
／正社員

当社にて以下の業務に従事していただきま
す○料理の注文聞き○料理の提供、片付け
○お客様のご案内、予約対応○レジ会計業
務○商品、消耗品等補充など

162,500円～
190,000円

変形（1ヶ月単位）
11時00分～23時00分の間
の7時間以上

株式会社　平和園 18歳
～35
歳帯広市大通南１２丁目１番地

帯広市,幕別町,士幌町,芽室
町

介護職員／正職員 サービス付き高齢者向け住宅での入居者様
の介護業務及び生活等の支援・援助業務と
なります○排泄、食事、入浴等の介護業務
○生活（日々の）等支援業務等

185,100円～
242,000円

変形（1ヶ月単位）
(1)7時30分～16時30分
(2)9時00分～18時00分
(3)8時30分～18時30分

株式会社　フジライフ　ベルラ
ヴィるくる 64歳

以下
帯広市東４条南１０丁目１５

帯広市

介護職員／準職員 サービス付き高齢者向け住宅での入居者様
の介護業務及び生活等の支援・援助業務と
なります○排泄・食事・入浴等の介護業務
○生活（日々の）等の支援業務等

175,100円～
225,200円

変形（1ヶ月単位）
(1)7時30分～16時30分
(2)9時30分～18時30分
(3)10時00分～19時00分

株式会社　フジライフ　ベルラ
ヴィるくる 64歳

以下
帯広市東４条南１０丁目１５

帯広市

介護職員／契約職員 サービス付き高齢者向け住宅での入居者様
の介護業務及び生活等の支援・援助業務と
なります○排泄・食事・入浴等の介護業務
○生活（日々の）等の支援業務等

