
フルタイム求人

仕事の内容 賃　金 年　齢
求人番号

01030- 2125531 就業場所 11

01040- 1949131 就業場所 11

01040- 1982131 就業場所 11

01040- 1985231 就業場所 11

01040- 1988731 就業場所 11

01040- 1996731 就業場所 11

01040- 1998631 就業場所 11

01040- 1999931 就業場所 11

01040- 2002731 就業場所 11

01040- 2004631 就業場所 11

01040- 2008831 就業場所 11

01040- 2010731 就業場所 11

01040- 2015031 就業場所 11

01040- 2021931 就業場所 11

01040- 2023031 就業場所 11

01040- 2011331 就業場所 11

01040- 2019431 就業場所 11

支援相談員／正社員 介護老人保健施設にて、入所のほか、短期
入所、通所リハビリ、訪問リハビリの相談
援助業務を担当していただきます。

168,640円～
201,800円

交替制あり
(1)8時30分～17時30分

社会福祉法人　鹿追恵愛会　介護
老人保健施設　もみじの里 64歳

以下
鹿追町鹿追北２線８番地３３

鹿追町

社会福祉士／正社員 ○権利擁護業務、生活困窮者支援業務、重
層支援体制整備事業に関する業務など 160,000円～

280,000円

(1)8時30分～17時15分 社会福祉法人　鹿追町社会福祉協
議会 59歳

以下
鹿追町東町４丁目２番地１

鹿追町

統一地方選挙　選挙物
品施設事務員

統一地方選挙にかかる投開票に使用する物
品の搬出入、整理等を行っていただきま
す。

148,458円～
152,820円

(1)8時45分～17時30分 帯広市役所

不問
帯広市西５条南７丁目１

帯広市

調理員兼支援員（生活
介護フロース）／正社
員

生活介護フロース（利用者定員２０名）で
昼食提供のお仕事です。○下ごしらえから
調理、盛付、配膳、片付け等

168,000円～
198,000円

(1)8時30分～17時30分 株式会社クローバー
64歳
以下

音更町新通１２丁目７－２
帯広市

大型タンクローリー運
転手／正社員

大型タンクローリーによる石油製品の配送
業務◯主にガソリン、軽油、灯油、重油
等、道東エリア全域への配送業務となりま
す。

222,630円～
258,505円

変形（1年単位）
0時00分～23時59分の間
の8時間

ホクブトランスポート　株式会社
帯広支店

18歳
～64
歳帯広市西１８条北１丁目６番地

帯広市

事務スタッフ／正社員 ○経理事務（売上処理、納品書管理、請求
書発行等）○総務事務（営業関連事務、任
意保険事務等）○登録事務（登録書類や車
庫証明書類の作成等）

166,000円～
215,000円

(1)9時00分～18時00分 株式会社ホンダカーズ帯広
35歳
以下

帯広市西２１条南１丁目１５
帯広市

介護員／正社員 ◯バイタル測定◯移動・移乗介助○食事介
助○入浴介助○トイレ介助◯機能訓練補助
◯簡単なタブレット端末操作◯社用車（１
ＢＯＸ等）での送迎（５～６名）ほか

180,000円～
200,000円

(1)8時30分～17時30分
(2)8時30分～12時30分

合同会社　のどか

不問
帯広市東１２条南５丁目１０

帯広市

ルート営業／正社員 当社にて営業として業務を行なっていただ
きます○十勝管内（学校・官公庁・商社
等）のルート営業○オフィス空間の提案○
教育に関する教材、商品等の販売

155,000円～
220,000円

(1)8時30分～17時30分 株式会社　カネタ
44歳
以下

帯広市西７条南１丁目９番地
帯広市

看護師（嘱託職員） 外来看護師業務
171,000円～
230,000円

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時00分

社会福祉法人北海道社会事業協会
帯広病院(帯広協会病院) 不問
帯広市東５条南９丁目２番地

帯広市

看護師／正職員 看護業務（３交替または２交替）
病棟勤務で、看護業務を行っていただきま
す。

174,400円～
269,700円

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時00分
(2)16時30分～1時00分
(3)0時30分～9時00分

社会福祉法人北海道社会事業協会
帯広病院(帯広協会病院)

18歳
～59
歳帯広市東５条南９丁目２番地

帯広市

言語聴覚士／正社員 帯広協会病院にて言語聴覚士としてリハビ
リ業務を行って頂きます。対象となるの
は、脳血管疾患・廃用疾患・呼吸器疾患・
がん疾患などです。

156,300円～
257,600円

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時00分
(2)8時30分～12時15分
(3)10時00分～18時30分

