
  ハローワーク夕張
  夕張市本町5丁目5番地
  電話　0123-52-4411

◆ 　「①フルタイム」と「②パートタイム・季節」の２種類に分けました。

◆ 　本誌は、ハローワーク夕張管轄地域（夕張市・栗山町・由仁町・長沼町）の求人を地域・
　　雇用形態別で一覧にしたものです。
　  　今月・翌月分の発行スケジュールは下記のとおりです（月2回発行）。

 　ハローワーク以外にも次の場所に設置していますので、ご自由にお持ち帰りください。

　　【夕張市】 夕張市役所・夕張市役所南支所・夕張商工会議所【長沼町】 長沼町商工会・長沼町役場

　　【栗山町】 継立郵便局・栗山商工会議所・マックスバリュ栗山店・栗山町図書館・栗山町役場

　　【由仁町】 由仁町商工会・由仁町役場

◆ 　本誌は求人情報一覧であり、免許・資格など、詳細な内容まで全て明示しているものではなく、

　  また、発行後に取消や内容変更となっている場合もありますので、応募の前には必ず最新内容

　  の求人票をご確認ください。

◆ 　掲載されている求人に応募される場合はハローワークの紹介状が必要になりますので、

　  お近くのハローワーク又は付属施設（下図参照）へお越し下さい。

　　　また、詳細内容のお問い合わせや応募ご希望の際は、各求人の一番左上に掲載されて

　　いる求人番号をお申し出いただくようお願いします。

求職活動はハローワーク及びジョブガイドをご利用ください。
ハローワーク千歳のホームページでも「かんたん求人検索」で夕張管内の求人を見ることができます！

令和５年５月１６日号

　　お好きな方をお取り下さい。

５月 １６日、３０日 ６月 １３日、２７日

（平日 8:30～17:15） （平日 8:30～17:15）

（平日 9:30～17:00） （平日 9:30～17:00）

詳しくはこちら

（スマートフォン等でＱＲコードを読み取ると、ハローワーク千歳のwebサイトにアクセス出来ます）



ハローワーク千歳 で検索！
R５.１.23

その他お役立ち情報随時更新中！！
ぜひ公式ホームページへ♪右記ＱＲコード又は

公式ホームページの一部メニューをご紹介♪

各種セミナーのご案内や、
週刊求人情報を一覧で掲載！

就活お役立ち情報！

求職者の皆様へ

地元の会社の方と直接
話せるチャンスです！

おしごと説明会

あなたの地元のおしごと

求人かんたん検索

入力不要！選んで検索！

希望条件を選択して簡単に
求人を検索できます！

ハローワーク千歳
公式キャラクターやまっち

就活イベント情報やセミナーの
ご案内など、タイムリーな情報
をいち早くお届けします♪

などお仕事に関係する言葉
を話しかけてください！
やまっちがお役立ち情報を
お伝えします♪

■求人
■職業訓練
■お仕事探し



求人番号 事業所名 職種名
雇用形態 就業場所／住所 年齢制限
加入保険 雇用期間 必要な経験
募集人数 休日

正社員以外 北海道夕張市沼ノ沢２２９番地 18歳以上

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

～令和6年3月31日

1人 契約更新の可能性あり（条件あり） 他

正社員 北海道夕張市紅葉山２３０番地 40歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 土日祝他

正社員 北海道夕張市紅葉山２３０番地 59歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 日祝他

正社員以外 北海道夕張市若菜２番地１９ 64歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 日祝

正社員 北海道夕張市南清水沢４丁目１０ 59歳以下

～

雇用期間の定めなし

5人 日祝

正社員 北海道夕張市社光２０番地 18歳～64歳

～

雇用期間の定めなし

3人 他

正社員 北海道夕張市社光２０番地 18歳～64歳

～

雇用期間の定めなし

3人 他

正社員 北海道夕張市社光２０番地 64歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 土日祝他

正社員 北海道夕張市社光２０番地 64歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 土日祝他

正社員 北海道夕張市日吉１４番６ 40歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 日祝他

正社員 北海道江別市東野幌町１２番地４ 64歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 他

正社員以外 北海道夕張市南清水沢４丁目１０ 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

～令和6年2月29日

1人 契約更新の可能性あり（原則更新） 日他

正社員 北海道夕張市沼ノ沢５１０－１１ 59歳以下

～

雇用期間の定めなし

10人 他

正社員 北海道夕張市沼ノ沢５１０－１１ 59歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 他

正社員以外 北海道夕張市若菜２番地１９「夕 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

2人 契約更新の可能性あり（原則更新） 他

正社員以外 北海道夕張市南清水沢４丁目１０ 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 契約更新の可能性あり（原則更新） 土日他

168760円

01251-  225331 シチズン時計マニュファクチャ
リング株式会社　夕張工場

検査員 155500円
変形（1年単位） 時計部品の検査業務


※正社員登用制度あり
※雇用期間は６ヶ月毎の更新となります

(1)8時00分～17時00分

雇用・労災・健康・厚
生・財形

主として路線バスの運転（１日６時間４０分勤務・時間外３０～４０時間
あり）

◎大型二種免許取得補助制度あり（詳細は事業所ＨＰを確認）
◎試用期間３か月後、適格者は正社員に登用します

雇用・労災・健康・厚
生

166000円
又は5時30分～22時00
分の間の7時間程度

595581円
又は7時30分～17時30
分の間の8時間

01251-  240731 夕張鉄道株式会社 バス乗務員 166000円
交替制あり

01251-  251931 株式会社ＤＡＤＡＣＡ　夕張工
場

総務庶務 200436円 チョコレート菓子を製造する工場です。
制服や備品の管理等、製造に携わる方をサポートする業務。
雇用に係る社会保険等の労務に関する業務。
会計等経理に関する業務。
来客や電話対応等顧客サービス等に係る業務。

(1)8時00分～17時00分

雇用・労災・健康・厚
生

一般事務、庶務、
会計等の実務経験

チョコレートや焼き菓子の生産・品質などを
管理していただく社員を募集します。

チョコレートのフレーバーを仕込む作業
チョコレート材料を型に流し込み機械にセットし冷却する作業

(1)8時00分～17時00分
(2)5時00分～14時00分

雇用・労災・健康・厚
生

食品製造、工程管
理、食品衛生、品

質管理等

595581円
(3)13時00分～22時00分

153824円

01251-  269931 株式会社ＤＡＤＡＣＡ　夕張工
場

菓子製造及び包装
スタッフ

200436円
交替制あり

01251-  332131 株式会社　マルダイ （パ）製造作業員 153824円 材料を直線機にかけ、直線材をベンダー曲げ加工、型枠にセットしロ
ボット溶接機で溶接する事が主な作業です。その他曲げ型を使用して
の各種線材曲げ加工、リングの溶接、歪取など

(1)8時00分～17時05分

雇用・労災・健康・厚
生

大型バスのほか、当社所有の全車両の点検・整備
(1)5時30分～13時50分
(2)8時00分～16時20分

雇用・労災・健康・厚
生

２級・３級自動車
整備士免許資格や
経験知識あれば尚

171100円

260000円

01251-  323931 夕張鉄道株式会社 自動車整備員 158550円
交替制あり

01251-  319231 医療法人社団英仁会　介護老人
保健施設虹ヶ丘

事務職員 165000円 総務・庶務・労務他、事務全般の補助的業務を担当し、施設の健全な
運営のお手伝いをして頂きます。
・来客電話対応　　・介護報酬請求
・勤怠管理補助　　・経理補助
・備品管理　　　　・福利厚生

(1)8時30分～17時30分

雇用・労災・健康・厚
生

・介護医療院（２０２３年９月開院予定）および夕張市立診療所におけ
る介護事務全般
　
１．介護報酬請求事務
２．電話応対、物品管理　等

(1)8時15分～17時15分

雇用・労災・健康・厚
生

介護報酬請求業務
の経験

197000円

239000円

01251-  360431 医療法人社団豊生会　夕張豊生
会

介護事務 164000円

01251-  355631 医療法人社団豊生会　夕張豊生
会

歯科衛生士 184000円 ・夕張市立診療所歯科における外来・入院・老健での歯科衛生士業
務。
　医師の補助、歯垢、歯石の除去、虫歯予防のためのブラッシング
指導、診療器具の消毒・滅菌・準備
　受付、カルテ等の管理事務、室内清掃業務　等

(1)8時15分～17時15分

雇用・労災・健康・厚
生

１．夕張市立診療所の病棟（１９床）における看護業務全般
２．介護医療院夕張（１９床）における看護業務全般

１．夕張市立診療所は、救急の受け入れも行っておりますので、時間
外の救急対応に従事していただくことがあります。

(1)8時30分～17時30分
(2)16時00分～9時00分

雇用・労災・健康・厚
生

319000円

339000円

01251-  368231 医療法人社団豊生会　夕張豊生
会

准看護師（診療所
勤務、又は、介護

268000円
変形（1ヶ月単位）

01251-  366031 医療法人社団豊生会　夕張豊生
会

看護師（診療所勤
務、又は、介護医

288000円
変形（1ヶ月単位） １．夕張市立診療所の病棟（１９床）における看護業務全般

２．介護医療院夕張（１９床）における看護業務全般

１．夕張市立診療所は、救急の受け入れも行っておりますので、時間
外の救急対応に従事していただくことがあります。

(1)8時30分～17時30分
(2)16時00分～9時00分

雇用・労災・健康・厚
生

オペレーター業務はグレーチングの生産に関わる機械操作、グレーチ
ングパネルの圧接と切断、切断後の旋盤・フライス・溶接などによる二
次加工や製品の製造をしていただきます。

(1)8時00分～17時00分

雇用・労災・健康・厚
生

溶接・フォークリ
フト・クレーン等

225000円

171100円

01251-  388331 石田鉄工株式会社　夕張工場 マシンオペレー
ター・組み立て・

170000円

01251-  387731 夕張鉄道株式会社 一般事務 158550円 ※総務課にて給与・社会保険関係を中心とした事務を担当して頂きま
す。

その他
勤怠管理、社会保険関係の書類作成、台帳管理、データ入力、来客

(1)8時40分～17時00分

雇用・労災・健康・厚
生

＊栄養管理、献立表作成、確認、書類作成
＊関係官庁等に提出する給食関係の書類作成等の確認、提出、保
管
＊給食関係の伝票整理、報告書作成、治療食指示
＊管理点検記録作成確認、給食材料の使用状況の確認