160,100円～
191,600円

変形（1ヶ月単位）
(1)7時30分～16時30分
(2)9時30分～18時30分
(3)10時00分～19時00分

株式会社　フジライフ　ベルラ
ヴィるくる 不問
帯広市東４条南１０丁目１５

帯広市

2月2日(木)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- 1628531 就業場所 11

01040- 1639331 就業場所 11

01040- 1583631 就業場所 11

01040- 1559331 就業場所 11

01040- 1569931 就業場所 11

01040- 1644531 就業場所 11

01040- 1535931 就業場所 11

01040- 1593131 就業場所 11
パートタイム求人

01040- 1381431 就業場所 12

01040- 1396831 就業場所 12

01040- 1479331 就業場所 12

01040- 1529031 就業場所 12

01040- 1533331 就業場所 12

01040- 1537031 就業場所 12

01040- 1543931 就業場所 12

01040- 1610531 就業場所 12

01040- 1645431 就業場所 12

01040- 1647331 就業場所 12

01040- 1602531 就業場所 12

職　　種
就業時間 事業所名・所在地・就業場所

幕別町スクールバスド
ライバー

幕別町教育委員会から受託している幕別町
内小中学校のスクールバスの運転業務等に
従事していただきます。 920円～920円

交替制あり
6時30分～18時30分の間
の5時間程度

北斗タクシー　有限会社

不問
幕別町札内青葉町１－５

幕別町

倉庫内作業全般（日
中）

倉庫内において、商品の検品や仕分け、梱
包作業などを行うお仕事です。

920円～920円

(1)9時00分～15時30分 日立物流ダイレックス株式会社
帯広営業所 不問
音更町字音更西３線８番地１６

音更町

ホール兼洗い場担当 ホール業務及び洗い物のお仕事です。○お
客様のご案内やお料理、お飲み物のお運び
○洗い物　等

1,050円～
1,050円

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

日本料理　はんなり

不問
帯広市大通南９丁目１１の１

帯広市

客室清掃 ベッドメイクを含む客室清掃全般を担って
いただきます。○客室の清掃○リネン交換
○ベッドメイク○アメニティの確認・交
換・補充　等

920円～920円

9時00分～16時00分の間
の6時間程度

株式会社勝毎ホールディングス
森のスパリゾート北海道ホテル 不問
帯広市西７条南１９丁目１

帯広市

保育補助（帯西幼稚
園）

当幼稚園において、保育補助のお仕事に従
事していただきます。１クラス２０名程度
の園児の保育を担任の先生と一緒に担当し
ていただきます。

920円～1,200
円

交替制あり
(1)9時00分～16時00分
(2)9時00分～15時00分

学校法人帯広学園

不問
帯広市大通南１２丁目７番地

帯広市

預かり保育の保育補助
／第一いずみ幼稚園

当幼稚園において、預かり保育の保育補助
のお仕事に従事していただきます◯１５～
２０名程度の園児の保育を他の先生と一緒
に担当していただきます。

920円～1,100
円

(1)13時00分～17時30分
13時00分～18時00分の間
の4時間以上

学校法人帯広学園

不問
帯広市大通南１２丁目７番地

帯広市

預かり保育の保育補助
／帯西幼稚園

当幼稚園において、預かり保育の保育補助
のお仕事に従事していただきます。預かり
保育を希望する１５～２０名程度の園児を
他の先生と一緒に担当していただきます。

950円～1,200
円

(1)12時30分～17時30分
12時30分～18時00分の間
の5時間程度

学校法人帯広学園

不問
帯広市大通南１２丁目７番地

帯広市

事務職員／第一いずみ
幼稚園

幼稚園事務全般○文書作成、保育科管理
（預り保育含む）○来客、電話応対、ＨＰ
更新○各種資料作成○現金出納帳管理

920円～1,000
円

変形（1年単位）
(1)9時00分～15時00分
(2)8時00分～15時00分

学校法人帯広学園

不問
帯広市大通南１２丁目７番地

帯広市

訪問介護ヘルパー／
パート

住宅での介護支援の方への身体介助、生活
介助を行っていただきます◯身体介助（入
浴、清拭、排泄、服薬、更衣など）◯生活
介助（掃除、洗濯、買い物、調理など）

1,000円～
1,100円

8時00分～20時00分の間
の3時間以上

合同会社　紡（訪問介護事業所
ひなた） 不問
帯広市西２５条南３丁目３３番地
３５ 帯広市

訪問看護師 疾病や障がいを持ちながら療養されている
家庭に訪問し、健康状態の観察、身の回り
のケア、医療的処置、リハビリ等のサービ
スを提供します。

1,500円～
1,700円

8時30分～16時00分の間
の6時間以上

合同会社　Ｍｅｖｌａｎａ

不問
帯広市東１２条南５丁目６－５

帯広市

介護スタッフ／パート 疾病や障がいを持ちながら療養されている
方に、健康状態の観察、身の回りのケア、
医療的処置、リハビリ等のサービスを提供
します

1,100円～
1,300円

8時45分～17時00分の間
の5時間程度

合同会社　Ｍｅｖｌａｎａ

不問
帯広市東１２条南５丁目６－５

帯広市

一般事務（商品受発
注・経理業務・庶務）
経験浅・ブランク可

当社の取扱商品を管理するお仕事です○商
品の受発注○伝票管理○経理業務○庶務業
務

168,800円～
236,400円

(1)9時00分～18時00分 合同会社ＶＡＬＬＥＹｓ
64歳
以下

幕別町本町１２０番地
幕別町

介護員（機能訓練アシ
スタント：正社員）

アシスタント機能訓練員として従事して頂
きます○マッサージ及びストレッチの実施
○トレーニング補助○利用者様の送迎業務
○日々の記録作成等

177,000円～
250,000円

(1)8時30分～17時30分
(2)8時30分～12時30分

株式会社　ヒューマンエイド
59歳
以下

幕別町札内共栄町１１番地１
幕別町

８　農業技能員 トラクターなどの農作業機械の運転
ほ場管理作業など 150,549円～

195,489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
究機構農業研究本部 不問
芽室町新生南９線２番地

芽室町

作業員兼オペレーター 造材、造林の仕事です。伐木、草刈、グ
ラップルを使用しての集材など。仕事の状
況によって機械整備をしていただくことも
あります。

230,000円～
322,000円

(1)7時00分～16時00分 株式会社　緑成
64歳
以下

新得町屈足幸町３丁目７番地
新得町

土木職員／正職員 士幌町役場において、土木関係の事務業務
に従事していただきます。 146,100円～

350,000円

(1)8時30分～17時15分 士幌町役場
29歳
以下

士幌町字士幌２２５番地
士幌町

一般事務 運転手の日報管理、請求書作成、振込業
務、書類整理、電話対応等一般的な事務の
お仕事です。その他雑務もあります。

130,000円～
130,000円

(1)9時00分～16時00分 株式会社　来和工業

不問
音更町ひびき野仲町２丁目６

音更町

一般事務 事務職（経営企画部）の募集となります。
日々の簡単なパソコンの入力作業・請求書
発行・電話の応対・研修資料の作成など、
会社全般を支えるお仕事です。

165,000円～
198,000円

(1)8時00分～17時00分 サンテクノ　株式会社

不問
帯広市西２３条北２丁目１７

帯広市

保育士（ねむの木ほい
くえん）／正社員

帯広市の小規模な保育園にて、保育士とし
て子供の健やかな成長をサポートしていた
だきます。

191,000円～
254,600円

変形（1ヶ月単位）
(1)7時30分～16時30分
(2)9時30分～18時30分
(3)13時00分～22時00分

ＴＫタクシー　株式会社

不問
帯広市西１９条南１丁目７

帯広市


