
フルタイム求人

仕事の内容 賃　金 年　齢
求人番号

01040- 2034531 就業場所 11

01040- 2038631 就業場所 11

01040- 2041531 就業場所 11

01040- 2044331 就業場所 11

01040- 2045631 就業場所 11

01040- 2057831 就業場所 11

01040- 2059531 就業場所 11

01040- 2060331 就業場所 11

01040- 2061631 就業場所 11

01040- 2067531 就業場所 11

01040- 2068431 就業場所 11

01140-  272631 就業場所 11

01040- 2028731 就業場所 11

01040- 2029331 就業場所 11

01040- 2033231 就業場所 11

01040- 2042431 就業場所 11

01040- 2065831 就業場所 11

一般事務補助 ◯パソコン（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ）での
書類作成◯書類の編さん◯電話、来客者の
応対

150,100円～
150,100円

(1)8時30分～17時15分 上士幌町役場

不問
上士幌町字上士幌東３線２３８

上士幌町

事務職員／正職員 士幌町国民健康保険病院において、医事係
業務に従事していただきます○データ提出
加算業務○診療報酬請求に関する業務○施
設基準管理・立案○電話応対　ほか

158,900円～
350,000円

(1)8時30分～17時15分 士幌町役場
59歳
以下

士幌町字士幌２２５番地
士幌町

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。
※採用予定日：令和５年４月１日

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

（派）スタート補助ス
タッフ／音更町

○ゴルフ場内にて客様のバック預かり及び
遊戯スタートまでの準備補助○カートの清
掃○クラブハウス周りの清掃

190,080円～
190,080円

交替制あり
(1)6時00分～15時00分
(2)7時00分～16時00分

株式会社　ネオプロセス

不問
帯広市西１６条南１丁目４７

音更町

（派）ゴルフ場コース
管理／音更町

派遣社員として勤務するゴルフ場内での
コース管理業務をしていただきます○コー
ス内清掃、枝の伐採等○芝の管理、芝の刈
込み○肥料、農薬散布　ほか

207,360円～
207,360円

変形（1年単位）
(1)6時00分～15時30分
(2)7時00分～16時30分

株式会社　ネオプロセス

不問
帯広市西１６条南１丁目４７

音更町

大型運転手（帯広営業
所）

大型運転業務○大型クレーン付きセルフト
ラック（１０ｔ）運転手として建設現場を
含む作業所へ重機・建設機械の配送業務に
従事します。

300,000円～
360,000円

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

真田運輸　株式会社
64歳
以下

留萌市東雲町２丁目１番地
帯広市

外国語指導講師（教育
委員会）

◯市内中学校における英語指導の補助及び
小学校における外国語活動及び国際理解教
育への協力◯市の職員、地域住民に対する
英語指導の協力　ほか

300,000円～
300,000円

8時00分～16時45分の間
の7時間

帯広市役所

不問
帯広市西５条南７丁目１

帯広市

環境整備員 ◯公共施設の管理運営で営繕や環境整備、
草刈や除雪等の現場作業が主な仕事です。
◯帯広の森運動公園内の体育施設にて、利
用者への接客や備品管理等があります。

152,881円～
152,881円

変形（1ヶ月単位）
8時30分～22時00分の間
の8時間程度

一般財団法人　帯広市文化スポー
ツ振興財団 不問
帯広市南町南７線５６番地７

帯広市

営業／正社員 得意先の建設会社様への訪問ルート営業で
す。１５社位の訪問が主になります。リク
シルのフランチャイズ店のため、（ＬＩＸ
ＩＫ）商品を主に販売となります。

179,000円～
244,700円

変形（1年単位）
(1)8時30分～18時00分
(2)9時00分～17時30分

トカチトーヨー住器　株式会社
30歳
以下

帯広市西５条南３１丁目１
帯広市

配送及び取付作業 ○建築資材の組立、配送、取付作業（樹脂
サッシ・内装建具・キッチンなど）○アル
ミエクステリア施工（フェンス・風除湿・
手摺りなど）

170,000円～
244,700円

変形（1年単位）
(1)8時30分～18時00分
(2)9時00分～17時30分

トカチトーヨー住器　株式会社
30歳
以下

帯広市西５条南３１丁目１
帯広市

営業スタッフ／正社員 リフォーム工事等の作業。
塗料・建築資材の卸売業。 170,000円～

211,300円

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

株式会社　コニシ
40歳
以下

帯広市西１９条南１丁目４
帯広市

ルート配送職／準社員 ○住宅やアパート、各種施設の水やお湯等
の配管資材やトイレ・給　湯器等の住宅設
備機器を会社や工事現場へ配送○入荷した
資材を荷出し・片付けを行う倉庫作業等