(1)8時00分～17時00分

雇用・労災・健康・厚
生

214000円

214000円

01251-  407231 社会福祉法人　北海道博愛舎 栄養士 165300円
変形（1年単位）

01251-  405031 社会福祉法人　北海道博愛舎 事務員 162300円
変形（1年単位） 社会福祉法人会計事務、経理及び庶務全般

電話対応、来客者対応、給与計算など

＊未経験者可

(1)8時00分～17時00分

雇用・労災・健康・厚
生

(2)8時30分～8時29分
雇用・労災・健康・厚

生
250000円

賃金
（ a + b ） 就業時間 仕事の内容

01251-  421031 株式会社　データベース　夕張
川事業所

電気・機械設備等
の保守管理

160000円
変形（1ヶ月単位） ・水力発電施設巡視点検（各発電所　２回／月）、定期点検。

　※現場作業、及び点検作業は原則２名以上で実施。

・関連設備点検保守
・軽微な草刈り・除雪

(1)8時30分～17時30分

夕張市フルタイム-1



求人番号 事業所名 職種名
雇用形態 就業場所／住所 年齢制限
加入保険 雇用期間 必要な経験
募集人数 休日

賃金
（ a + b ） 就業時間 仕事の内容

正社員以外 北海道夕張市南清水沢４丁目１０ 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 契約更新の可能性あり（原則更新） 土日他

正社員以外 北海道夕張市紅葉山２３０番地 不問

～

雇用期間の定めなし

2人 日他

正社員以外 北海道夕張市平和１１番地 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 契約更新の可能性あり（条件あり） 土日祝他

正社員 北海道夕張市平和１１番地 44歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 土日祝他

正社員以外 北海道夕張市社光２０番地 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 契約更新の可能性あり（条件あり） 他

正社員以外 北海道夕張市社光２０番地 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 契約更新の可能性あり（条件あり） 他

正社員 北海道夕張市日吉１６－４ 59歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 他

正社員 北海道夕張市紅葉山２４３－６ 59歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 他

正社員 北海道夕張市日吉１４－６ 59歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 他

正社員 事業所所在地、または江別市「江 64歳以下

～

雇用期間の定めなし

5人 土日祝他

240000円

01110- 1585531 アクサ生命保険株式会社　岩見
沢営業所

商工会議所共済・
福祉制度推進ス

150000円 ・商工会議所会員企業に対する生命保険による従業員の福利厚生
　制度（退職金・弔慰金）のコンサルティング営業
・経営者のリスク管理や事業承継・資産管理などのアドバイスや
　保険設計
・個人のライフプランに対応した保険設計　　　　　　　　　　　　　

(1)9時15分～17時00分

雇用・労災・健康・厚
生

厨房において、調理業務全般に従事する。

具体的には、調理、食材切り込み、盛り付け、配膳、食器洗浄及び厨
房内清掃、その他付随する業務。


雇用・労災・健康・厚
生

284000円
又は5時30分～19時00
分の間の8時間程度

284000円

01240- 7095831 株式会社　日総 調理師（夕張市） 205000円
変形（1ヶ月単位）

01240- 7082331 株式会社　日総 調理師（夕張市） 205000円
変形（1ヶ月単位） 施設の厨房において、調理業務に従事していただきます。

・調理業務　・盛り付け業務

※４人体制で約５０食調理しています。


(1)6時00分～15時00分
(2)10時00分～19時00分

雇用・労災・健康・厚
生

ケアハウスの厨房において、調理業務全般に従事していただきます

・調理業務　・食材切り込み業務　・盛り付け業務
・配膳業務　・食器洗浄および厨房内清掃業務
・その他付随する業務

雇用・労災・健康・厚
生

284000円
又は5時30分～19時00
分の間の8時間程度

173600円

01240- 7081731 株式会社　日総 調理師（夕張市日
吉）

205000円
変形（1ヶ月単位）

01010-16225731 日清医療食品　株式会社　北海
道支店

（嘱）調理員（夕
張市／夕張市立診

164920円
交替制あり 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

＊給食経験者は別途優遇あり
＊勤務時間、日数相談可

(1)5時00分～14時00分
(2)10時00分～19時00分

雇用・労災・健康・厚
生

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

＊給食経験者は別途優遇あり
＊勤務時間、日数相談可

(1)5時00分～14時00分
(2)10時00分～19時00分

雇用・労災・健康・厚
生

220000円

180000円

01010-16221831 日清医療食品　株式会社　北海
道支店

（嘱）調理師（夕
張市／夕張市立診

190000円
交替制あり

01010-19016331 水ｉｎｇ　株式会社　北海道支
店

（夕張市）汚泥再
生処理センター運

165000円 水処理施設・環境衛生関連施設の運転保守管理
・運転管理（運転操作、監視など）
・保守管理（点検、小修理など）
・その他上記に付随する業務


(1)8時15分～17時15分

雇用・労災・健康・厚
生・財形

水処理施設・環境衛生関連施設の運転保守管理
・運転管理（運転操作、監視など）
・保守管理（点検、小修理など）
・その他上記に付随する業務


(1)8時15分～17時15分

雇用・労災・健康・厚
生

250000円

163960円
又は6時00分～18時00
分の間の8時間

01010-18982931 水ｉｎｇ　株式会社　北海道支
店

（准Ａ２／夕張
市）汚泥再生処理

200000円

01251-  230531 社会福祉法人　北海道博愛舎 介護補助員 163960円
変形（1年単位） １．日常生活動作の支援・介助（補助作業）

　＊排泄介助補助
　＊食事介助補助
　＊清拭（オムツ交換・衣類交換・洗濯等の補助）
　＊通院支援の引率・外出支援の引率

雇用・労災・健康・厚
生

マシンオペレーターとしての管理業務

※正社員登用制度あり
※雇用期間は６ヶ月毎の更新となります（原則更新）

(1)8時00分～17時00分

雇用・労災・健康・厚
生・財形

168760円

01251-  226631 シチズン時計マニュファクチャ
リング株式会社　夕張工場

機械作業員（日
勤）

155500円
変形（1年単位）

夕張市フルタイム-2



求人番号 事業所名 職種名
雇用形態 就業場所／住所 年齢制限
加入保険 雇用期間 必要な経験
募集人数 休日

有期雇用派遣労働 北海道夕張郡由仁町馬追２１５ 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

1人 契約更新の可能性あり（条件あり） 他

正社員 夕張郡由仁町本三川６６０　　日 18歳～64歳

～

雇用期間の定めなし

3人 日祝他

正社員 北海道夕張郡由仁町本三川６７４ 59歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 日祝他

正社員 北海道夕張郡由仁町馬追２１５番 64歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 他

正社員 北海道夕張郡由仁町古川２５番地 59歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 日祝他

正社員 北海道夕張郡由仁町古川１０８番 59歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 土日祝他

正社員 北海道夕張郡由仁町古川１０８番 59歳以下

～

雇用期間の定めなし

2人 土日祝

正社員 北海道夕張郡由仁町古川７３－１ 18歳～59歳

～

雇用期間の定めなし

1人 他

正社員 北海道夕張郡由仁町山形５６３番 40歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 日他

正社員 北海道夕張郡由仁町山形５６３番 40歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 日他

正社員 北海道夕張郡由仁町山形５６３番 40歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 日他

正社員 北海道夕張郡由仁町川端２８９ 62歳以下

～

雇用期間の定めなし

2人 土日祝他

正社員 北海道夕張郡由仁町古川２５番地 59歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 日祝他

正社員 北海道夕張郡由仁町古川２５番地 40歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 日祝他

正社員 北海道夕張郡由仁町古川２５番地 59歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 日祝他

正社員以外 北海道夕張郡由仁町伏見１２２番 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

令和5年4月1日～令和6年3月31日

1人 契約更新の可能性あり（原則更新） 他

250000円
(3)10時30分～19時15分
又は7時00分～21時00
分の間の7時間以上

01251-  305331 東武緑地株式会社　ユンニの
湯

調理師 200000円
変形（1年単位） レストラン及び宴会場での調理業務全般

・料理の仕込み、盛り付け、清掃等

※マイカー通勤出来る方を希望
※契約期間満了後は１年毎の更新となります。

(1)9時30分～18時15分
(2)10時00分～18時45分

雇用・労災・健康・厚
生

調理経験者

＊当社での建築工事の現場代理人などの施工管理全般業務を
行っていただきます。主にＳ造です。

※就業時間は現場の状況により多少変動があります。

(1)8時00分～17時30分
(2)9時00分～17時00分

雇用・労災・健康・厚
生

経験者希望 300000円

290000円

01251-  331931 栄進工業株式会社 建築施工管理業務 250000円
変形（1年単位）

01251-  330631 栄進工業株式会社 検査業務 160000円
変形（1年単位） 建築鉄骨の検査及び検査書類などの作成業務をしていただきま

す。
鉄骨に対する知識のない方でも、しっかりサポートしていきます。
又、関連資格の取得に対してもサポートします。

(1)8時00分～17時30分
(2)9時00分～17時00分

雇用・労災・健康・厚
生

＊当社工場において、建築鉄骨の溶接作業、機械加工、組立作業
をしていただきます。

＊未経験の方も安心して働けるようサポートします。
（溶接資格ある方、経験者優遇）

(1)8時00分～17時30分
(2)9時00分～17時00分

雇用・労災・健康・厚
生

溶接資格ある方、
経験者優遇

290000円

400000円

01251-  329431 栄進工業株式会社 工場作業員 160000円
変形（1年単位）

01251-  328531 株式会社　グラベル 砂利プラント内作
業員、重機オペ

250000円 プラント内での作業（砂利、砂、玉石等の生産に関する作業）に従
事していただきます。
建設業も兼業しておりますので、重機オペレーターの方も大歓迎し
ます。


(1)8時00分～17時00分
(2)7時00分～16時00分

雇用・労災・健康・厚
生

砂利経験者尚可

製品をより高品質かつ効率的に生産する為の体制を築く仕事で
す。
自分のアイデアを形にし、生産に反映させられることがこの仕事の
醍醐味です。また、他部署の人々と連携・協力して仕事を勧める中
で、幅広い知識や経験が得られ自分自身の成長にも繋がるやりが

