
仕事の内容 賃　金 年　齢

求人番号

01010-36407701 就業場所 11

01010-36412601 就業場所 11

01040- 9555901 就業場所 11

01040-10172601 就業場所 11

01040-11096301 就業場所 11

01040-11928401 就業場所 11

01041-  612601 就業場所 11

01041-  647901 就業場所 11

01041-  648101 就業場所 11

01041-  655901 就業場所 11

01041-  656101 就業場所 11

総合職／正職員 ・魚の販売、漁業資材等の購買業務
・預金、貸付等の金融業務
・共済保険業務
・漁業指導業務　・庶務業務等　　　
※配属先は個々の能力・適正により決定しま
　す。

145,900円～
170,000円

(1)9時00分～17時00分
(2)9時00分～12時00分

大津漁業協同組合

35歳
以下

豊頃町大津港町３５番地

豊頃町

重機オペレーター及び製材
選別工

◯製材工場及びチップ工場での作業全般
・製材機械の操作
・製材の選別
・結束、梱包作業
・重機での丸太、製材の運搬作業

184,000円～
222,000円

(1)8時00分～17時30分 木下林業　株式会社

不問浦幌町帯富８６番地

浦幌町

看護師 ◯外来、入院患者の看護業務
（入院１９床の看護業務） 170,000円～

300,000円

交替制あり
(1)8時30分～17時30分
(2)17時00分～9時00分

浦幌町　役場
18歳
以上

浦幌町字桜町１５番地６

浦幌町

大型運転手 ◯大型運転手（１０トン）
・土砂ダンプ、ユニック車、平ダンプ等、業務
　より乗務する車が異なる場合もあります。

190,000円～
193,000円

変形（1年単位）
(1)7時00分～16時00分

浦幌トラック株式会社
59歳
以下

浦幌町字万年３５１番地
浦幌町

介護職員 ◯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
※資格、経験のない方の応募も可能です。
　　　　　＊＊＊　急募　＊＊＊

140,300円～
218,580円

交替制あり
(1)9時00分～17時30分
(2)10時00分～18時30分
(3)10時30分～19時00分

社会福祉法人　うらほろ幸寿会

不問
浦幌町字北町７番地２３

浦幌町

酪農牧場スタッフ ◯仕事の内容は、乳牛の飼養管理全般の業務を
　中心に担当するポジションです。ご経験や得
　意分野に応じていずれかの部門に配属。設備
　や牛群の管理をはじめ搾乳、牛舎清掃、牛の
　体調管理、給餌、分娩介助など部門によって
　異なり、ＯＪＴを通じてノウハウや技術を身
　につけていただきながら、徐々に専門的な業
　務をこなしていただきます。一つひとつ丁寧
　に指導しますので、未経験者もご安心くださ
　い。
※当社北海道の牧場拠点で基本業務について経
　験を積んだ後、２１年４月よりグループ企業
　である株式会社鳥海高原デーリィファーム
　（牧場所在地：山形県酒田市草津字藤平台）
　へ転籍し、ご活躍いただく予定です。

220,000円～
250,000円

交替制あり
(1)4時00分～15時00分
(2)15時00分～2時00分
7時00分～19時00分の間
の10時間以上

株式会社　ノベルズ（ノベルズ
グループ）

64歳
以下

上士幌町字上士幌東３線２５９

浦幌町他

工務係　浦幌営業所 ◯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

170,000円～
300,000円

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

株式会社　共成レンテム

不問帯広市西１８条北１丁目１４番

浦幌町

農産物収穫・選果及び構内
作業員／正社員

◯馬鈴薯の選果作業：いもを計る、いもの芽を
　取る、お皿にいもを乗せる。
◯ブロッコリーの収穫作業：畑の中を歩きブ
　ロッコリーを収穫する。
◯収穫した野菜の選果作業及び出荷業務
＊就業場所により作業内容は変わります。
（就業場所欄参照）