201,500円～
227,400円

(1)8時30分～17時30分
(2)8時00分～12時00分

渡辺パイプ株式会社　帯広サービ
スセンター 不問
帯広市西２２条南３丁目３２

帯広市

医師事務作業補助者／
正職員

北斗病院において下記の仕事をお任せしま
す◯医療文書作成支援○外来、入院診療支
援○診療記録（書類）管理支援

147,200円～
147,200円

変形（1ヶ月単位）
(1)8時45分～17時15分
(2)8時45分～12時30分

社会医療法人　北斗
59歳
以下

帯広市稲田町基線７番地５
帯広市

一般事務／正社員 ○製造データを基に発送伝票、請求書等作
成○発送業務、電話来客対応○売掛金補助
元帳作成○ワード、エクセル作業

171,000円～
226,000円

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

佐々木畜産　株式会社
45歳
以下

帯広市西２４条南１丁目１番地
帯広市

医療事務兼調剤助手
（南店）／正社員

医療事務や調剤助手業務を担当します○コ
ンピュータでの処方箋受付、請求書作成業
務※コンピュータの操作方法は指導いたし
ます○調剤助手業務

200,000円～
206,300円

変形（1ヶ月単位）
8時50分～18時00分の間
の4時間以上

株式会社　緑西加藤調剤薬局
59歳
以下

帯広市西１８条南４丁目１５番
帯広市

経理スタッフ／正社員 一般経理事務○給与計算○売上集計○請求
書作成○書類作成　等 151,500円～

210,000円

変形（1年単位）
(1)9時00分～17時30分

帯広三菱自動車販売株式会社
59歳
以下

帯広市大通南２３丁目１１番地
帯広市

食肉加工製造／正社員 ○牛肉の加工処理
○牛内臓肉の加工処理
○箱詰め・計量・発送作業

165,000円～
201,000円

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

佐々木畜産　株式会社
35歳
以下

帯広市西２４条南１丁目１番地
帯広市

2月8日(水)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- 2066231 就業場所 11

01040- 2069731 就業場所 11

01040- 2070931 就業場所 11

01040- 2071131 就業場所 11

01040- 2073831 就業場所 11

01040- 2031031 就業場所 11

01040- 2063131 就業場所 11

01041-   71531 就業場所 11

01041-   69931 就業場所 11
パートタイム求人

01040- 2024831 就業場所 12

01040- 2036731 就業場所 12

01040- 2040231 就業場所 12

01040- 2046931 就業場所 12

01040- 2064031 就業場所 12

01040- 2072031 就業場所 12

01040- 2062931 就業場所 12

01040- 2077731 就業場所 12

職　　種
就業時間 事業所名・所在地・就業場所

販売スタッフ 産直市場「ららら　マルシェ」で、販売ス
タッフとして働いていただきます○店舗で
の接客・販売○在庫管理・発注業務等 920円～920円

変形（1ヶ月単位）
9時00分～18時30分の間
の5時間以上

株式会社　Ｍ’ｓホールディング
ス 59歳

以下
音更町木野大通西５丁目２番地

音更町

（請）警備業務（音更
町立緑南中学校）

官公庁施設の施設警備業務を行って頂きま
す○巡回業務、施設の施錠・解錠○消灯業
務○ボイラー等管理○警備機械のセット 920円～920円

(1)18時00分～21時30分 北勝ビル管財　株式会社
18歳
以上

音更町南鈴蘭北３丁目６番地７
音更町

特殊業務員１（ばんえ
い振興課）

○ばんえい競馬に係る走路監視業務
○騎手検量業務
○その他競馬開催に関する業務

1,060円～
1,376円

変形（1年単位）
(1)10時30分～17時15分
(2)11時30分～20時15分
(3)12時30分～21時15分

帯広市役所

不問
帯広市西５条南７丁目１

帯広市

事務補佐員（国際・地
域連携課）

○国際連携係における事務補佐業務○デー
タ整理○英文含めた書類作成・整理○外国
人研究者対応○グローバルアグロメディシ
ン研究センター事務○電話・メール対応等

930円～1,090
円

(1)9時00分～16時00分