(1)8時20分～17時15分

雇用・労災・健康・厚
生・財形

232000円

232000円

01251-  339331 北海道ニプロ株式会社 生産技術者 160000円
変形（1ヶ月単位）

01251-  338731 北海道ニプロ株式会社 工場作業員（溶接
工）

160000円
変形（1ヶ月単位） ロータリーなど農業用作業機の部品を溶接する仕事です。

溶接は主に溶接ロボットを使って行いますが、一部手溶接も行いま
す。
＊ティーチング作業
（リモコンを使って溶接ロボットに動作を教えるプログラム作業）

(1)8時20分～17時15分

雇用・労災・健康・厚
生・財形

農業用作業機を組み立てる仕事です。

組立ラインに供給する部品を組み立てたり、組立ラインで製品本体
に部品を取り付ける作業です。
ボルト・ナットや工具等を使いますが、知識や経験が無くてもやる気

(1)8時20分～17時15分

雇用・労災・健康・厚
生・財形

232000円

226700円

01251-  337431 北海道ニプロ株式会社 工場作業員（組立
工）正社員

160000円
変形（1ヶ月単位）

01251-  349931 ヒナタフーズ株式会社 食品工場正社員／
もやし工場

185000円
交替制あり あなたにお任せするのは、モヤシの栽培、収穫、出荷になります。


モヤシは２４時間栽培システムで散水・温度管理で生育させます。
水と温度管理のみで育てるため、生育状況の把握には数年の経験
を

(1)7時00分～16時15分
(2)3時00分～12時15分

雇用・労災・健康・厚
生

機械・手作業によるゴム製品の製造（ライン作業ではありません）

※原料など重量物の取り扱いあり
※当社ＨＰにて農業用、工業用ゴム製品や電気式融雪ゴムマット、
競走馬施設内の床ゴムマット等の製品を紹介しています。

(1)8時30分～17時30分

雇用・労災・健康・厚
生

201900円

238000円

01251-  401331 株式会社　北海道ゴム工業所 自社工場内でのゴ
ム製品の製造

176400円

01251-  415231 株式会社　北海道ゴム工業所 営業 225900円 ・既存顧客へのルート営業
・新規顧客開拓
・課題の発見や解決につながる提案
・仕入及び外注業者の対応
※当社ＨＰにて農業用、工業用ゴム製品や電気式融雪ゴムマット、

(1)8時30分～17時30分

雇用・労災・健康・厚
生

製造会社の営業、
研究開発

＊ＣＡＤを用いて鉄骨工事の施工図及び工作図の作成を行ってい
ただきます。

専用の鉄骨ＣＡＤソフトを使用しているため、応募要件の「ＣＡＤ経験
者」は使用経験ソフトを問いません。

(1)8時00分～17時30分
(2)9時00分～17時00分

雇用・労災・健康・厚
生

ＣＡＤ経験者（３
年以上の経験者優

遇）

290000円

243000円
(3)8時40分～18時00分

01251-  427331 栄進工業株式会社 ＣＡＤオペレー
ター

160000円
変形（1年単位）

01251-  439831 社会福祉法人水の会　軽費老
人ホーム緑豊苑

介護職員（正社
員）

185900円
変形（1ヶ月単位） 自立されている高齢者への生活支援業務全般

・日常生活（掃除、整理、洗濯など）の支援
・余暇活動の支援（行事の支援、買物引率業務）

＊夜間勤務は基本的にありません。

(1)6時40分～16時00分
(2)7時50分～17時10分

雇用・労災・健康・厚
生

介護職経験

ポテトハーベスタ（じゃがいもを収穫する農業機械）、スプレーヤ（作
物に薬液等を散布する農業機械）等の整備、修理作業を行ってい
ただきます。

◯農業機械の点検、修理　等

(1)8時30分～17時30分

雇用・労災・健康・厚
生・財形

279000円

212000円
(3)16時45分～2時00分

01040- 5644131 東洋農機株式会社 農業機械の整備、
修理（三川営業

186000円
変形（1年単位）

01010-11570631 日本食品製造　合資会社 食品の品質管理
（由仁町・栗山

165000円
変形（1年単位） 朝食シリアル（コーンフレーク、グラノーラ、オートミール）及びスイー

トコーン缶詰の品質管理を行います。
・品質管理員は、製品の抜取検査、製品工程管理、帳票類の確認・
作成、標識の作成、改善活動、新入社員教育、備品類の管理、
　工場内のルール策定等を行います。

(1)7時45分～17時00分
(2)11時45分～21時00分

雇用・労災・健康・厚
生

食品安全知識、食
品製造の経験、菌

検査、

(2)9時00分～18時00分
雇用・労災・健康・厚

生
介護福祉士お持ち
の方は実務経験１
年以上必要。資格

225680円

賃金
（ a + b

）
就業時間 仕事の内容

01010-20024631 株式会社　Ｔｒｕｓｔ　Ｇｒ
ｏｗｔｈ　北海道支社

相談員（由仁町馬
追）

225680円
交替制あり 軽費老人ホームでの相談員のお仕事です。


ご利用者、保証人の精神的・経済的諸問題の相談・ご利用者の行
政手続きや生活に必要な相談・関係機関との連絡調整・施設内外
保守管理業務を行って頂きます。

(1)8時00分～17時00分

由仁町フルタイム-1



求人番号 事業所名 職種名
雇用形態 就業場所／住所 年齢制限
加入保険 雇用期間 必要な経験
募集人数 休日

賃金
（ a + b

）
就業時間 仕事の内容

正社員以外 北海道夕張郡由仁町伏見１２２番 20歳以上

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

令和5年4月1日～令和6年3月31日

1人 契約更新の可能性あり（原則更新） 他

正社員 北海道夕張郡由仁町西三川４３９ 不問

～

雇用期間の定めなし

2人 他

正社員以外 北海道夕張郡由仁町本三川１３７ 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 契約更新の可能性あり（条件あり） 土日祝他

正社員以外 北海道夕張郡由仁町伏見１２２番 20歳以上

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

令和5年4月1日～令和6年3月31日

1人 契約更新の可能性あり（原則更新） 他

正社員 北海道夕張郡由仁町古川３３７番 59歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 日祝他

正社員 北海道夕張郡由仁町本三川６９１ 59歳以下

～

雇用期間の定めなし

2人 土日祝

正社員 北海道夕張郡由仁町本町２６６ 64歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 他

正社員 北海道夕張郡由仁町東栄８７ー１ 64歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 日祝他

正社員 北海道夕張郡由仁町東栄８７－１ 64歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 日祝他

正社員 北海道夕張郡由仁町東栄８７－１ 64歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 日祝他

正社員以外 北海道夕張郡由仁町本三川４８４ 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 契約更新の可能性あり（原則更新） 日他

正社員 北海道千歳市勇舞７丁目５－１１ 64歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 日他

正社員 北海道夕張郡由仁町東栄１７４ 不問

～

雇用期間の定めなし

1人 土日祝

正社員 北海道夕張郡由仁町山形５６３番 40歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 日他

正社員 北海道夕張郡由仁町山形５６３番 40歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 日他

正社員 北海道夕張郡由仁町本三川６８８ 59歳以下

～

雇用期間の定めなし

2人 日祝他

169000円

01251-  239231 小岩運輸株式会社　北海道営
業所

運転手 166000円
変形（1年単位） ７ｔ～１５ｔ車に乗務し、道内一円の配送業務を行っていただきます

（主に金網、サイディング等）(1)8時00分～17時00分

雇用・労災・健康・厚
生

運転経験必須

ロータリーなど農業用作業機の部品を溶接ライン、組立ライン等へ
供給する仕事です。
日常的にトラック便で入荷する部品をフォークリフトで下ろし、入荷
処理を行います。
伝票と現品のチェック、倉庫内での一時保管、製品番号工程番号

(1)8時20分～17時15分

雇用・労災・健康・厚
生・財形

232000円

232000円

01251-  237031 北海道ニプロ株式会社 農業用作業機の部
品供給作業員

160000円
変形（1ヶ月単位）

01251-  236131 北海道ニプロ株式会社 農業機械の設計及
び開発

160000円
変形（1ヶ月単位） 親会社の松山（株）とのニプロ農業機械の共同研究開発業務です。

新しい製品の構想、設計から始まり試作、テストを重ね、クリアする
と晴れて製品化されます。自分が作った機械が全国で活躍します
のでたいへんやりがいのある仕事です。もしかしたら旅行先で自分
が携わった機械が目につくこともあるかもしれません。

(1)8時20分～17時15分

雇用・労災・健康・厚
生・財形

ガラス、サッシ、建築作業
(1)8時00分～17時00分

雇用・労災・健康・厚
生

250000円

158080円
(3)9時00分～13時00分

01251-  248531 株式会社　イムラ（そば処
井むら）

建築技術者 170000円

01250- 1330831 株式会社　明健堂　明治宅配
センター千歳店

配達・ＰＲ活動ス
タッフ

158080円 牛乳・乳製品類を一般家庭に配達し、月末に代金回収等の業務を
担当します。
＊配達エリア：長沼・栗山・由仁（三川）町内がメイン　
＊配達の無い曜日はサンプル商品のＰＲ活動を行います。個別訪
問

(1)8時00分～16時00分
(2)9時00分～18時00分

雇用・労災・健康・厚
生

人事（人材・教育）に関する商材の提案及び普及活動
技能実習生の受け入れ支援
受入れ企業様との折衝

(1)8時20分～17時30分

雇用・労災・健康・厚
生

290092円

215000円 又は8時30分～18時00
分の間の9時間

23110- 3944431 ＧＴＳ協同組合 法人へのサポート
業務及び普及活動

241860円
変形（1年単位）

01090- 3124531 株式会社キッズランド 正／保育士（由仁
町）

215000円
変形（1ヶ月単位） 児童発達支援施設で保育業務及び付随する業務全般をお任せい

たし
ます。
１日定員１０名程度ですので、子どもたち１人１人に寄り添った療
育に取り組むことができる環境です。

雇用・労災・健康・厚
生

児童発達支援施設で療育に関する業務及び付随する業務全般を
お任
せいたします。
１日定員１０名程度ですので、子どもたち１人１人に寄り添った療
育に取り組むことができる環境です。