165,000円～
230,000円

変形（1年単位）
(1)7時30分～17時00分
(2)8時00分～17時00分

有限会社　北泉

59歳
以下

帯広市西１７条南５丁目７５番

浦幌町

牧場内環境整備・施工管
理・作業スタッフ

◯グループ各牧場の環境整備を推進するための
　新規部署です。
・牧場内造成工事、外構整備、作業場整備、
　排水整備、重機オペレーター作業
◯施工管理から現場作業まで出来る方大歓迎！
※資格取得支援制度あります。

400,000円～
400,000円

(1)7時00分～17時30分 株式会社　ノベルズ（ノベルズ
グループ）

64歳
以下

上士幌町字上士幌東３線２５９

浦幌町他

（嘱）調理員（浦幌町） ◯利用者様、患者様への食事提供業務
・食材の下処理、調理、盛付、食器洗浄等 156,240円～

208,320円

交替制あり
(1)5時30分～14時30分
(2)10時00分～19時00分

日清医療食品　株式会社　北海
道支店 不問

札幌市中央区北３条西４丁目１

浦幌町

（嘱）調理師（浦幌町） ◯利用者様、患者様への食事提供業務
・食材の下処理、調理、盛付、食器洗浄等 173,600円～

225,680円

交替制あり
(1)5時30分～14時30分
(2)10時00分～19時00分

日清医療食品　株式会社　北海
道支店 不問

札幌市中央区北３条西４丁目１

浦幌町

令和2年11月25日（水）発行

職　　種
就業時間 事業所名・所在地・就業場所

℡ 015-572-2561

ハローワークいけだ

（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。

次回の発行日は、１２月１０日ごろです。



令和2年11月25日（水）発行

℡ 015-572-2561

ハローワークいけだ

（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。

次回の発行日は、１２月１０日ごろです。

01041-  725301 就業場所 11

01041-  726601 就業場所 11

01041-  727901 就業場所 11

01041-  761701 就業場所 11

01041-  787701 就業場所 11

01041-  788801 就業場所 11

01041-  789201 就業場所 11

01041-  815901 就業場所 11

01041-  822901 就業場所 11

01190- 9020901 就業場所 11

01190- 9026501 就業場所 11

建設機械サービス職
（浦幌町/正社員）

◯浦幌営業所において建設機械のレンタル事業
　での整備業務に従事していただきます
・レンタル用建設機械の整備、点検業務
（ショベル、タイヤローラー、トラック等）
・レンタル用建設機械の入出庫　等
（整備点検後の機械をお客様へ引き渡す作業）
～採用後、作業をしながら技術を身につけてい
　ただきます～
※（資格取得制度有、費用負担あり）
※職場見学随時受付中

170,000円～
250,000円

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

北海産業　株式会社

39歳
以下

苫小牧市あけぼの町２丁目２－

浦幌町

営業職（浦幌町/正社員） ◯浦幌営業所において建設機械のレンタル事業
　での営業業務に従事していただきます
・レンタル用建設機械のルートセールス業務
・お取引先訪問、新規開拓あり
※担当地域：十勝管内
※車は社用車を使用します。

200,000円～
325,000円

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

北海産業　株式会社

35歳
以下

苫小牧市あけぼの町２丁目２－

浦幌町

酪農スタッフ ◯生乳生産及び乳牛の飼育管理に従事していた
　だきます。
・牛舎青銅、搾乳、給餌

200,000円～
200,000円

交替制あり
(1)4時00分～19時00分

有限会社ランドハート
18歳
以上

浦幌町字大平１１番地１

浦幌町

総合職（労務、総務、経理
等）

・経理（現預金管理、資産管理、資金繰り等）
・労務（給与計算、勤怠管理等）
・出荷（製品・原料の需給業務）
・総務（厚生施設の組織管理）

155,000円～
180,000円

(1)8時30分～17時15分 十勝浦幌森永乳業株式会社
59歳
以下

浦幌町字材木町１番地

浦幌町

乳製品の製造技術者及び品
質検査／正社員

◯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。

155,500円～
180,000円

交替制あり
(1)5時30分～14時15分
(2)8時30分～17時15分
(3)13時30分～22時15分

十勝浦幌森永乳業株式会社

59歳
以下

浦幌町字材木町１番地

浦幌町

事務スタッフ（企画推進
部）／正社員

◯酪農事業現場に関する各種データの整理／入
　力およびデータ解析当の補助業務。
◯酪農現場記録資料および牛個体情報にかかわ
　る書類整理。
◯現場スタッフへの物品支給等の要望に対応
◯訪問者等のお客様対応並びに電話対応
◯間接部門における原稿業務の改善策を提案

