
求人番号 職種・仕事内容 加入保険 必要な免許資格

賃金形態 月給
不問

支給額 170,000円～300,000円
フルタイム

1人 通勤手当 実費（上限あり） 就業場所 週休２日制 毎　週

毎月　11,300円まで （従業員数 2人 ）

賃金形態 月給
59歳以下

支給額 171,600円～220,000円
フルタイム

4人 通勤手当 実費（上限あり） 就業場所 週休２日制 その他

毎月　37,561円まで （従業員数 5人 ）

賃金形態 日給
不問

支給額 144,900円～155,400円
フルタイム

2人 通勤手当 なし 就業場所 又は10時15分～19時の間の7時間程度

（従業員数 26人 ）
賃金形態 時給

不問
支給額 870円～870円

パート
1人 通勤手当 なし 就業場所 週休２日制 その他

（従業員数 26人 ）
賃金形態 月給

45歳以下
支給額 185,000円～445,000円

フルタイム

2人 通勤手当 実費（上限あり） 就業場所 週休２日制 その他

毎月　25,000円まで （従業員数 30人 ）

賃金形態 月給
45歳以下

支給額 170,000円～360,000円
フルタイム

2人 通勤手当 実費（上限あり） 就業場所 週休２日制 その他

毎月　25,000円まで （従業員数 30人 ）

賃金形態 時給
18歳以上

支給額 835円～920円
パート
1人 通勤手当 実費（上限なし） 就業場所 週休２日制 その他

（従業員数 42人 ）

賃金形態 時給
18歳以上

支給額 161,540円～193,200円
フルタイム

3人 通勤手当 実費（上限なし） 就業場所 週休２日制 その他

（従業員数 42人 ）

賃金形態 時給
不問

支給額 222,400円～257,200円
フルタイム

2人 通勤手当 実費（上限なし） 就業場所 週休２日制 その他

（従業員数 26人 ）

賃金形態 時給

18歳以上

支給額 192,250円～266,750円
フルタイム

3人 通勤手当 実費（上限なし） 就業場所 週休２日制 その他

（従業員数 26人 ）

賃金形態 月給
不問

支給額 165,000円～168,000円
フルタイム

1人 通勤手当 実費（上限あり） 就業場所 週休２日制 毎　週

（従業員数 48人 ）

年齢
採用人数

賃金 所在地・就業場所・従業員数 就業時間・休日

北海道十勝郡浦幌町

土日祝他

01041-
10991

牛飼養管理業務 みらい北海ファーム　株式会社 雇用・
労災・
健康・
厚生

01040-
189191

工務係　浦幌営業所 株式会社　共成レンテム 変形（１年単位） 雇用・
労災・
健康・
厚生

普通自動車免
許一種(1) 8時30分～17時30分

○建設現場等で使用される機械及び備品類の簡単な整備及び
　メンテナンスを行っていただきます。 
・機械の貸し出し、受け入れ 
・返却された機械の点検、メンテナンス、洗車等（返却された
　機械の状態により修理を行うこともあります。） 
・工事現場への出張修理 
・工場内の雑務、清掃等

北海道帯広市西１８条北１丁目１４番地

普通自動車免
許一種(1) 8時00分～17時00分

●伊藤ハムグループの協力農場として、
　平成２７年１０月１５日に設立された新しい会社です。
 ○和牛の生産から育成の管理業務を行っていただきます。
・子牛の世話（給餌、哺乳、体調管理）
・牛舎の掃除、衛生管理など 