雇用・労災・健康・厚
生

理学療法士経験２
年以上

250000円 又は8時30分～18時00
分の間の9時間程度

250000円 又は8時30分～18時00
分の間の9時間程度

01090- 3122831 株式会社キッズランド 正／理学療法士
（由仁町）

250000円
変形（1ヶ月単位）

01090- 3121031 株式会社キッズランド 正／作業療法士
（由仁町）

250000円
変形（1ヶ月単位） 児童発達支援施設で療育に関する業務及び付随する業務全般を

お任
せいたします。
１日定員１０名程度ですので、子どもたち１人１人に寄り添った療
育に取り組むことができる環境です。

雇用・労災・健康・厚
生

作業療法士経験２
年以上

就労継続支援Ｂ型事業所におけるサービス管理業務

由仁町にある石倉を改装したカフェでの就労継続支援Ｂ型事業所
です。
カフェの運営や各種管理手続きを行っていただきます。

(1)8時30分～17時30分

雇用・労災・健康・厚
生

サービス管理責任
者としての必要な

実務経験

260000円 又は8時00分～19時00
分の間の8時間程度

231100円

01240- 5230131 株式会社　ドン・リースアン
ドレンタル

サービス管理責任
者（由仁町）

200000円

01240- 7664331 北海道スプリットン工業株式
会社

コンクリート製品
の製造（由仁町）

194400円 海やダムで使われるコンクリート製品の製造をお願いします。
公共事業へ納品されることが多く
インフラ整備には欠かせないお仕事です。

現在、新しい機械やロボットの導入を積極的に進めており

(1)8時30分～17時00分

雇用・労災・健康・厚
生

農業機械の修理業務（各農家が対象です）
・トラクタ、田植機等

機械の運搬業務
・機械の納品、試運転作業

(1)8時30分～17時30分
(2)9時00分～17時30分

雇用・労災・健康・厚
生

車両・機械整備経
験

240000円

208320円
(3)12時00分～21時00分

01110- 1936631 株式会社　ヰセキ北海道 技術員（由仁） 173000円
変形（1年単位）

01251-  272431 東武緑地株式会社　ユンニの
湯

送迎バスドライ
バー兼清掃スタッ

208320円
交替制あり 送迎バス運転手

＊定期的な送迎（由仁町内）や団体客の送迎（片道５０キロ程度）
（毎日送迎バスの運行があるわけではございません）

ユンニの湯において館内外清掃業務全般

(1)7時00分～15時45分
(2)9時00分～17時45分

雇用・労災・健康・厚
生

自動車車検、一般修理

※経験・資格不問です

(1)8時00分～17時00分

雇用・労災・健康・厚
生

整備経験あれば尚
可

142800円

280000円

01251-  280431 波自動車工業株式会社 自動車整備（アル
バイト）

142800円

01251-  283631 スリーリバーファーム　早坂
之男

農作業員 230000円 ＊畑の管理、トラクターオペレーターなど。

＊冬期は倉庫作業などがあり、通年で仕事があります。

＊業務はきちんと教えますので未経験者や新規高卒・

(1)8時00分～17時00分

雇用・労災

夜間館内巡回、お客様対応、電話対応、浴場清掃、その他フロント
業務。
※２０時～翌９時の間で８時間程度の勤務になります
※深夜割増手当別途支給（２２時～翌５時）


雇用・労災・健康・厚
生

190300円 又は21時00分～9時00
分の間の8時間程度

01251-  284931 東武緑地株式会社　ユンニの
湯

フロント　ナイト
スタッフ

190300円
変形（1年単位）

由仁町フルタイム-2



求人番号 事業所名 職種名
雇用形態 就業場所／住所 年齢制限
加入保険 雇用期間 必要な経験
募集人数 休日

賃金
（ a + b

）
就業時間 仕事の内容

正社員 北海道夕張郡由仁町馬追１番地１ 59歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 他

病院の厨房において、調理業務に従事していただきます。
・調理業務　・盛り付け業務
・その他付随する業務

※転勤の範囲は転居を伴わない範囲を想定。万が一、受託契約が

雇用・労災・健康・厚
生

264000円 又は6時00分～19時00
分の間の8時間

01240- 4504831 株式会社　日総 調理師（由仁町） 200000円
変形（1ヶ月単位）

由仁町フルタイム-3



求人番号 事業所名 職種名
雇用形態 就業場所／住所 年齢制限
加入保険 雇用期間 必要な経験
募集人数 休日

正社員 北海道夕張郡長沼町西２線北１５ 59歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 土日他

正社員 北海道夕張郡長沼町西町１丁目８ 18歳～59歳

～

雇用期間の定めなし

1人 他

正社員 北海道夕張郡長沼町西町１丁目８ 18歳～59歳

～

雇用期間の定めなし

1人 他

正社員 北海道夕張郡長沼町西町１丁目８ 18歳～59歳

～

雇用期間の定めなし

2人 他

正社員 北海道夕張郡長沼町曙区 64歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 日他

正社員 北海道夕張郡長沼町東５線北４番 18歳～59歳

～

雇用期間の定めなし

1人 他

正社員以外 北海道夕張郡長沼町南町２丁目３ 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

～令和6年3月31日

1人 契約更新の可能性あり（原則更新） 他

正社員 北海道夕張郡長沼町西町１丁目８ 59歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 他

正社員 北海道夕張郡長沼町西町１丁目８ 59歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 他

正社員 北海道夕張郡長沼町東１０線南７ 18歳～64歳

～

雇用期間の定めなし

1人 他

正社員 北海道夕張郡長沼町北町２丁目５ 64歳以下

～

雇用期間の定めなし

2人 土日他

正社員 北海道夕張郡長沼町北町２丁目５ 64歳以下

～

雇用期間の定めなし

2人 土日他

正社員 北海道夕張郡長沼町東町南３丁目 不問

～

雇用期間の定めなし

3人 祝他

正社員 北海道夕張郡長沼町東町南３丁目 不問

～

雇用期間の定めなし

3人 日他

正社員 北海道夕張郡長沼町東町南３丁目 不問

～

雇用期間の定めなし

2人 日他

正社員 北海道夕張郡長沼町東町北１丁目 59歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 他

274000円

01251-  400731 バレーペアレンツ　株式会社 正看護師、准看護
師／訪問

184000円 指定地域内にて訪問看護サービスを提供します。指定地域は長沼
町、栗山町、由仁町、南幌町、北広島市です。
住み慣れた環境での療養を希望される利用者様を支える仕事で
す。主な対象疾患は癌疾患、脳梗塞後遺症、指定難病、認知症、
精神疾患です。丁寧なケアにより利用者様やご家族様の笑顔を引

(1)9時00分～17時00分

雇用・労災・健康・厚
生

看護師実務経験

土木工事現場での重機オペレーター

就業場所は主に長沼町や札幌市近郊（現場により作業内容が変わ
ります）
会社へ通勤後各現場へ向かいますが直行直帰等相談に応じます

(1)8時00分～17時00分

雇用・労災・健康・厚
生

土木従事経験あれ
ば尚可

350000円

250000円

01251-  418731 株式会社　水岡建機総業 重機オペレーター 250000円

01251-  417431 株式会社　水岡建機総業 現場作業員 180000円 ・土木工事現場での作業
・土木作業の業務は一般的に持久力と体力が必要とされます

就業場所は主に長沼町や札幌市近郊（現場により作業内容が変わ
ります）

(1)8時00分～17時00分

雇用・労災・健康・厚
生

・土木工事現場での作業
・土木作業の業務は一般的に持久力と体力が必要とされます

就業場所は主に長沼町や札幌市近郊（現場により作業内容が変わ
ります）

(1)8時00分～17時00分

雇用・労災・健康・厚
生

280000円

200000円

01251-  416531 株式会社　水岡建機総業 現場作業員兼４ｔ
ダンプ・ユニック

200000円

01251-  414831 南空知リサイクルパーク株式
会社

職業指導員又は生
活支援員（Ｂ型）

161000円 就労継続支援Ｂ型事業所で、障がい者の職業支援、生活支援とし
て下記の業務を担当していただきます。
＊市町村指定ゴミ袋の検品・配達及び製袋（袋折り、計量、封入、
ラベル貼りなど）作業（声掛けや見守りなどの支援を行います）
＊送迎業務

(1)8時30分～17時30分

雇用・労災・健康・厚
生

障害福祉サービス
事業所での業務経
験（サービスの内

就労継続支援Ａ型事業所（利用定員２０名）で障がい者の職業支
援、生活支援として下記の業務を担当していただきます。
＊市町村からの資源ゴミの分別作業
（声掛けや見守りなどの支援を行います）
＊送迎業務（送迎範囲：長沼町、南幌町、栗山町）