200,000円～
300,000円

(1)8時00分～17時30分 株式会社　浦幌デーリィファー
ム（ノベルズグループ）

不問
浦幌町字統太１０４番地８

浦幌町

酪農専門スタッフ／正社員 ◯酪農牧場の運営や管理。飼養管理のデータな
　どを活用したマネジメント手法により品質と
　効率の向上を目指します。具体的には、搾
　乳、分娩、診療、繁殖、牛舎清掃、給餌と
　いった各部門への配属となり、業務に従事し
　ていただきます。
※就業時間について：シフト制勤務です。

207,000円～
250,000円

(1)4時00分～15時00分
(2)15時00分～2時00分
(3)7時00分～19時00分

株式会社　浦幌デーリィファー
ム（ノベルズグループ）

64歳
以下

浦幌町字統太１０４番地８

浦幌町

医療事務 ◯調剤薬局における
・医療事務・調剤助手
・その他関連業務

150,000円～
160,000円

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

有限会社　ネット

不問

浦幌町字幸町

浦幌町他

介護職員 ・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
※担当業務については、相談の上決定
※資格、経験のない方の応募も可能です。
　　　　　＊＊＊　急募　＊＊＊

141,450円～
161,000円

(1)9時00分～17時30分 社会福祉法人　うらほろ幸寿会

不問浦幌町字北町７番地２３

浦幌町

土木技術者又は見習い
／正社員

◯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

250,000円～
350,000円

変形（1年単位）
(1)7時00分～16時30分

株式会社　サクシン

不問
浦幌町字住吉町６３番地１７

浦幌町

牛飼養管理業務 ◯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

171,600円～
220,000円

(1)8時00分～17時00分 みらい北海ファーム　株式会社
59歳
以下浦幌町字幾千世４６８番地５

浦幌町



令和2年11月25日（水）発行

℡ 015-572-2561

ハローワークいけだ

（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。

次回の発行日は、１２月１０日ごろです。

01240-15523601 就業場所 11

01240-15528801 就業場所 11

01240-15540601 就業場所 11

01240-15544701 就業場所 11

01240-19299101 就業場所 11

01010-31821201 就業場所 12

01040-10186201 就業場所 12

01041-  649401 就業場所 12

01041-  650201 就業場所 12

01041-  651501 就業場所 12

01041-  652001 就業場所 12

01041-  653301 就業場所 12

01041-  654601 就業場所 12

不問浦幌町字住吉町２７番地１

浦幌町

清掃員 ◯庁舎の清掃、ゴミ収集及び周辺環境整備等。
※２名での作業。週５日程度の出勤日数となり
　ます。

880円～
880円

(1)7時30分～10時30分 サンビーム興産　有限会社

不問

浦幌町字住吉町２７番地１

浦幌町

清掃員（請負） ◯院内・病室のモップ掛け、拭き掃除等を行っ
　ていただきます。
※４～５名でシフトを組んで１人で作業にあ
　たっていただきます。
※月８～１２日程度の勤務日数になります。

880円～
880円

交替制あり
(1)7時00分～16時00分
(2)8時00分～11時00分

サンビーム興産　有限会社

不問浦幌町字住吉町２７番地１

浦幌町

洗濯（請負） ◯養護老人施設内の洗濯
・施設に入居している方の洗濯 880円～

880円

交替制あり
(1)8時30分～17時00分

サンビーム興産　有限会社

不問

浦幌町字住吉町２７番地１

浦幌町

（派）クリーム充填・包装
補助作業

◯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、包装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。