社会福祉法人北海道社会事業協会
帯広病院(帯広協会病院) 59歳

以下
帯広市東５条南９丁目２番地

帯広市

臨床工学技士／正社員 臨床工学技士業務全般を行っていただきま
す◯ペースメーカー◯透析◯心臓カテーテ
ル検査◯医療機器管理　など

156,300円～
295,800円

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

社会福祉法人北海道社会事業協会
帯広病院(帯広協会病院) 40歳

以下
帯広市東５条南９丁目２番地

帯広市

法務技官（作業専門
官）木工、機械、金
属、農業／正職員

被収容者に対する作業教育、職業訓練等の
指導並びに作業の安全衛生及び企画等の業
務に従事する。

211,600円～
380,900円

(1)8時30分～17時00分 帯広刑務所
59歳
以下

帯広市別府町南１３線３３番地
帯広市

生活支援員／正社員 ○利用者（身体障がい者、精神障がい者、
高齢者の要介護者）の介護全般○入浴、排
泄、食事介助等○機能訓練補助○レクリ
エーション考案、運営等

165,000円～
245,000円

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

株式会社　らいぱる
64歳
以下

帯広市東２条南１６丁目１１番地
１ 帯広市

介護職員／正社員 有料老人ホーム内での入居者様の１日の生
活における全般の介助・介護を行っていた
だきます◯入浴介助◯食事介助◯排泄介助
◯掃除、洗濯等の家事援助等

165,000円～
245,000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　らいぱる
64歳
以下