(1)8時30分～17時30分

雇用・労災・健康・厚
生

障害福祉サービス
経験あれば尚可

200000円

450000円
(3)22時00分～7時00分
又は8時00分～7時59
分の間の8時間程度

01251-  413031 南空知リサイクルパーク株式
会社

職業指導員又は生
活支援員（Ａ型）

161000円

27020-32771931 クラシック・セレクト・ホス
ピタリティ・サービス株式会

ホテルフロント業
務（北海道　長

200000円
変形（1ヶ月単位） ホテルアドミニストレーション（管理業務）とフロント業務





(1)8時00分～17時00分
(2)13時00分～22時00分

雇用・労災・健康・厚
生

接客業

有料老人ホームの入居者様の健康管理をメインに
看護業務全般をお任せいたします。

＜具体的には・・・＞
バイタルチェック、服薬管理、医療機関との連絡調整、

(1)8時30分～17時30分

雇用・労災・健康・厚
生

230000円

175000円

01251-  430231 株式会社　ケアフォレスト白
ゆり　介護付有料老人ホーム

看護職員（有料老
人ホーム）

215000円
交替制あり

01251-  429931 株式会社　ケアフォレスト白
ゆり　介護付有料老人ホーム

受付事務（有料老
人ホーム）

175000円 長沼町にある有料老人ホーム「かえでの杜」にて
受付・庶務業務全般をお願いいたします。

【主なお仕事】
・ご入居者様のご家族等の来客受付・電話応対

(1)8時30分～17時30分

雇用・労災・健康・厚
生

施設利用者の食事の調理業務
（調理・盛付・配膳・下膳・洗浄・食材の切菜等）(1)5時30分～13時00分

(2)10時00分～19時00分
雇用・労災・健康・厚

生
162360円

285400円

01251-  424531 社会福祉法人　迎光会 調理員（臨時職
員）

162360円
交替制あり

01251-  442331 医療法人社団恵庭南病院　介
護老人保健施設マオイの里

准看護師 167060円
変形（1ヶ月単位） ・老人保健施設での看護業務


※夜勤は月４～５回程度です
　（夜勤の回数は相談に応じます）
　（夜勤が無理な場合は日勤だけの勤務もあります）

(1)9時00分～17時00分
(2)16時30分～9時30分

雇用・労災・健康・厚
生

・長沼町及び南幌町内の設備工事に伴う配管工事等の作業をして
いただきます。
・また、上下水道や暖房、衛生設備にかかる修理等も作業として受
けております。

(1)8時00分～17時00分

雇用・労災・健康・厚
生

設備工事に伴う配
管工事等の作業経

験

219000円

160000円
(3)8時30分～12時30分

01251-  437131 北興設備工業株式会社 配管工 219000円
変形（1年単位）

01251-  436931 医療法人社団　耀仁会　長沼
整形外科・リハビリテーショ

病棟看護助手 160000円
変形（1ヶ月単位） 病棟看護助手業務


※就業時間（２）の夜勤は月に３～４回
※岩見沢、新札幌、千歳方面から車で約３０分


(1)8時30分～17時30分
(2)16時30分～9時00分

雇用・労災・健康・厚
生

整形外科病棟業務

夜勤は月に４～５回
手術も実施している急性期の病棟です。
回復されていく患者さんと関われるやりがいのある仕事です。

(1)8時30分～17時30分
(2)8時30分～12時30分

雇用・労災・健康・厚
生

整形外科未経験者
でも学習意欲のあ

る人歓迎

245000円
(3)16時30分～9時00分

220000円
(3)16時30分～9時00分

01251-  435631 医療法人社団　耀仁会　長沼
整形外科・リハビリテーショ

看護師 200000円
変形（1ヶ月単位）

01251-  434331 医療法人社団　耀仁会　長沼
整形外科・リハビリテーショ

准看護師 175000円
変形（1ヶ月単位） 整形外科病棟業務


夜勤は月に４～５回
手術も実施している急性期の病棟です。
回復されていく患者さんと関われるやりがいのある仕事です。

(1)8時30分～17時30分
(2)8時30分～12時30分

雇用・労災・健康・厚
生

整形外科未経験者
でも学習意欲のあ

る人歓迎

雇用・労災・健康・厚
生

220000円

賃金
（ a + b

）
就業時間 仕事の内容

01251-  443631 Ｆｉｅｌｄ株式会社 障がい福祉サービ
ス

200000円 サービス管理責任者の資格をお持ちの方に限ります。

障がいのある方をサポートしながら主に玉ねぎや長ネギの加工・梱
包作業もします。
屋内での手作業になります。

(1)8時00分～17時30分

長沼町フルタイム-1



求人番号 事業所名 職種名
雇用形態 就業場所／住所 年齢制限
加入保険 雇用期間 必要な経験
募集人数 休日

賃金
（ a + b

）
就業時間 仕事の内容

正社員 北海道夕張郡長沼町西２線北１番 44歳以下

～

雇用期間の定めなし

2人 他

正社員 北海道夕張郡長沼町西１２線南６ 64歳以下

～

雇用期間の定めなし

2人 他

正社員以外 北海道夕張郡長沼町西３線南１号 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

～令和5年11月30日

1人 契約更新の可能性なし 土日祝他

正社員 北海道夕張郡長沼町西１３線南６ 59歳以下

～

雇用期間の定めなし

3人 日他

正社員 北海道夕張郡長沼町西１３線南６ 59歳以下

～

雇用期間の定めなし

2人 日他

正社員以外 北海道夕張郡長沼町字幌内１０６ 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

令和5年5月1日～令和6年3月31日

1人 契約更新の可能性あり（条件あり） 土日祝

正社員以外 北海道夕張郡長沼町南町２丁目３ 18歳以上

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

～令和6年3月31日

2人 契約更新の可能性あり（原則更新） 他

正社員 北海道夕張郡長沼町西町１丁目８ 64歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 土日祝

正社員以外 北海道夕張郡長沼町中央南２丁目 18歳以上

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

令和5年5月1日～令和6年3月31日

1人 契約更新の可能性あり（原則更新） 他

正社員 北海道夕張郡長沼町中央南２丁目 59歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 他

正社員以外 北海道夕張郡長沼町中央南２丁目 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

～令和6年3月31日

1人 契約更新の可能性あり（条件あり） 他

正社員以外 北海道夕張郡長沼町中央南２丁目 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

～令和6年3月31日

3人 契約更新の可能性あり（条件あり） 土日

正社員 北海道夕張郡長沼町東７線北３番 59歳以下

～

雇用期間の定めなし

2人 土日祝

正社員 北海道夕張郡長沼町東５線北３番 40歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 日他

正社員 北海道千歳市勇舞７丁目５－１１ 64歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 日他

正社員 北海道夕張郡長沼町北町１丁目２ 29歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 土日祝他

253000円

01250- 1208031 エム・エス・ケー農業機械
株式会社

営業職（長沼町） 166200円 農業用トラクター、農業機械の部品販売業務。

・電話にて、農業機械の部品の受注・発注・発送業務
・部品の管理業務
・顧客への部品販売業務

(1)8時30分～17時30分

雇用・労災・健康・厚
生・財形

牛乳・乳製品類を一般家庭に配達し、月末に代金回収等の業務を
担当します。
＊配達エリア：長沼・栗山・由仁（三川）町内がメイン　
＊配達の無い曜日はサンプル商品のＰＲ活動を行います。個別訪
問

(1)8時00分～16時00分
(2)9時00分～18時00分

雇用・労災・健康・厚
生

158080円
(3)9時00分～13時00分

286000円

01250- 1330831 株式会社　明健堂　明治宅配
センター千歳店

配達・ＰＲ活動ス
タッフ

158080円

01250- 1877131 株式会社　萩工務店 建設現場管理（長
沼町）

176000円
変形（1年単位） ＊主に木造建ての新築、リフォームなどの現場管理業務を

　担当していただきます。
　・部品部材の発注
　・大工の作業手伝い
　・現場の清掃

(1)8時00分～18時00分
(2)9時00分～17時00分

雇用・労災・健康・厚
生

サプリメント（プラセンタ）の製造全般。
具体的には原料（プラセンタ）の加工、中間品、製品の製造。製造
機器の清掃、保守点検などを行っていただきます。

(1)9時00分～17時00分

雇用・労災・健康・厚
生

食品工場、製薬工
場の経験者歓迎
（年数不問）

300000円

215000円

13040-50492831 株式会社　ディーエイチシー サプリメント製造
スタッフ／北海道

200000円

01010-18179031 富士産業　株式会社　北海道
事業部

（パ）管理栄養
士・栄養士【土・

197800円
交替制あり 弊社請負先にて栄養事務業務を担当していただきます。

・献立、発注、検品などの事務作業を行います。
・栄養帳票類作成
・トレイチェック
・患者管理、調理補助

(1)6時00分～15時00分
(2)10時30分～19時30分

雇用・労災・健康・厚
生

料理の盛付、食材を切ったり、食器を機械で洗ったりします。
食事を提供するに留まらず、召上る方の日々の喜びや回復
にも繋がる価値ある仕事です。

＊経験者優遇します、正社員登用あり

雇用・労災・健康・厚
生

206400円 又は6時00分～19時30
分の間の8時間程度

215000円

01010-18177931 富士産業　株式会社　北海道
事業部

（パ）調理員（夕
張郡長沼町）

172000円
交替制あり

01010-18143131 富士産業　株式会社　北海道
事業部

栄養士・管理栄養
士（夕張郡長沼

190000円
交替制あり ・栄養ソフトＰＣによる献立作成、発注作業

・食事伝票の処理及び食数管理
・トレ―チェック及び衛生指導、調理補助

食事を提供するに留まらず、召し上がる方の日々の喜びや回復に

(1)6時00分～15時00分
(2)10時30分～19時30分

雇用・労災・健康・厚
生・財形

老人保健施設入所者の介護業務全般
食事や入浴介助、おむつ交換など、入所者の身の回りのお世話全
般を行います（入所者数６５名）

◆６５歳以上の職員も活躍しております

(1)8時30分～17時00分
(2)16時30分～9時00分

雇用・労災・健康・厚
生

介護福祉士、実務
者研修修了者尚可

279387円
(3)7時00分～15時30分

264140円

01251-  369531 長沼町立介護療養型老人保健
施設いこい

介護職員（常勤）
／会計年度任用職

161709円
交替制あり

01251-  377531 医療法人社団　緑稜会　みど
りクリニック長沼

医療ソーシャル
ワーカー（長沼）

242580円 みどりクリニック長沼での医療ソーシャルワーカーの
お仕事です！

＜主なお仕事＞
・入院患者様の入退院調整

(1)8時30分～17時30分

雇用・労災・健康・厚
生

入退院調整等の実
務経験があれば尚

可

特別養護老人ホーム（６ユニット：２３～２４人定員）にて、ご利用者
様に対する生活全般の介護サービスを提供いただきます。
＜主な業務＞
・移動、食事、入浴、排泄などの日常生活介助
・誕生会などレクリェーション等

