
仕事の内容 賃　金 年　齢

求人番号

01040- 8133011 就業場所 11

01040- 8875211 就業場所 11

01041-  364411 就業場所 11

01041-   36010 就業場所 30

01041-  416111 就業場所 11

01041-  476711 就業場所
11

01041-  477811 就業場所 11

01041-  478211 就業場所 11

01041-  531811 就業場所 11

01041-  570911 就業場所 11

01190- 5884711 就業場所 11

01041-  362211 就業場所 11

01040- 5464511 就業場所
11

01041-  388211 就業場所 11

01041-  389511 就業場所 11

令和3年7月21日（水）発行

職　　種
就業時間 事業所名・所在地・就業場所

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。 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
◯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

バッチャプラント操作員／
正社員

◯生コンプラントの機械操作及びメンテナンス
　業務 175,000円～

230,000円

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

永井工業　株式会社　浦幌工場
59歳
以下

浦幌町帯富７６

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

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

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

事務スタッフ（企画推進
部）／正社員

・各種データの整理／入力およびデータ解析
・書類整理を行う。
・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　等

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 ◯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。

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

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。
※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
64歳
以下

浦幌町字住吉町６３番地１７

浦幌町

重機オペレーター及び製材
選別工

〇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　等

184,000円～
222,000円

(1)8時00分～17時30分 木下林業　株式会社
64歳
以下

浦幌町帯富８６番地

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。

216,000円～
219,000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

溶接要員 ○工務課にて、当社製林業機械の製作過程で
　鋼材を運搬、溶断、溶接し組み付けする作
　業及び修理する作業に従事します。

181,000円～
222,500円

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時00分

玉置機械工業　株式会社
59歳
以下

浦幌町字帯富８７－２

浦幌町

酪農作業員／正社員 ○乳牛の飼育管理全般。
○令和3年11月から始動予定の牛舎の管理業務
（清掃、堆肥の入れ替え等）

240,000円～
350,000円

5時00分～19時00分の間
の8時間程度

株式会社　谷川牧場

不問

浦幌町字活平２３４番地７

浦幌町

トレーラードライバー ○木材チップを製紙工場に運ぶ仕事

175,000円～
190,000円

変形（1年単位）
(1)7時00分～17時00分

株式会社　北栄運輸
59歳
以下

浦幌町字帯富１５２

浦幌町

一般事務員【浦幌町】 ◯工事現場などで使用する建設機械をレンタル
　する事業所での事務業務に従事していただき
　ます。

157,000円～
180,000円

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

北海産業　株式会社
29歳
以下

苫小牧市あけぼの町２丁目２－

浦幌町

不問

浦幌町厚内１８９番地

浦幌町

定置漁業 ◯秋鮭定置漁業

270,000円～
300,000円

(1)7時30分～16時30分
(2)4時00分～9時00分
(3)4時00分～14時30分

株式会社　七協水産

℡ 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、８月１０日ごろです。



仕事の内容 賃　金 年　齢

求人番号

令和3年7月21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、８月１０日ごろです。

01010-16363411 就業場所 11

01010-16372011 就業場所 11

01040- 7432511 就業場所 11

01040- 8598311 就業場所 11

01041-  400811 就業場所 11

01041-  401211 就業場所 11

01041-  479511 就業場所 12

01041-  502611 就業場所 12

01041-  496411 就業場所 11

01041-  503911 就業場所 11

01041-  363511 就業場所 12

01041-  480311 就業場所 12

01041-  481611 就業場所 12

01041-  482911 就業場所 12

01041-  483111 就業場所 12

01041-  545611 就業場所 12

（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

（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

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
◯ブロッコリーの収穫作業
◯収穫した野菜の選果作業及び出荷業務

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

フォークリフト作業員／正
社員

◯馬鈴薯の選果出荷作業
◯ﾌﾞﾛｯｺﾘｰの他農産物選果及び出荷業務等 185,000円～

250,000円

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

有限会社　北泉
39歳
以下

帯広市西１７条南５丁目７５番

浦幌町

工事技能者及びオペレー
ター／正社員

○現場は十勝管内における工事の技能者及び
　オペレーターを募集します。 190,000円～

415,000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

株式会社　フクタ
45歳
以下

浦幌町字万年３５４－１

浦幌町

工事技術者／正社員 ◯工事技術者

240,000円～
415,000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

株式会社　フクタ
45歳
以下

浦幌町字万年３５４－１

浦幌町

介護職員 ◯認知症高齢者等の日常生活介助、介護
※深夜勤務が可能な方
（深夜勤務回数は面談の上決定）
※週４０時間程度勤務可能な方

149,290円～
164,666円

交替制あり
(1)7時30分～17時15分
(2)10時00分～19時00分
(3)18時00分～9時00分

特定非営利活動法人　オーディ
ナリーサーヴァンツ 18歳

以上浦幌町寿町８番地の１

浦幌町

看護職員 ○認知症高齢者等の介護施設において、入居者
　の健康管理、医療的対応及び急変時の対応 182,784円～

182,784円

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

特定非営利活動法人　オーディ
ナリーサーヴァンツ 不問

浦幌町寿町８番地の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。

890円～
890円

(1)7時30分～11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

（派）クリーム充填・包装
補助作業

・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

1,000円～
1,000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

介護職員／パート ○デイサービスに於ける入浴、食事、排せつ、
　移動等の介助 870円～

960円

交替制あり
(1)8時30分～17時15分

社会福祉法人　浦幌町社会福祉
協議会 不問

浦幌町字北町８番地の１　浦幌

浦幌町

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・清掃業務（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
○施設内の各入居者の部屋、廊下、トイレ風呂
　場の清掃

890円～
890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

不問

浦幌町寿町８番地の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
※２名体制で業務を行います。

890円～
890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

不問
浦幌町字住吉町２７番地１

浦幌町

事務職員 ◯一般事務、電話、来客対応、書類作成補助

873円～
1,026円

(1)8時30分～17時00分 浦幌町　役場

不問

浦幌町字桜町１５番地６

浦幌町

介護職員 ◯認知症高齢者等の日常生活介助、介護
※１ヶ月の勤務時間は７０時間程度 861円～

950円

交替制あり
7時30分～19時00分の間
の6時間程度

特定非営利活動法人　オーディ
ナリーサーヴァンツ

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。

890円～
890円

交替制あり
(1)8時00分～13時30分
(2)8時00分～12時30分



仕事の内容 賃　金 年　齢

求人番号

令和3年7月21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、８月１０日ごろです。

01041-  546911 就業場所 12

01041-  547111 就業場所 12

01041-  473611 就業場所 11

01041-  475111 就業場所 11

保健師 ◯保健業務全般（各種健診、健康相談、健康
　指導、家庭訪問等） 188,700円～

268,400円

(1)8時30分～17時15分 浦幌町　役場
59歳
以下

浦幌町字桜町１５番地６

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） 160,100円～

268,400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
～

59歳浦幌町字桜町１５番地６

浦幌町

不問

浦幌町字桜町１５番地６

浦幌町

特定施設介護員２ ◯入所者の介護及び支援員の補助

898円～
1,228円

変形（1ヶ月単位）
7時00分～19時00分の間
の7時間以上

浦幌町　役場

不問

浦幌町字桜町１５番地６

浦幌町

特定施設介護員１ ◯入所者の介護及び支援員の補助

1,087円～
1,488円

変形（1ヶ月単位）
7時00分～19時00分の間
の7時間以上

浦幌町　役場