北海道十勝郡浦幌町字幾千世４６８番地
５

北海道十勝郡浦幌町

他

(3) 9時15分～18時15分
北海道十勝郡浦幌町

週休２日制　その他　他

01041-
12791

介護員 浦幌町　役場 交替制あり 労災

01041-
11491

特定施設介護職員 浦幌町　役場 交替制あり 雇用・
労災・
健康・
厚生

ホームヘル
パー２級(1) 6時30分～15時15分

○老人介護施設での入所者の介護及び支援員の補助 
（入所者５０名の介護業務）

北海道十勝郡浦幌町字桜町１５番地６ (2) 8時30分～17時30分

ホームヘル
パー２級(1) 6時00分～14時45分

○老人介護施設での入所者の介護及び支援員の補助 
（入所者５０名の介護業務） 
 

北海道十勝郡浦幌町字桜町１５番地６ (2) 8時30分～17時30分

北海道十勝郡浦幌町
他

北海道十勝郡浦幌町

日他

01041-
14291

土木工事作業員／正社員 株式会社　フクタ 変形（１年単位） 雇用・
労災・
健康・
厚生

01041-
13891

土木工事技術者／正社員 株式会社　フクタ 変形（１年単位） 雇用・
労災・
健康・
厚生

普通自動車免
許一種(1) 7時30分～17時00分

○土木工事技術者
＊三官庁いずれかの現場技術者又は技術見習い 
・現場は十勝管内です。  
※資格経験のない方で土木技術を身につけたいと思われて 
　いる方の応募も歓迎します。 
※遠方の方、未経験の方など、気軽に一度ご相談ください。 
※町内近郊、帯広方面から通勤して下さる方も歓迎します。 
●女性も活躍できる職場です。

十勝郡浦幌町字帯富１５４－３８ (2) 8時30分～17時00分

普通自動車免
許一種(1) 7時30分～17時00分

○現場は十勝管内における土木工事の技能者及び作業員を 
　募集します。 
※冬期間は除雪作業があります。資格取得には積極的に支援
　いたします。  
＊現場へは会社からの社用車（乗り合わせ）で向かいます。 
●女性も活躍できる職場です。

十勝郡浦幌町字帯富１５４－３８ (2) 8時00分～17時00分

北海道十勝郡浦幌町

日他

北海道十勝郡浦幌町

他

01041-
16191

認知症高齢者等の生活支援、介助及び介護 特定非営利活動法人　オーディナリー
サーヴァンツ

変形（１ヶ月単位） 雇用・
労災・
健康・
厚生

01041-
15591

認知症高齢者等の生活介助及び介護 特定非営利活動法人　オーディナリー
サーヴァンツ

変形（１ヶ月単位） 労災 普通自動車免
許一種(1)18時00分～ 9時00分

○認知症高齢者等の日常生活の介助、介護のお仕事です。 
 ※深夜勤務が可能な方 （深夜勤務回数は面談の上決定） 
 ※１ヶ月の勤務時間　７０時間程度 
 ※契約期間は１年で、年度末に更新となります。

北海道十勝郡浦幌町寿町８番地の１

普通自動車免
許一種(1) 7時30分～17時00分

○グループホーム、老人ホームに入居してる高齢者の方の
　生活支援・介助及び介護です。  
※雇用形態は、採用時非常勤職員 
　（２年経過後、正規職員への登用あり） 
※深夜勤務（１８：００～翌９：００）あり、週１回程度  
＊介護に必要な資格取得助成制度あり。

北海道十勝郡浦幌町寿町８番地の１ (2)10時30分～19時00分
(3)18時00分～ 9時00分

北海道十勝郡浦幌町

他

准看護師

北海道十勝郡浦幌町

他

01041-
18391

認知高齢者等の介護及び介護施設の管理、運営、
指導

特定非営利活動法人　オーディナリー
サーヴァンツ

変形（１ヶ月単位） 雇用・
労災・
健康・
厚生

01041-
17091

認知高齢者の健康管理及び医療に係る業務 特定非営利活動法人　オーディナリー
サーヴァンツ

変形（１ヶ月単位） 雇用・
労災・
健康・
厚生

看護師
(1) 8時30分～17時30分

○認知症高齢者の介護施設入居者の健康管理及び傷病時の医
　療的処置等の業務 
＊勤務は常勤（８時間／日）が望まれるが要相談  
○雇用形態　採用時非常勤職員 
（２年以内に正規職員への登用あり）  
※深夜に連絡可能であること。