(1)7時00分～16時00分
(2)10時30分～19時30分

雇用・労災・健康・厚
生

205976円
(3)13時00分～22時00分

148770円

01251-  380931 社会福祉法人　迎光会 介護職員 205976円
交替制あり

01251-  397631 雪印種苗株式会社　北海道研
究農場

分析試料の調整・
分析補助

148770円 牧草、飼料、土壌などの成分分析を行うための試料の乾燥、粉砕
処理のほか、分析の補助をしていただきます。(1)8時40分～17時30分

雇用・労災・健康・厚
生

鉄骨専門のＣＡＤ（専用・汎用）を使用して、加工図面を工場作業員
が見やすいように整理します。

＊経験年数に応じて資格取得のチャレンジができます。

(1)8時00分～17時00分

雇用・労災・健康・厚
生

250000円

230000円

01230- 8982231 株式会社　コスモスチール ＣＡＤオペレー
ター（長沼町）

210000円
変形（1年単位）

01230- 9068531 株式会社　コスモスチール 組立・溶接スタッ
フ（夕張郡長沼

190000円
変形（1年単位） 鉄骨の組立・溶接作業

学歴・経験問わず活躍できる職場です。

大型商業施設など建設物の目に見えない鉄骨を製作したり、上下
水道などのインフラ工事に使用する金物製作、他にも鉄骨階段・手

(1)8時00分～17時00分

雇用・労災・健康・厚
生

・作付、収穫作業
・栽培管理
・試験研究補助

(1)8時00分～16時40分

雇用・労災・健康・厚
生

148451円

184000円
(3)12時00分～21時00分
又は7時00分～21時00
分の間の8時間

14100- 4753531 北興化学工業株式会社　開発
研究所

農作物栽培管理
（期間従業員）

143763円

01230- 9315231 出光リテール販売　株式会社
北海道カンパニー

ガソリンスタンド
スタッフ（夕張郡

168000円
変形（1ヶ月単位） セルフガソリンスタンドにて給油監視、洗車、自動車関連商品の販

売、自動車の軽整備、新車・中古車販売、自動車保険の案内、レン
タカーの受付、清掃業務などお客様の快適なカーライフをサポート
します。


(1)7時00分～16時00分
(2)10時00分～19時00分

雇用・労災・健康・厚
生

豚の飼育管理
施設内の管理
清掃

＊未経験者歓迎、一から丁寧に教えます。

(1)7時30分～17時00分

雇用・労災・健康・厚
生

250000円

01251-  402631 有限会社　山中畜産 養豚飼育管理 215000円

長沼町フルタイム-2



求人番号 事業所名 職種名
雇用形態 就業場所／住所 年齢制限
加入保険 雇用期間 必要な経験
募集人数 休日

賃金
（ a + b

）
就業時間 仕事の内容

正社員以外 北海道夕張郡長沼町錦町北１丁目 18歳以上

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

2人 契約更新の可能性あり（条件あり） 他

正社員以外 北海道夕張郡長沼町西町１丁目８ 64歳以下

～

雇用期間の定めなし

2人 他

正社員 北海道夕張郡長沼町東５線南４番 18歳～59歳

～

雇用期間の定めなし

1人 他

正社員 北海道夕張郡長沼町東５線南４番 18歳～59歳

～

雇用期間の定めなし

1人 他

正社員 北海道夕張郡長沼町西町１丁目８ 18歳～59歳

～

雇用期間の定めなし

1人 他

正社員以外 北海道夕張郡長沼町字幌内１０６ 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

～令和6年3月31日

2人 契約更新の可能性あり（条件あり） 土日祝他

正社員 北海道夕張郡長沼町西町１丁目８ 18歳～59歳

～

雇用期間の定めなし

2人 他

正社員以外 北海道夕張郡長沼町西町１丁目８ 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 契約更新の可能性あり（条件あり） 土日他

正社員 北海道夕張郡長沼町東町北１丁目 35歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 木日祝他

正社員 北海道夕張郡長沼町西町１丁目８ 59歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 他

正社員 北海道夕張郡長沼町西町１丁目８ 64歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 土日祝他

正社員 北海道夕張郡長沼町東５線北４番 59歳以下

～

雇用期間の定めなし

2人 他

正社員以外 北海道夕張郡長沼町東５線北４番 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

1人 契約更新の可能性あり（原則更新） 他

正社員以外 北海道夕張郡長沼町東５線北４番 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 契約更新の可能性あり（原則更新） 土日祝

正社員 北海道夕張郡長沼町錦町北１丁目 59歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 日祝他

正社員以外 北海道夕張郡長沼町西３線南１番 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

～令和6年3月31日

1人 契約更新の可能性あり（条件あり） 他

196400円 又は7時30分～16時30
分の間の8時間程度

01080-  664031 株式会社　北栄ファーム （契）野菜のパッ
ク作業員（長沼

196400円 ○セコマグループの農場で野菜の選別、パック詰め及び出荷作業
に　従事します
・野菜（ミニトマトや長ネギ）のパック詰め、出荷に携わる作業全　般

※単身者用長期宿泊施設があり、住み込み可

(1)7時00分～16時00分

雇用・労災・健康・厚
生

○燃料配達及びプロパンガス営業販売業務全般
・主な業務は長沼町内及び近郊の事業所等への燃料配達
　（２ｔタンクローリー）
・ガス器具、暖房器具等の販売（主に既存のお客様への対応）
　（社用車（軽自動車／ＡＴ）使用）

(1)8時30分～17時00分

雇用・労災・健康・厚
生

280000円

132300円

01080-  800431 西出興業　株式会社 配達及び営業販売
（長沼）

210000円
変形（1年単位）

01251-  224731 医療法人社団恵庭南病院　介
護老人保健施設マオイの里

（契）介護職員
（通所リハビリ）

132300円 ・通所リハビリにおける利用者の身体補助等（食事、入浴、排泄等）
の介護業務


※未経験者にも親切に指導します

(1)9時00分～17時00分

雇用・労災・健康・厚
生

施設入所者等の介護業務
＊（１）～（３）のシフト制勤務（週３５Ｈ）が原則ですが、９～１７時の
間の７時間程度勤務や日数・時間数を少なくしてのパート勤務も希
望があれば応相談（日勤のみの勤務も可）
＊夜勤あり（週１回程度）

(1)9時00分～17時00分
(2)7時00分～15時00分

雇用・労災・健康・厚
生

151410円
(3)11時30分～19時30分
又は16時30分～9時30
分の間の7時間

241600円
(3)11時30分～19時30分

01251-  223431 医療法人社団恵庭南病院　介
護老人保健施設マオイの里

（パ）施設介護職
員

136710円

01251-  222531 医療法人社団恵庭南病院　介
護老人保健施設マオイの里

（正）施設介護職
員（週３５時間）

151000円
変形（1ヶ月単位） 施設入所者等の介護業務


※夜勤あり（週１回程度）
※各種手当あり
※処遇改善加算あり

(1)9時00分～17時00分
(2)7時00分～15時00分

雇用・労災・健康・厚
生

●年間休日１２５日、土日祝お休み●
長沼町にある内科消化器科で医療事務員を増員募集いたします！

≪主なお仕事≫
＊外来、入院請求業務（ＰＣ入力作業・レセプト作成）

(1)8時00分～17時00分
(2)8時30分～17時30分

雇用・労災・健康・厚
生

医療事務実務経験
あれば尚可

180000円

270000円

01251-  243931 医療法人社団　緑稜会　みど
りクリニック長沼

医療事務員 170000円
交替制あり

01251-  270231 株式会社　ケアフォレスト白
ゆり　介護付有料老人ホーム

主任看護職員（有
料老人ホーム）

255000円
交替制あり 主任として、有料老人ホームの入居者様の健康管理を

メインとした看護業務全般、看護職員のマネジメントを
お願いいたします。

＜具体的には・・・＞

(1)8時30分～17時30分

雇用・労災・健康・厚
生

介護施設や訪問看
護での勤務経験

歯科受付業務（電話対応、カルテ管理、コンピューター入力、他事
務全般）を中心の仕事となります。
・業務拡大に伴うため、受付は２名体制で行っていただきます。
・１日のシフト上にて、医療従事者の介助、機材などの後片付け、
医院内の清掃等の補助的内容も併せて行っていただきます。

(1)9時00分～18時15分
(2)9時00分～19時15分

雇用・労災・健康・厚
生

178000円
(3)9時00分～12時15分

180000円

01251-  292931 てらさわ歯科　寺澤和彦 歯科受付 168500円
変形（1ヶ月単位）

01251-  293131 アバンティ　株式会社 生活支援員 160000円 ・利用者への支援
・調理補助
・送迎等

※勤務開始日については要相談

(1)9時00分～18時00分

雇用・労災・健康・厚
生

介護付き有料老人ホームでの入居者様の生活全般のお手伝いを
お願いいたします。比較的軽度の方が多い施設でのお仕事です。
未経験の方も丁寧に指導いたしますのでご安心ください♪

≪主なお仕事≫

(1)6時30分～15時30分
(2)8時30分～17時30分

雇用・労災・健康・厚
生

209000円
(3)10時30分～19時30分

206336円

01251-  310531 株式会社　ケアフォレスト白
ゆり　介護付有料老人ホーム

介護福祉士（介護
付き有料老人ホー

180000円
交替制あり

01251-  324131 雪印種苗株式会社　北海道研
究農場

飼育員（乳牛・肉
牛）

172510円
交替制あり 牛群・牛舎の管理を担当していただきます。

（搾乳・給餌・飼育などの補助や試験補助等）(1)8時40分～17時30分
(2)5時00分～15時00分

雇用・労災・健康・厚
生

有料老人ホームでの入居者様の生活全般のお手伝いをお願い
いたします。比較的軽度の方が多い施設でのお仕事です。
未経験の方も丁寧に指導いたしますのでご安心ください♪

≪主なお仕事≫

(1)6時30分～15時30分
(2)8時30分～17時30分

雇用・労災・健康・厚
生

介護職員経験あれ
ば尚可

199500円
(3)10時30分～19時30分

226800円
(3)12時00分～21時00分
又は20時00分～9時00
分の間の8時間程度

01251-  343231 株式会社　ケアフォレスト白
ゆり　介護付有料老人ホーム

介護職員（有料老
人ホーム）

165500円
交替制あり

01251-  351531 社会福祉法人　長沼陽風会 （正）生活支援員 177800円
交替制あり 知的にしょうがいを持たれた方のが暮らすグループホームでの相

談及び支援を行っていただきます。

生活支援業務に伴ってパソコンを使った日誌の記録作業も行って
いただきます。

(1)8時30分～17時30分
(2)7時00分～16時00分

雇用・労災・健康・厚
生

福祉・介護関係の
経験があれば尚可

知的にしょうがいを持たれた方の日中活動支援及び日常生活の支
援を行っていただきます。

・日中活動については、各作業班に分かれて様々な作業を利用者
様と一緒になって行いながら作業のサポートを行っていただきま

(1)8時30分～17時30分
(2)7時00分～16時00分

雇用・労災・健康・厚
生

福祉・介護関係の
経験があれば尚可

226800円
(3)11時00分～20時00分
又は20時00分～9時30
分の間の8時間程度

250000円

01251-  350231 社会福祉法人　長沼陽風会 （正）生活支援員 191800円
交替制あり

01230- 4487431 株式会社　ほくと給食 （準）調理員（夕
張郡長沼町）

200000円
交替制あり 調理並びに付帯業務など全般を行っていただきます。高齢者の給

食提供業務です。(1)5時00分～14時00分
(2)10時00分～19時00分

雇用・労災・健康・厚
生

調理業務経験２年
以上

主に水道検針業務、異常水量調査業務、図面作成業務、料金シス
テム管理を行っていただきます。
他に水道管や下水道管の異常（漏水や侵入水）をいち早く発見する
こと。あるいは管路の水圧・流量・水質などの施設現況を的確に調
べることで各種情報を収集・整理して基本的な漏水防止対策や維