955円～
955円

交替制あり
8時00分～17時00分の間
の7時間程度

サンビーム興産　有限会社

不問浦幌町字住吉町２７番地１

浦幌町

清掃員（請負） ○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12～16日の勤
　務になります。

880円～
880円

交替制あり
(1)8時00分～13時30分
(2)8時00分～12時30分

サンビーム興産　有限会社

不問浦幌町字住吉町２７番地１

浦幌町

（請負）給食業務 ◯工場職員の給食調理のお仕事です。
・３０名～３５名分の調理業務
・食器洗い及び調理場清掃業務
・稀に食材の買い出し業務
※２名体制で業務を行います。

880円～
880円

交替制あり
(1)8時00分～16時30分
(2)9時00分～14時30分
(3)9時00分～13時00分

サンビーム興産　有限会社

有限会社　北泉

不問

帯広市西１７条南５丁目７５番

浦幌町

清掃業務（浦幌町留真） ◯温浴施設館内清掃
※浴場清掃はありません
※６０歳以上の方歓迎
※雇用期間満了後、１年毎の更新の可能性あり

875円～
875円

交替制あり
(1)8時30分～11時00分
(2)12時00分～20時00分

株式会社　共立メンテナンス
札幌支店

不問
札幌市中央区南１条東３丁目１

浦幌町

選果及び構内作業員
／パート

◯馬鈴薯の選果作業：いもを計る、いもの芽を
　取る、お皿にいもを乗せる。
◯収穫した野菜の選果作業及び出荷業務

861円～
1,000円

変形（1年単位）
8時00分～17時00分の間
の3時間以上

準）スーパーマーケット鮮
魚部門担当者（十勝地区）

◯帯広・根釧地区いずれかのホクレンショップ
　またはエーコープの鮮魚部門にて商品加工、
　パック詰め、値付、陳列、接客、発注、売場
　管理等に従事していただきます。

170,000円～
200,000円

変形（1ヶ月単位）
7時00分～20時00分の間
の8時間

株式会社ホクレン商事
59歳
以下札幌市北区北７条西１丁目２番

浦幌町

（契）歯科助手（浦幌町） ◯歯科助手業務全般に従事していただきます。
・歯科医師指示に基づく診療の補助業務
・治療処置の準備、片付け、医療器具の整理、
　洗浄、消毒
・医療品などの在庫管理
・院内の片付け、清掃業務

162,000円～
165,000円

変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～19時00分
(2)9時00分～13時00分
(3)9時00分～16時30分

医療法人社団　澪和会　百合が
原ながの総合歯科

不問札幌市北区太平９条７丁目１番

浦幌町

歯科助手
（浦幌町／正社員）

◯歯科助手業務全般に従事していただきます。
・歯科医師指示に基づく診療の補助業務
・治療処置の準備、片づけ、医療器具の整理、
　洗浄、消毒
・医療品などの在庫管理
・院内の片づけ、清掃業務

162,000円～
170,000円

変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～19時00分
(2)9時00分～13時00分
(3)9時00分～16時30分

医療法人社団　澪和会　百合が
原ながの総合歯科

59歳
以下

札幌市北区太平９条７丁目１番

浦幌町

（契）歯科衛生士
（浦幌町）

◯歯科衛生士業務全般に従事していただきま
　す。
・診療補助、予防処置、保健指導
・ブラッシング指導、歯石等のクリーニング
・施術の準備、片付けや消毒、器具の管理
・歯周病治療、指導
・医院内外の整理整頓、清掃業務

210,000円～
290,000円

変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～19時00分
(2)9時00分～13時00分
(3)9時00分～16時30分

医療法人社団　澪和会　百合が
原ながの総合歯科

不問
札幌市北区太平９条７丁目１番

浦幌町

歯科衛生士
（浦幌町／正社員）

◯歯科衛生士業務に従事していただきます。
・診療補助、予防処置、保健指導
・ブラッシング指導、歯石等のクリーニング
・施術の準備、片付けや消毒、器具の管理
・歯周病治療、指導
・医院内外の整理整頓、清掃業務

210,000円～
290,000円

変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～19時00分
(2)9時00分～13時00分
(3)9時00分～16時30分

医療法人社団　澪和会　百合が
原ながの総合歯科

59歳
以下

札幌市北区太平９条７丁目１番

浦幌町