北海道十勝郡浦幌町寿町８番地の１

普通自動車免
許一種(1) 7時30分～17時00分

○認知症高齢者の介助、介護を行う施設の管理、運営、指導 
　業務 
＊将来、管理者を目指す方には採用後、資格取得支援、助成 
　を行います。 
○雇用形態は、採用時非常勤職員 
（２年以内に正規職員への登用あり）  
※深夜勤務が可能な方大歓迎

北海道十勝郡浦幌町寿町８番地の１ (2)10時30分～19時00分 介護職員実務
者研修(3)18時00分～ 9時00分

北海道十勝郡浦幌町

他

(3)10時00分～19時00分
北海道十勝郡浦幌町

土日他

01041-
19691

フォークリフト作業員 サンビーム興産　有限会社 交替制あり 雇用・
労災・
健康・
厚生

フォークリフ
ト技能者(1) 6時00分～15時00分

○乳製品工場でのフォークリフトによる製品の移動業務 
　のお仕事です。 
 ・製品の庫入出荷作業及び在庫管理 
・冷蔵庫の入庫、出庫作業 
・その他付帯作業  
＊５名でローテーションを組んで行って 頂きます。 

北海道十勝郡浦幌町字住吉町２７番地１ (2) 8時00分～17時00分

℡ ０１５－５７２－２５６１

ハローワーク池田
（帯広公共職業安定所 池田分室）

◎ 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。

◎ 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。

発 行 ： 平成３１年１月１０日

次回の発行は、１月２５日ごろです。



求人番号 職種・仕事内容 加入保険 必要な免許資格
年齢

採用人数
賃金 所在地・就業場所・従業員数 就業時間・休日

℡ ０１５－５７２－２５６１

ハローワーク池田
（帯広公共職業安定所 池田分室）

賃金形態 時給
不問

支給額 151,200円～168,000円
フルタイム

1人 通勤手当 実費（上限あり） 就業場所 週休２日制 毎　週

（従業員数 48人 ）

賃金形態 時給
不問

支給額 1,000円～1,000円
パート
1人 通勤手当 実費（上限あり） 就業場所 週休２日制 毎　週

（従業員数 48人 ）

賃金形態 時給
不問

支給額 835円～835円
パート
1人 通勤手当 実費（上限あり） 就業場所 週休２日制 その他

（従業員数 48人 ）

賃金形態 月給
不問

支給額 143,500円～161,000円
フルタイム

1人 通勤手当 実費（上限あり） 就業場所 週休２日制 毎　週

毎月　26,500円まで （従業員数 58人 ）

賃金形態 月給
不問

支給額 200,000円～250,000円
フルタイム

10人 通勤手当 なし 就業場所 週休２日制 毎　週

（従業員数 0人 ）

賃金形態 月給
59歳以下

支給額 170,500円～175,500円
フルタイム

1人 通勤手当 なし 就業場所 週休２日制 毎　週

（従業員数 62人 ）

賃金形態 時給
不問

支給額 880円～900円
パート
2人 通勤手当 実費（上限あり） 就業場所 週休２日制 毎　週

（従業員数 48人 ）

賃金形態 月給
不問

支給額 250,000円～350,000円
フルタイム

2人 通勤手当 なし 就業場所 週休２日制 その他

（従業員数 15人 ）

賃金形態 時給
59歳以下

支給額 900円～950円
パート
1人 通勤手当 実費（上限あり） 就業場所 週休２日制 その他

毎月　37,561円まで （従業員数 5人 ）

賃金形態 月給
59歳以下

支給額 167,300円～167,300円
フルタイム

1人 通勤手当 実費（上限あり） 就業場所 週休２日制 毎　週

毎月　20,900円まで （従業員数 23人 ）