(1)8時00分～17時00分
(2)0時00分～4時00分

雇用・労災・健康・厚
生

180000円
(3)13時00分～17時00分

01230- 7569531 フジ地中情報　株式会社　北
海道支店

（契）検針・技術
職（夕張郡長沼

160000円
変形（1ヶ月単位）

長沼町フルタイム-3



求人番号 事業所名 職種名
雇用形態 就業場所／住所 年齢制限
加入保険 雇用期間 必要な経験
募集人数 休日

賃金
（ a + b

）
就業時間 仕事の内容

正社員 北海道夕張郡長沼町中央南２丁目 59歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 他

正社員以外 北海道夕張郡長沼町東５線北４番 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 契約更新の可能性あり（条件あり） 他

正社員以外 北海道夕張郡長沼町東５線北４番 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 契約更新の可能性あり（条件あり） 他

正社員 北海道夕張郡長沼町西２線北１番 44歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 土日祝他

正社員 北海道夕張郡長沼町東町北１丁目 59歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 日祝他

正社員 北海道夕張郡長沼町北町１丁目２ 59歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 日祝他

275000円

01232-  549731 ヤンマーアグリジャパン株式
会社　北海道支社

整備士［夕張郡長
沼町］

195000円
変形（1年単位） ○トラクターをはじめとした農業機械の整備業務全般に従事しま

　す。

・定期点検および整備作業
・故障機械の修理作業

(1)8時30分～17時30分
(2)9時00分～17時10分

雇用・労災・健康・厚
生・財形

農業機械・自動車
などの整備経験あ

れば尚可

札幌市内を中心にルートに基づき自動車部品類の引き取り、配達
を行っていただきます。

昼刻・夕刻と本社倉庫にて、集荷部品の荷卸し、積み替え、振り分
け、地方発送、箱詰めをしていただきます。

(1)9時00分～18時00分

雇用・労災・健康・厚
生

220000円

180000円

01240- 4696931 三和商行　株式会社 自動車部品の集配
送・自動車部品フ

149000円
変形（1年単位）

01010- 9640831 水ｉｎｇ　株式会社　北海道
支店

（長沼町）下水終
末処理場運転管理

165000円
変形（1ヶ月単位） 水処理プラント施設のオペレーション業務。

・運転管理（運転操作、監視など）
・保守管理（点検、小修理など）
・その他上記に付随する業務


(1)8時30分～17時30分

雇用・労災・健康・厚
生・財形

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

＊給食経験者は別途優遇あり
＊勤務時間、日数相談可

(1)5時00分～14時00分
(2)9時00分～18時00分

雇用・労災・健康・厚
生

173600円

230000円

01010-10898431 日清医療食品　株式会社　北
海道支店

（嘱）調理員（長
沼町／マオイの

164920円
交替制あり

01010-10897531 日清医療食品　株式会社　北
海道支店

（嘱）調理師（長
沼町／マオイの

185000円 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

＊給食経験者は別途優遇あり
＊勤務時間、日数相談可

(1)5時00分～14時00分
(2)9時00分～18時00分

雇用・労災・健康・厚
生

・栄養ソフトＰＣによる献立作成、発注作業
・食事伝票の処理及び食数管理
・トレ―チェック及び衛生指導、調理補助

食事を提供するに留まらず、召し上がる方の日々の喜びや回復に

(1)6時00分～15時00分
(2)10時30分～19時30分

雇用・労災・健康・厚
生・財形

215000円

01010-11591531 富士産業　株式会社　北海道
事業部

栄養士・管理栄養
士（夕張郡長沼

190000円
交替制あり

長沼町フルタイム-4



求人番号 事業所名 職種名
雇用形態 就業場所／住所 年齢制限
加入保険 雇用期間 必要な経験
募集人数 休日

正社員以外 北海道夕張郡栗山町中央３丁目４ 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 契約更新の可能性あり（原則更新） 他

正社員 北海道札幌市白石区南郷通１０丁 29歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 日祝他

正社員 北海道夕張郡栗山町朝日３丁目９ 20歳～29歳

～

雇用期間の定めなし

3人 他

正社員 岩見沢市志文町３０９－４８ 29歳以下

～

雇用期間の定めなし

3人 他

正社員 北海道夕張郡栗山町中央１丁目２ 59歳以下

～

雇用期間の定めなし

2人 日他

正社員 北海道夕張郡栗山町松風４丁目２ 59歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 土日祝他

正社員 北海道夕張郡栗山町朝日３丁目１ 不問

～

雇用期間の定めなし

1人 日祝他

正社員 北海道夕張郡栗山町字継立３６３ 不問

～

雇用期間の定めなし

1人 土日祝

正社員 北海道夕張郡栗山町桜丘１丁目５ 59歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 日祝他

正社員 北海道夕張郡栗山町桜丘１丁目５ 59歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 日祝他

正社員 北海道夕張郡栗山町字旭台２３番 59歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 土日他

正社員 北海道夕張郡栗山町字旭台２３番 59歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 土日他

正社員 北海道夕張郡栗山町字旭台２３番 59歳以下

～

雇用期間の定めなし

2人 土日他

正社員 北海道夕張郡栗山町錦２丁目１９ 64歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 土日祝他

正社員 北海道夕張郡栗山町字大井分２７ 64歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 土日他

正社員以外 北海道夕張郡栗山町錦２丁目１９ 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 契約更新の可能性あり（条件あり） 土日祝

240000円

01251-  390031 有限会社　森本鉄工所 溶接工（アルバイ
ト／２ヶ月～６ヶ

208000円 当社は農業向けの建物の鉄骨加工を行っています。
鋼構造物製作における部品製作・溶接などに従事して頂きます。
（現場作業も多少あります）
金属加工・溶接他


(1)8時00分～17時30分

雇用・労災・健康・厚
生

未経験者可　※溶
接経験があれば尚

可

土木工事全般の施工をしています。
工事現場での現場代理人として施工管理、測量、書類作成等を行
います。

(1)7時00分～17時00分

雇用・労災・健康・厚
生

現場施工管理経験
者

372400円

277000円

01251-  389631 道央建設運輸株式会社　土木
部

土木技術者 241000円

01251-  386431 有限会社　森本鉄工所 溶接工及び工場業
務全般

233650円 当社は主に農業向けの建物の鉄骨加工を行っています。
鋼構造物製作における部品製作・切断・溶接・塗装・工場全般に従
事していただきます。（現場作業も多少あります）

面接前に書類選考がありますので、紹介状、履歴書、職務経歴書

(1)8時00分～17時30分

雇用・労災・健康・厚
生

即戦力になれる
方・鉄骨建物の経
験者（上記仕事内

【めっき作業】
鉄で作られた製品を錆から守る為、
溶融亜鉛めっきによる表面処理を行う仕事です。

特に難しい作業ではありませんが、比較的体力を必要とします。

(1)8時00分～17時00分
(2)8時30分～17時00分

雇用・労災・健康・厚
生・財形

255000円

255000円

01251-  412131 北海道内田鍛工株式会社 めっき作業 185000円
変形（1年単位）

01251-  411931 北海道内田鍛工株式会社 金属製品のプレス
加工

185000円
変形（1年単位） 【プレス作業】

鉄の板材やコイル材等に孔あけ・曲げ加工など行う仕事です。

２０～３０歳代の若いメンバーが活躍しています。


(1)8時00分～17時00分
(2)8時30分～17時00分

雇用・労災・健康・厚
生・財形

【溶接作業】
主に金属金物の手溶接作業に従事して頂きます。
図面の指示通りに、仮付～本付まで行います。
（半自動・アーク溶接）


(1)8時00分～17時00分
(2)8時30分～17時00分

雇用・労災・健康・厚
生・財形

溶接経験 255000円

176500円
(3)8時30分～18時00分

01251-  410631 北海道内田鍛工株式会社 溶接工 185000円
変形（1年単位）

01251-  409431 株式会社　タネショウ　シー
ドコンサルタント

事務員又は店舗販
売員

166500円
変形（1年単位） ※仕入・売上伝票等のＰＣ入力、電話対応


※接客、商品の受け入れ、品出し、苗ものの管理

（職種についてのご相談に応じます）

(1)8時30分～17時00分
(2)8時30分～17時30分

雇用・労災・健康・厚
生

ＰＣ操作（Ｗｏｒ
ｄ・Ｅｘｃｅｌ入

力）可能な方

農業関連品目（種子、肥料、資材）の販売

※入社後、一年間は店舗で商品の受け入れや管理をしたり配送の
補佐をしながら顧客情報や道路状況などを覚えてもらいます。その
後も数か月は担当する地区を営業マンと同行し、お客様や商品の

(1)8時30分～17時00分
(2)8時30分～17時30分

雇用・労災・健康・厚
生

203500円

240000円

01251-  404131 株式会社　タネショウ　シー
ドコンサルタント

営業 188500円
変形（1年単位）

01251-  398931 株式会社　クオス 介護支援専門員 235000円 令和５年４月開設予定の居宅介護支援事業所にて、利用者様の相
談支援、訪問、ケアプランの作成業務、請求業務など(1)8時30分～17時00分