(2)8時45分～17時15分

国立大学法人北海道国立大学機構
帯広畜産大学 不問
帯広市稲田町西２線１１番地

帯広市

事務員１（スポーツ課
／会計年度任用職員）

・スポーツ大会の開催関連事務
（契約・経理・電話対応・物品整理等） 1,060円～

1,296円

(1)8時45分～17時00分 帯広市役所

不問
帯広市西５条南７丁目１

帯広市

厨房スタッフ 有料老人ホームの入居者さんのお食事を
作っていただくお仕事になります。１回に
作る量はおおむね２５食です。

920円～1,100
円

交替制あり
(1)5時00分～9時30分
(2)9時30分～13時30分
(3)14時30分～18時30分

株式会社　アン・ライフサポート
アンのいえ１ 不問
帯広市西９条南１７丁目１番地

帯広市

店舗スタッフ ○直売所店舗スタッフ（接客、レジ打ち、
品出し、陳列）○電話対応、注文整理、商
品発送、店舗内清掃○工場内軽作業＊金曜
日・土曜日のみの勤務です。

1,300円～
1,300円

(1)8時00分～15時00分 佐々木畜産　株式会社

不問
帯広市西２４条南１丁目１番地

帯広市

事務員２（介護高齢福
祉課／会計年度任用職
員）４日勤務

○介護認定申請の受付補助業務
○介護認定審査会の審査業務
○介護認定に付随する業務
○介護認定訪問調査業務

1,060円～
1,376円

8時45分～17時30分の間
の6時間程度

帯広市役所

不問
帯広市西５条南７丁目１

帯広市

総務職員／正社員 ○入札書類の作成
○ＩＳＯ審査対応の書類作成
○維持除雪業務の書類作成及び管理
○その他業務

185,000円～
294,000円

変形（1年単位）
(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

介護タクシードライ
バー

要介護者（要支援者）、障害者の通院等の
送迎の際の乗降介助、通院介助等の業務を
行います。

175,000円～
245,000円

交替制あり
7時45分～17時00分の間
の8時間程度

一般社団法人　福祉サポートとか
ち野 64歳

以下
池田町字利別西町７７番地１２

池田町

機械オペレーター／正
社員（ＴＭＲ製造・粗
飼料栽培）

◯乳牛の飼料を混合調整し、各家庭へ配送
◯他の作業員の方とのシフトにより飼料作
物栽培にかかるトラクター乗務。そのほ
か、飼料作物の栽培にかかる業務全般

180,000円～
220,000円

(1)6時00分～15時00分
5時00分～16時00分の間
の8時間程度

有限会社　サンタドリームサプラ
イ 不問
広尾町字トヨイベツ４７番地

広尾町

介護職員／正職員 　全室個室１００床の介護老人保健施設に
て介護業務を担当していただきます。 153,640円～

187,800円

変形（1ヶ月単位）
(1)6時30分～15時30分
(2)10時30分～19時30分
(3)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

地域協働専門員 ○学校と地域の連携・協働に関する業務
○学校運営協議会制度に関する業務
○学校教育の課題に関する業務
○社会教育の課題に関する業務

218,000円～
218,000円

(1)8時30分～17時15分 上士幌町役場

不問
上士幌町字上士幌東３線２３８

上士幌町

社会教育推進員（地域
おこし協力隊）

○上士幌高校の魅力化を進めるための業務
○地域交流、異世代交流等を通したふるさ
と教育の推進業務○ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｽｸｰﾙによる地域
とともにある学校づくりの推進業務　等

201,200円～
201,200円

(1)8時30分～17時15分 上士幌町役場

不問
上士幌町字上士幌東３線２３８

上士幌町

学童保育所支援員 学童保育所における児童指導業務等
158,900円～
158,900円

交替制あり
(1)8時00分～16時45分
(2)9時15分～18時00分

上士幌町役場

不問
上士幌町字上士幌東３線２３８

上士幌町

認定こども園保育教諭 認定こども園における保育業務等
158,900円～
158,900円

交替制あり
7時30分～18時30分の間
の7時間以上

上士幌町役場

不問
上士幌町字上士幌東３線２３８

上士幌町

給食センター調理員 ◯給食センターにおける調理作業
158,900円～
158,900円

(1)8時00分～16時45分 上士幌町役場

不問
上士幌町字上士幌東３線２３８

上士幌町


