
仕事の内容 賃　金 年　齢
求人番号

01040-13788011 就業場所 11

01040-12967711 就業場所
11

01040-13662711 就業場所 11

01040-13164711 就業場所 11

01041-  932811 就業場所 11

01041-  850611 就業場所 11

01041-  854811 就業場所 11

01041-  855211 就業場所 11

01041-  857411 就業場所 11

01041-  859311 就業場所 11

01040-13479111 就業場所 11

01040-13481511 就業場所 11

01041-  935411 就業場所 11

01041-  905911 就業場所 11

01041-  909211 就業場所 11

01041-  864511 就業場所 11

01041-  867311 就業場所 11

（請）車両管理員（代
替職員）十勝管内

◯契約先従業員の送迎業務
◯車内清掃及び洗車等の車両管理
◯ライト、オイルの点検等の日常点検等

167,000円～
177,000円

(1)8時30分～17時15分 株式会社　セノン道東営業所

不問
帯広市大通南１１丁目２０番１
号　ＴＲＡＤ池田町他

令和3年11月25日(木)発行

職　　種
就業時間 事業所名・所在地・就業場所

薬局受付事務／正職員
（池田店）

つがやす薬局池田店（中川郡池田町字東２
条７ー１１）にて薬局受付事務業務を行っ
ていただきます。

150,000円～
200,000円

変形（1年単位）
(1)9時00分～18時00分
(2)9時00分～13時00分
(3)9時00分～19時30分

東洋薬品株式会社
35歳
以下

帯広市東２条南８丁目１４
池田町

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。 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
番地 浦幌町他