賃金形態 月給
不問

支給額 141,000円～141,000円
フルタイム

2人 通勤手当 実費（上限あり） 就業場所 週休２日制 毎　週
毎月　20,900円まで （従業員数 23人 ）

01041-
20491

（派）アセプ充填作業 サンビーム興産　有限会社 雇用・
労災・
健康・
厚生

普通自動車免
許一種(1) 9時00分～18時00分

○乳製品工場でのお仕事です。 
・箱詰めされた牛乳の外包チェック 
・ダンボールの補充 
・検査用の牛乳の移動 
・清掃  
※検査用に抜き取った１２ｋｇ位の箱の
　積み上げ作業がありますが女性の方も活躍しています。

北海道十勝郡浦幌町字住吉町２７番地１

北海道十勝郡浦幌町

土日

北海道十勝郡浦幌町

土日

01041-
22891

清掃員 サンビーム興産　有限会社 雇用・
労災

01041-
21791

（派）アセプ充填作業 サンビーム興産　有限会社 雇用・
労災

普通自動車免
許一種9時00分～18時00分の間

○乳製品工場でのお仕事です。 
・箱詰めされた牛乳の外包チェック 
・ダンボールの補充 
・検査用の牛乳の移動 
・清掃 
 ※検査用に抜き取った１２ｋｇ位の箱の 
　積み上げ作業がありますが女性の方も活躍しています。

北海道十勝郡浦幌町字住吉町２７番地１ の4時間程度

(1) 8時00分～13時00分

○厚生棟全体及び一部製造棟の清掃業務です。 　 
・厚生棟全体（事務所、休憩室、食堂など）、製造棟での
　掃除機かけ、拭き掃除などの一般的な清掃作業です。 
＊３名でシフトを組んで１人月に１５～１６日の勤務に 
　なります。

北海道十勝郡浦幌町字住吉町２７番地１ (2) 7時30分～12時30分

北海道十勝郡浦幌町

日他

(3)10時30分～19時00分
北海道十勝郡浦幌町

土日祝

36010-
2099858

1

土木作業員 株式会社　濱土建

01041-
23291

介護職員 社会福祉法人　うらほろ幸寿会 交替制あり 雇用・
労災・
健康・
厚生

普通自動車免
許一種(1) 9時00分～17時30分

○特別養護老人ホーム「はまなす園」での介護業務の お仕事
　です。（５０床、ショートステイ１０床） 
・食事、排泄、入浴、移動の介助 
・利用者や家族の方からの相談への対応 
・他、レク行事などの介護業務全般 
＊デイサービス利用者の介護業務もあります（応相談）  
◎資格、経験のない方の応募も可能です。  
　　　　　　＊＊＊　急募　＊＊＊

北海道十勝郡浦幌町字北町７番地の２３ (2)10時00分～18時30分

中型一種（８
ｔ限定）(1) 8時00分～17時00分

○土木工事（総合）をしていただきます。 
 ・重機オペレーター 
・現場管理 
・下水道工事 
・ダンプ及び４ｔユニックの運転手 
・管内作業

徳島県徳島市南末広町２－７４ 
マンワール南末広　５０５号

北海道十勝郡浦幌町

日他

北海道十勝郡浦幌町

土日他

01041-
876481

（派） クリーム充填・包装補助作業 サンビーム興産　有限会社 雇用・
労災・
健康・
厚生

01041-
907181

一般事務／正社員 十勝浦幌森永乳業株式会社 雇用・
労災・
健康・
厚生

普通自動車免
許一種(1) 8時30分～17時15分

○一般事務業務。
・経理、総務
・労務、製品
・資材需給業務等全般。 
 ＊勤務時間　８：３０～１７：１５ 

北海道十勝郡浦幌町字材木町１番地

普通自動車免
許一種8時00分～17時00分の間

○乳製品工場内のお仕事です 。 
・充填機への資材供給作業 
・包装ラインへの資材供給作業 
・充填室、放送ライン室の整理整頓 及び清掃  
＊２～３名体制で行っています。 
＊重量物の持ち運びはありません。 