帯広市東２条南１６丁目１１
帯広市

介護職員／正職員 ○食事、入浴、排せつ介助などの介護全般
○送迎業務○レク・行事企画、実施 182,210円～

257,450円

(1)8時30分～17時30分 社会福祉法人真宗協会　デイサー
ビスセンター帯広慈恩の里 64歳

以下
帯広市空港南町３０３番地１

帯広市

（十勝）相談支援員
（十勝管内）

☆北海道の委託事業です＊十勝管内の生活
に困った方の相談業務です。○ＰＣなどの
入力業務○役場との連絡業務

226,000円～
236,000円

(1)9時00分～18時00分 有限会社　ウィルワーク

不問
旭川市豊岡１条２丁目１－１６

帯広市

2月7日(火)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- 1959031 就業場所 11

01040- 1962731 就業場所 11

01040- 2013931 就業場所 11

01040- 2014131 就業場所 11

01040- 2020631 就業場所 11

01040- 1939631 就業場所 11

01041-   66731 就業場所 11

01041-   68631 就業場所 11
パートタイム求人

01010- 6255231 就業場所 12

01040- 1960531 就業場所 12

01040- 1980631 就業場所 12

01040- 1984831 就業場所 12

01040- 2000531 就業場所 12

01040- 2012631 就業場所 12

01040- 2017231 就業場所 12

01040- 2022131 就業場所 12

01040- 1961431 就業場所 12
季節求人

01041-    7930 就業場所 30

職　　種
就業時間 事業所名・所在地・就業場所

建設機械・除雪車運転
手及び土木作業員／季
節

○土木工事の建設機械の運転、除雪車の運
転業務等に従事していただきます。○道路
維持及び土木工事の作業

250,000円～
280,000円

(1)7時00分～17時00分 株式会社　石橋建設

不問
陸別町字陸別基線３１２番地

陸別町

（請）施設警備員（本
別町国民健康保険病
院）

本別町国民健康保険病院にて、以下の施設
警備業務に従事します○夜間における病院
内外の警備業務○施設内の巡回、点検及び
急患の案内等の業務　ほか

1,170円～
1,170円

(1)17時15分～7時15分 オルフィー十勝
18歳
以上

帯広市西１３条南３０丁目１
本別町

（請）託児業務及び軽
清掃（第一自動車学
校）

当社請負先において託児業務を行っていた
だきます。〇託児業務○託児施設の軽清掃
等＊軽清掃は託児業務の間にできる簡単な
掃除です。

920円～920円

(1)11時00分～15時00分
(2)9時00分～13時00分

帯広ビル管理　株式会社

不問
帯広市大通南１５丁目１９

帯広市

検査補助（家畜保健衛
生所）／会計年度任用
職員

家畜の検査及び事務の補助業務○パソコン
によるデータ入力○書類作成○文書整理○
検査器具の準備、洗浄

920円～1,119
円

(1)9時00分～16時00分
8時46分～17時30分の間
の6時間程度

北海道十勝総合振興局

不問
帯広市東３条南３丁目１

帯広市

レンタカー受付スタッ
フ／パート

○レンタカー店舗でのお客様対応○電話、
ネットでの予約受付や事務業務○店舗間の
配送業務

1,000円～
1,000円

9時00分～18時00分の間
の6時間程度

株式会社ホンダカーズ帯広

不問
帯広市西２１条南１丁目１５

帯広市

看護師（パート） 看護師業務
 1,175円～

1,595円

変形（1ヶ月単位）
8時00分～17時00分の間
の6時間以上

社会福祉法人北海道社会事業協会
帯広病院(帯広協会病院) 不問
帯広市東５条南９丁目２番地

帯広市

生活支援員 ○利用者（身体障がい者、精神障がい者、
高齢者の要介護者）の介護全般○入浴、排
泄、食事介助　等○機能訓練補助○レクリ
エーション考案、運営等

920円～1,300
円

8時30分～17時30分の間
の3時間以上

株式会社　らいぱる
64歳
以下

帯広市東２条南１６丁目１１
帯広市

介護職員（夜間専門）
／契約社員

有料老人ホーム内で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、排泄介助ほか

1,000円～
1,400円

変形（1ヶ月単位）
(1)20時00分～9時00分

株式会社　らいぱる
18歳
以上

帯広市東２条南１６丁目１１
帯広市

清掃員 十勝管内の会社、事務所、一般家庭での清
掃業務全般を行っていただきます。○床
ワックス清掃○窓ガラス清掃○ハウスク
リーニング

980円～1,200
円

(1)8時30分～17時30分 オルフィー十勝

不問
帯広市西１３条南３０丁目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（マルハン柏林台店）の日
中清掃業務を行っていただきます。○床・
玄関の清掃、ゴミの処理○トイレの清掃○
その他

950円～950円

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

土木技術者 ○十勝管内の現場の施工管理○工事経過を
残すためにパソコンを使っての写真管理及
び出来形管理○役所提出する書類の作成○
現場代理人の補助

185,000円～
252,000円

(1)7時30分～17時00分 道東建設工業　株式会社
59歳
以下

足寄町西町７丁目３番地８
足寄町

道の駅正社員スタッフ ○問い合わせ等の電話対応○レジ接客対応
○商品管理○館内の清掃業務○設備管理業
務○売上管理業務（レジ締め、日報の作
成）○事務作業全般

160,000円～
250,000円

交替制あり
(1)7時00分～16時00分
(2)9時00分～18時00分

特定非営利活動法人　銀河ほんべ
つ 不問
本別町北３丁目１番地１

本別町

指導員又は世話人・生
活支援員／正職員

○障がいのあるお子さんをお預かりし、遊
び、音楽、運動、社会参加などの経験を集
団及び個別の療育として行い、お子さんの
発達を促します。

206,500円～
236,500円

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

株式会社　ピッチ＆パッチ　さつ
ない 59歳

以下
幕別町札内北栄町１－１

幕別町

荷役作業員及び重機オ
ペレーター／正社員

農産物生産に必要な肥料の製造工場で、製
造及び製品の管理・出荷関係の業務を行っ
て頂きます。

160,000円～
160,000円

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時00分

道栄荷役株式会社　広尾営業所
44歳
以下

広尾町会所前５丁目１３－３
広尾町

土木施工管理技術者及
び見習／正社員

当事業所において土木工事の施工管理業務
に従事していただきます○十勝管内の土木
工事

180,000円～
500,000円

変形（1年単位）
7時00分～17時00分の間
の8時間程度

大心技研工業　株式会社
59歳
以下

清水町字清水基線４７番地
清水町

重機オペレーターおよ
び見習い／正社員

土木・建設工事現場内における重機の運転
作業を行っていただきます○各現場での重
機、主にバックホーの操縦○自社産業廃棄
物処理場内での重機の運転

260,000円～
410,000円

変形（1年単位）
7時00分～17時00分の間
の8時間程度

大心技研工業　株式会社
59歳
以下

清水町字清水基線４７番地
清水町

歯科衛生士／正社員 ○歯科医師の治療のアシスト○治療器具の
洗浄滅菌作業○電話対応やお会計等の受付
業務○その他付随する業務全般

213,980円～
213,980円

(1)8時30分～18時00分
(2)9時30分～15時30分

十勝しみず歯科

不問
清水町南４条４丁目２－３

清水町

大型ダンプ運転手 当事業所において大型ダンプ運転手の業務
に従事していただきます○大型ダンプ運転
業務○十勝管内での砕石、木屑、酪農業か
ら出る堆肥等の運搬

216,000円～
324,000円

変形（1年単位）
7時00分～17時00分の間
の8時間程度

大心技研工業　株式会社

不問
清水町字清水基線４７番地

清水町