ワイン製造工程管理業
務

ワインの製造工程における管理作業、醸造
作業等 179,600円～

179,600円

(1)8時45分～17時30分 池田町ブドウ　ブドウ酒研究所

不問
池田町字清見８３

池田町

（請）調理員／池田町
（月２２日前後）／正
社員

老人ホーム入所者の食事の仕度、後片付
け、食堂の清掃等業務を行っていただきま
す。

168,000円～
190,000円

交替制あり
(1)4時30分～13時30分
(2)8時00分～17時30分
(3)9時00分～18時30分

株式会社　吉井商事 18歳
～59
歳幕別町札内若草町５３８－２２

池田町

施設スタッフ／正社員 ○ワイナリー開設準備スタッフ業務
○宿泊・レストラン運営業務全般 203,000円～

285,000円

変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～18時00分
(2)10時00分～19時00分

株式会社　大地　十勝まきばの
家 不問
池田町字清見１４４

池田町

１級及び２級建築・土
木施工管理技士

○施工及び現場管理
○書類作成 260,000円～

350,000円

(1)7時00分～17時00分 株式会社　十勝工建
64歳
以下

池田町字利別南町１３番地
池田町

製造販売員／正社員 ○店頭での販売
○乳飲料、プリン、ピザの販売
○冷凍生地のパン焼成
○商品の発送

165,000円～
165,000円

交替制あり
(1)9時00分～18時00分
(2)9時00分～17時00分

有限会社ハッピネスデーリィ
35歳
以下

池田町清見１０３－２
池田町

土木現場技術員／正社
員

○十勝管内の公共土木工事で、土木技術者
として業務を行っていただきます。
＊有資格者の場合、現場代理人や補助員と
して施工全般を管理していただきます。

220,000円～
260,000円

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

株式会社遊佐組
35歳
以下

池田町西一条１丁目８
池田町

入出庫作業員／豊頃町 ○コンテナ組立などの軽作業
○施設内でじゃがいもの選別や入出庫業務
○ラインの機械操作等

160,578円～
160,578円

(1)8時30分～17時00分 カルビーポテト　株式会社

不問
帯広市別府町零号３１－４

豊頃町

食肉加工品の包装業務 ○製品ラベル貼り業務
○製品の出庫業務
○ギフト製品作成（ギフト箱詰め）
○製品包装業務　等

146,475円～
149,625円

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時15分

十勝池田食品株式会社

不問
池田町西２条１１丁目１番地１
１ 池田町

図書館司書 ・図書資料の収集、整理、貸出
・読書案内、相談
・読書会、講演会等の主催及び奨励など

157,400円～
157,400円

(1)9時30分～18時15分 豊頃町　役場

不問
豊頃町茂岩本町１２５

豊頃町

入出庫作業員（リフ
ト）／豊頃町

○フォークリフトによる業務
○コンテナ組立などの軽作業
○施設内でじゃがいもの選別や入出庫業務
○ラインの機械操作等

175,706円～
175,706円

(1)8時30分～17時00分 カルビーポテト　株式会社

不問
帯広市別府町零号３１－４

豊頃町

牧場スタッフ／正社員 ○ショベル・トラクターによる除糞作業、
搾乳の手伝いなど 280,000円～

300,000円

(1)3時30分～17時30分 滝口牧場
18歳
以上

豊頃町豊頃８８５－１
豊頃町

造林・造材作業員／正
社員

○民有林での造林・造材作業
○重機オペレーター作業（資格のある方） 250,000円～

350,000円

(1)7時00分～16時00分 株式会社　エヌフォレスト

不問
豊頃町豊頃旭町１６

豊頃町

介護職員（契約職員） ○当施設に入所されている方々の日常生活
（主に起床・就寝　時、お食事時、お手洗
い時、ご入浴時）のほかレクリエー　ショ
ン行事等開催時の介護業務。

236,500円～
247,000円

変形（1年単位）
(1)7時00分～16時00分
(2)9時00分～18時00分
(3)10時30分～19時30分

社会福祉法人　豊頃愛生協会
18歳
以上

豊頃町茂岩４９番地７８
豊頃町

肥育豚農場飼養管理全
般／正社員

○肥育豚の飼養管理を中心とした農場業務
を担当していただきます。 169,000円～

250,000円

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

株式会社　十勝中央農場
59歳
以下

豊頃町長節１４９－１
豊頃町

℡ 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。

◎ 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。

次回の発行日は、１２月１０日ごろです。



仕事の内容 賃　金 年　齢
求人番号

01040-13516811 就業場所 11

01040-13517211 就業場所 11

01041-  938611 就業場所 11

01041-  918511 就業場所 11

01041-  869911 就業場所 11

01041-  873511 就業場所 11

01041-  876311 就業場所 11

01010-41058211 就業場所 11

01010-39297211 就業場所 11

01040-13327511 就業場所 12

01041-  934511 就業場所 12

01041-  851911 就業場所 12

01041-  852111 就業場所 12

01041-  856511 就業場所 12

01041-  848511 就業場所 12

01041-  904611 就業場所 12

01041-  937311 就業場所 12

01041-  870711 就業場所 12

コンクリート試験員／
正社員

自社で製造した生コンクリートの品質管理
を行っていただきます。 175,000円～

250,000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

営業員／正社員 営業部にて、土木工事、建設資材（生コン
クリート、コンクリート二次製品、砂利）
の営業を十勝管内及び道東地区の建設業者
に対して行っていただきます。