北海道十勝郡浦幌町字住吉町２７番地１ の7時間程度

北海道十勝郡浦幌町

日他

普通自動車免
許一種

北海道十勝郡浦幌町

日他

01041-
878881

生産事務 みらい北海ファーム　株式会社 雇用・
労災

01041-
877781

土木技術者又は見習い／正社員 株式会社　サクシン 変形（１年単位） 雇用・
労災・
健康・
厚生

土木施工管理
技士２級(1) 7時00分～16時30分

○公共事業を主とした土木施工管理業務に 従事して頂きます。
 ・工事の品質管理
・施工管理　　　　　　　　　　　 
・測量等全般　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
＊現場は主に十勝管内です。　　　　　　　　　 
 
※土木施工管理技士２級以上

北海道十勝郡浦幌町字住吉町６３番地１
７

普通自動車免
許一種(1) 8時00分～17時00分

●伊藤ハムグループの協力農場として、
　平成２７年１０月１５日に設立された新しい会社です。
 ○事務全般 
・電話応対 
・勤怠入力 
・書類作成 
・伝票整理等  
◎就業時間：午前中２時間、午後２時間勤務も可能 。
　他、就業時間についてもご相談下さい。

北海道十勝郡浦幌町字幾千世４６８番地
５

又は8時～17時の間の
4時間程度

北海道十勝郡浦幌町

他

北海道十勝郡浦幌町

土日祝他

01041-
841481

介護職員 社会福祉法人　浦幌町社会福祉協議会 雇用・
労災・
健康・
厚生

01041-
843881

事務職員／正職員 社会福祉法人　浦幌町社会福祉協議会 雇用・
労災・
健康・
厚生

社会福祉士
(1) 8時30分～17時15分

○法人運営部門の福祉活動専門員として 地域福祉の推進や
　法人運営全般の事業を担当します。 
・福祉に関する相談・支援業務 
・福祉団体活動支援

十勝郡浦幌町字北町８番地の１　浦幌町
保健福祉センター内

介護福祉士
(1) 8時30分～17時15分

○ヘルパーとしての生活援助（調理・買い物・掃除等）身体
　介護（入浴・着替え・排せつ等）
・デイサービスに於ける入浴、食事、排せつ、移動等の介助。

十勝郡浦幌町字北町８番地の１　浦幌町
保健福祉センター内

介護職員初任
者研修

北海道十勝郡浦幌町
土日祝他

◎ 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。

◎ 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。

発 行 ： 平成３１年１月１０日

次回の発行は、１月２５日ごろです。



求人番号 職種・仕事内容 加入保険 必要な免許資格
年齢

採用人数
賃金 所在地・就業場所・従業員数 就業時間・休日

℡ ０１５－５７２－２５６１

ハローワーク池田
（帯広公共職業安定所 池田分室）

賃金形態 時給
不問

支給額 870円～960円
パート
1人 通勤手当 なし 就業場所 週休２日制 毎　週

（従業員数 23人 ）
賃金形態 日給

不問
支給額 142,590円～142,590円

フルタイム

1人 通勤手当 実費（上限あり） 就業場所 週休２日制 毎　週

毎月　55,000円まで （従業員数 9人 ）

賃金形態 月給
30歳以下

支給額 200,000円～200,000円
フルタイム

1人 通勤手当 なし 就業場所 週休２日制 毎　週

（従業員数 2人 ）

賃金形態 月給
59歳以下

支給額 176,000円～193,000円
フルタイム

1人 通勤手当 なし 就業場所 週休２日制 毎　週

（従業員数 55人 ）

賃金形態 月給
59歳以下

支給額 200,000円～240,000円
フルタイム