170,000円～
250,000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

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

調理補助兼ホールス
タッフ

○主な業務
簡単な料理の盛り付け、洗い物
難しい作業はないので家庭での料理の延長
で問題ありません。

200,000円～
200,000円

交替制あり
11時00分～21時00分の間
の7時間程度

やきとり　　とり良

不問
豊頃町茂岩本町１１

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

大型コンクリートミキ
サー車運転手（浦幌・
帯広）

◎大型コンクリートミキサー車による生コ
ンクリートの運搬業務を行う。
◎依頼先の浦幌町内、帯広市内をはじめ管
内の建設現場までの運搬。

216,000円～
216,000円

変形（1年単位）
(1)8時00分～16時30分

太平洋興運株式会社　浦幌営業
所 不問
浦幌町字吉野２３８番地６

浦幌町

フォークリフトスタッ
フ（十勝郡浦幌町）

倉庫内でのフォークリフトのお仕事です。
倉庫内にてフォークリフトを使用して野菜
を運んで頂きます。

199,640円～
208,320円

交替制あり
7時00分～19時00分の間
の8時間程度

株式会社　Ｔｒｕｓｔ　Ｇｒｏ
ｗｔｈ　北海道支社 18歳

以上
札幌市中央区南２条西７丁目５
－６　第３サ浦幌町

林業・チップ製造作業
員／正社員

・造林（木を植え育てる）作業
・造材（木を伐採し製品にする）作業
・チップ製造（製紙原料及びバイオマス発
電原料）作業　

187,000円～
264,000円

(1)7時30分～15時30分
(2)7時00分～16時00分

北村林業　株式会社
64歳
以下

浦幌町字帯富９７番地３
浦幌町

店舗スタッフ ａｕショップ帯広大通店またはａｕショッ
プ池田店において店舗スタッフ業務を行っ
ていただきます。 900円～900円

変形（1ヶ月単位）
(1)10時00分～19時00分

株式会社　ネオウェーブ

不問
帯広市大通南１９丁目４番地１

池田町他

（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
－１ 浦幌町

株式会社　ゆたか

不問
池田町字大通１丁目７４番地

池田町

一般事務補助・窓口業
務等（２、３月）

・庶務事務（文書収受、発送、整理等）
・各種資料作成補助（ワード、エクセル
等）
・各種データ入力作業。
・お茶出し、片付けもあります。

900円～900円

8時30分～17時00分の間
の7時間

十勝池田税務署

不問
池田町字旭町１丁目８番地８

池田町

不問
池田町西２条１０丁目２－２０

池田町

早朝仕分けスタッフ 当事業所において、仕分け業務に従事して
いただきます。 1,200円～

1,200円

(1)5時30分～8時00分 ヤマ卜運輸株式会社　十勝池田
センター 59歳

以下
池田町字利別本町２２－３

池田町

不問
豊頃町茂岩４９番地７８

豊頃町

接客スタッフ ・２０２０年６月にリニューアルオープン
した、いけだワイン城の物販部門、飲食部
門、ガイドツアー部門等の接客スタッフ

900円～1,000
円

交替制あり
(1)8時45分～17時30分

一般社団法人　いけだワイン城
64歳
以下

池田町字清見８３番地４
池田町

不問
浦幌町字桜町１５番地６

浦幌町

調理補助兼ホールス
タッフ

○主な業務
簡単な料理の盛り付け、洗い物
難しい作業はないので家庭での料理の延長
で問題ありません。

1,000円～
1,000円

交替制あり
(1)10時00分～15時00分

やきとり　　とり良

不問
豊頃町茂岩本町１１

浦幌町

職　　種
就業時間 事業所名・所在地・就業場所

調理員 養護老人ホームでの食事提供業務（入所者
５０名） 897円～1,129

円

交替制あり
(1)5時30分～14時00分
(2)9時45分～18時15分
(3)10時00分～18時45分

浦幌町　役場

清掃員（パート職員） ○当施設館内の清掃業務です。

889円～889円

交替制あり
(1)8時00分～15時30分
(2)9時00分～16時30分

社会福祉法人　豊頃愛生協会

介護職員／パート ○入浴介助、食事介助、レクリエーション
のサポートを中心とした介護業務。 950円～1,000

円

交替制あり
9時45分～16時30分の間
の6時間程度

社会福祉法人　池田光寿会

飲食店ホール ハンバーグや和食、仕出し料理など多岐に
渡るお食事を提供している池田町「ゆた
か」でのホールスタッフ業務をお願いしま
す。

900円～1,200
円

9時30分～22時00分の間
の3時間程度