1人 通勤手当 実費（上限なし） 就業場所 週休２日制 毎　週

（従業員数 8人 ）

賃金形態 月給
59歳以下

支給額 222,000円～331,000円
フルタイム

1人 通勤手当 実費（上限なし） 就業場所 週休２日制 毎　週

（従業員数 8人 ）

北海道十勝郡浦幌町
土日祝他

01041-
831981

事務補助員（１月～２月） 十勝総合振興局帯広建設管理部　浦幌出
張所

雇用・
公災

01041-
842781

介護職員 社会福祉法人　浦幌町社会福祉協議会 雇用・
労災(1) 8時30分～17時15分

○デイサービスに於ける入浴、食事、排せつ、移動等の介助。 十勝郡浦幌町字北町８番地の１　浦幌町
保健福祉センター内

(1) 8時45分～17時30分

○十勝総合振興局帯広建設管理部浦幌出張所において、臨時 
　事務業務に従事していただきます。 
・書類整理・資料作成・図面色塗り  
＊簡単なパソコン入力ができる方 
＊更新はありません。

十勝郡浦幌町字万年２８６－１３

北海道十勝郡浦幌町

土日祝

北海道十勝郡浦幌町

他

01041-
787481

乳製品の製造技術者及び品質検査／正社員 十勝浦幌森永乳業株式会社 交替制あり 雇用・
労災・
健康・
厚生

01041-
829181

酪農作業員 齋藤牧場 労災 普通自動車免
許一種(1) 5時00分～18時00分

○酪農における全ての作業全般で、具体的には搾乳、ＴＭＲ 
　給餌、育成、哺育、ベットメイク、牧草収穫等、繁殖管理 
　草地管理、電気柵管理  
※将来的には重機作業も行っていただきたいので、大型特殊
　免許を取得していただきます。

北海道十勝郡浦幌町字直別１番地４６

普通自動車免
許一種(1) 5時30分～14時15分

○森永乳業ブランドのロングライフ牛乳、全粉乳、 
　生クリーム、濃縮乳の製造全般。  
○生乳の受入検査、製造工程、製品の品質検査全般。 
＊就業時間について 
（１）　５：３０～１４：１５ 
（２）　８：３０～１７：１５ 
（３）１３：３０～２２：１５　他のシフト制になります。

北海道十勝郡浦幌町字材木町１番地 (2) 8時30分～17時15分
(3)13時30分～22時15分

北海道十勝郡浦幌町

他

北海道十勝郡浦幌町

土日祝他

01110-
5157781

土木・舗装作業員（浦幌／正） 株式会社　北立 雇用・
労災・
健康・
厚生

01110-
5156481

土木・舗装作業員（浦幌） 株式会社　北立 雇用・
労災・
健康・
厚生

普通自動車免
許一種(1) 8時30分～17時30分

○一般土木工事及び舗装工事において現場作業に従事する 
　土砂の掘削、根切り、埋め戻し、締め固め、コンクリート
　の練り・流し込み等  
＊冬期は除雪・排雪補助業務に従事する 

岩見沢市１条東１５丁目２番地

普通自動車免
許一種(1) 8時30分～17時30分

○一般土木工事及び舗装工事において現場作業に従事する 
　土砂の掘削、根切り、埋め戻し、締め固め、コンクリート 
　の練り・流し込み、舗装等の設計・施工業務等  
＊冬期は除雪・排雪補助業務に従事する  
＊将来的には資格を取得し、施工図・工程表の作成、作業の
　指導・監督、工程・品質・安全の管理など技術的な仕事に
　従事していただきます 。

岩見沢市１条東１５丁目２番地 土木施工管理
技士２級

北海道十勝郡浦幌町

建設機械施工
技士２級土日祝他

◎ 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。

◎ 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。

発 行 ： 平成３１年１月１０日

次回の発行は、１月２５日ごろです。