雇用・労災・健康・厚
生

介護支援専門員と
しての業務経験

水道工事・設備業務全般（作業伴う）
＊給水工事
＊排水工事
＊暖房工事
＊メンテナンス

(1)8時00分～17時00分

雇用・労災・健康・厚
生

経験者 400000円

320000円 又は9時00分～18時30
分の間の8時間程度

01251-  423231 有限会社　水工社 現場作業員 295000円

01251-  431531 医療法人社団　永山歯科医院 歯科衛生士 230000円
変形（1ヶ月単位） 歯科衛生士業務全般

主に歯周基本治療とＳＰＴを担当していただきます(1)9時00分～17時30分

雇用・労災・健康・厚
生

住宅及び施設の設備工事、屋内・配管及び機器取付、屋外・掘削
及び配管

※未経験・無資格の方も応募可能です。（経験者優遇いたします）

(1)8時00分～17時00分

雇用・労災・健康・厚
生

経験者優遇 250000円

215500円
(3)10時00分～19時00分

01251-  426731 丸勝給水設備工業株式会社 水道工事作業員 180000円
変形（1年単位）

01230- 7510531 株式会社　小林本店 ガソリンスタンド
販売員（岩見沢

167000円
変形（1ヶ月単位） ＥＮＥＯＳサービスステーションにおける給油・洗車・車両整備及び

顧客管理などのサービス業務を行っていただきます。


(1)7時00分～16時00分
(2)8時00分～17時00分

雇用・労災・健康・厚
生・財形

ＥＮＥＯＳサービスステーションにおける給油・洗車・車両整備及び
顧客管理などのサービス業務を行っていただきます。


(1)7時00分～16時00分
(2)8時00分～17時00分

雇用・労災・健康・厚
生・財形

215500円
(3)10時00分～19時00分

215500円

01230- 7505331 株式会社　小林本店 ガソリンスタンド
販売員（栗山町）

167000円
変形（1ヶ月単位）

01230- 9708931 株式会社　小林本店 営業職（燃料販
売）白石区・栗山

167000円
変形（1ヶ月単位） 法人向け主燃料販売の営業を行っていただきます。

○主に得意先中心の営業（慣れてきたら新規開拓あり）
○最初は先輩社員との同行により業務を覚えていただきます
○必要資格取得のバックアップあり（危険物取扱者等）


(1)8時50分～17時35分
(2)8時50分～14時50分

雇用・労災・健康・厚
生・財形

(2)11時30分～20時30分
雇用・労災・健康・厚

生
261000円

賃金
（ a + b

）
就業時間 仕事の内容

01230- 9694931 株式会社　ｅｅステーション （契）携帯ショッ
プの受付スタッフ

166920円
変形（1ヶ月単位） 昨年オープンしたドコモショップ出張販売スポットでの受付スタッ

フの募集です。都市部と比較すると、お客様の来店頻度も高くなく
、混雑がほぼない店内で応対するお仕事です。地域柄かお客様の
年
齢層も高めで、接客業未経験の方でも優しく受け入れてくれますよ

(1)9時30分～18時30分

栗山町フルタイム-1



求人番号 事業所名 職種名
雇用形態 就業場所／住所 年齢制限
加入保険 雇用期間 必要な経験
募集人数 休日

賃金
（ a + b

）
就業時間 仕事の内容

正社員以外 北海道夕張郡栗山町鳩山１１番地 59歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 日祝

正社員 北海道夕張郡栗山町中央３丁目３ 不問

～

雇用期間の定めなし

1人 他

正社員 北海道夕張郡栗山町字継立１６９ 64歳以下

～

雇用期間の定めなし

3人 土日他

正社員 北海道夕張郡栗山町字継立１６９ 64歳以下

～

雇用期間の定めなし

3人 土日他

正社員 北海道夕張郡栗山町字継立１６９ 64歳以下

～

雇用期間の定めなし

2人 土日他

正社員 北海道夕張郡栗山町字大井分４０ 59歳以下

～

雇用期間の定めなし

2人 他

正社員 北海道夕張郡栗山町桜丘１丁目１ 不問

～

雇用期間の定めなし

1人 土日他

正社員 北海道夕張郡栗山町字旭台２３番 69歳以下

～

雇用期間の定めなし

3人 日祝他

正社員 北海道夕張郡栗山町字旭台１番地 59歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 土日他

正社員以外 北海道夕張郡栗山町鳩山１１番地 不問

～

雇用期間の定めなし

1人 日祝

正社員 北海道夕張郡栗山町字旭台２３－ 59歳以下

～

雇用期間の定めなし

2人 日祝他

正社員 北海道夕張郡栗山町朝日４丁目３ 59歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 土日祝他

正社員 北海道夕張郡栗山町字大井分２７ 64歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 土日他

正社員 北海道夕張郡栗山町松風２丁目１ 64歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 日祝他

正社員 北海道夕張郡栗山町字旭台１６８ 59歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 他

正社員以外 北海道夕張郡栗山町鳩山１１番地 不問

～

雇用期間の定めなし

1人 日祝

184800円

01251-  327231 マルカ家具販売株式会社 縫製員 161920円 ・椅子の縫製作業（ミシン）

※未経験者については業務を指導していきます
※パートでの応募も可（勤務時間は応相談）
※業務多忙時は残業あり

(1)8時00分～17時20分

雇用・労災・健康・厚
生

できればミシンの
経験があると良い

農産物づくり、主に米、一部野菜もあり。
加工品の製造、直営店での販売（春～秋まで営業）もあります。
自分たちで育てて、加工して、売る。
楽しく、やりがいのある職場です。

(1)9時00分～18時00分

雇用・労災・健康・厚
生

フォークリフト・
トラクター等あれ

ば尚可

250000円

250000円

01251-  322631 Ｔｈｅ北海道ファーム株式会
社

農業・販売 165000円

01251-  320731 株式会社　錦古里自動車商会 自動車整備士 150000円 自動車整備業務全般（大型車、普通車、軽自動車）
車両の美装、洗車、納車、引取
◆自動車整備経験者を希望していますが、
　趣味で車の整備をしている方も歓迎します。

(1)8時30分～17時30分
(2)8時30分～12時00分

雇用・労災・健康・厚
生

自動車整備経験

大型ダンプでの土砂、砂利などの運搬作業をお願いします。
・運搬エリアは近郊が多く、泊まりでの出張等はございません。
・冬季は除排雪作業をおねがいします。
・現場により早出・残業の場合あり。

(1)7時00分～17時00分

雇用・労災・健康・厚
生

大型ダンプ運転経
験者（１年以上）

301800円

250000円

01251-  318831 道央建設運輸株式会社 大型ダンプ運転手 272500円

01251-  341031 ＪＥＷＥＬＬ株式会社（機能
訓練型デイサービスすまい

介護職 160000円 機能訓練型デイサービスにおける介護業務及び送迎業務　レセプ
ト作業業務　
車による送迎業務あり（長沼・由仁・栗沢方面）

(1)8時15分～17時15分

雇用・労災・健康・厚
生

介護福祉士　初任
者研修実務者研修

修了者

自動車整備業務
・自動車全般の一般修理・車検整備など
・特装車の整備など

※経験不問です

(1)9時00分～18時00分

雇用・労災・健康・厚
生

255000円

193600円

01251-  348631 有限会社　朝倉自動車油圧 自動車整備工 170000円
変形（1年単位）

01251-  347331 マルカ家具販売株式会社 軽作業員（下張
り）

167200円 ・製品の下張り作業

※未経験者については業務を指導していきます
※業務多忙時は残業あり

(1)8時00分～17時20分

雇用・労災・健康・厚
生

◆工業用モデル製作における設計、製造作業
◆３次元ＣＡＤによる設計作業
◆マシニングセンターによる加工オペレーター

(1)8時15分～17時00分

雇用・労災・健康・厚
生

３次元ＣＡＤ／Ｃ
ＡＭ、３次元ＣＡ
Ｄによる設計の実

250000円

300000円 又は6時00分～18時00
分の間の7時間程度

01251-  346731 伸和機型株式会社 設計・製造 180000円
変形（1ヶ月単位）

01251-  361731 きょうしん輸送株式会社 トラックドライ
バー

200000円 １０ｔウイング車や６ｔ、４ｔ車等運ぶものに応じて車種は変わります。
手積み手下ろし一部ありますが基本的にはリフトで積み下ろしで
す。
指定区間は高速道路を使用してもらうので険しい峠は比較的回避
するように運行指示出します。

雇用・労災・健康・厚
生

公共工事を主とした土木工事の施工管理

・農業、ほ場、用排水路整備工事
・道路、河川整備工事
・森林整備工事

(1)8時15分～17時15分

雇用・労災・健康・厚
生

土木技術者として
の現場経験者

448000円

200000円

01251-  359831 株式会社　北創 土木施工技術者 193000円

01251-  358031 有限会社　粒里 農作業員（通年） 200000円 米、麦、長ネギ、とうきび、マルチコーン等の栽培
(1)8時00分～17時30分

雇用・労災・健康・厚
生

道路・河川・農業土木工事の土木作業
＊短期間の就労を希望される方でも相談に応じます。(1)7時30分～17時00分

雇用・労災・健康・厚
生

277760円

400000円

01251-  372931 株式会社　岩崎建設工業　土
木部

土木作業員 198912円

01251-  371631 株式会社　岩崎建設工業　土
木部

土木技術者 310000円 道路、河川・農業土木工事における施工管理業務全般

※土木工事の経験者優遇します

(1)7時30分～17時00分

雇用・労災・健康・厚
生

施工管理、現場代
理人経験

道路・河川・農業土木工事の重機械作業
・ブルドーザーや油圧ショベルの運転
＊短期間の就労を希望する方でも相談に応じます

(1)7時30分～17時00分

雇用・労災・健康・厚
生

ブルドーザー・油
圧ショベルの運転

290000円 又は6時00分～18時00
分の間の8時間

235000円

01251-  384231 株式会社　岩崎建設工業　土
木部

重機オペレーター 200000円

01251-  383831 マルカ家具販売株式会社 ソファ卸売営業
配達

180000円 家具販売店様への営業と、販売店様への配達です。
(1)8時30分～17時30分

雇用・労災・健康・厚
生

ソファー作成の軽作業
(1)8時15分～17時10分

雇用・労災・健康・厚
生

158300円

01251-  391831 株式会社　マルカ工芸館 家具（ソファー）
製造

158300円
変形（1年単位）

栗山町フルタイム-2



求人番号 事業所名 職種名
雇用形態 就業場所／住所 年齢制限
加入保険 雇用期間 必要な経験
募集人数 休日

賃金
（ a + b

）
就業時間 仕事の内容

正社員 北海道夕張郡栗山町中央３丁目１ 45歳以下

～

雇用期間の定めなし

2人 日祝他

正社員 北海道夕張郡栗山町字旭台１－９ 35歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 土日祝他

正社員 北海道夕張郡栗山町朝日４丁目３ 64歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 日他

正社員以外 北海道夕張郡栗山町字旭台１番地 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

1人 契約更新の可能性あり（条件あり） 水木

正社員 北海道夕張郡栗山町旭台２３番地 40歳以下

～

雇用期間の定めなし

3人 土日祝他

正社員 北海道夕張郡栗山町桜丘３丁目１ 40歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 日他

正社員 北海道夕張郡栗山町旭台２３－１ 59歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 日祝他

正社員 北海道夕張郡栗山町朝日３丁目１ 不問

～

雇用期間の定めなし

3人 日祝他

正社員 北海道夕張郡栗山町錦２丁目１９ 64歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 土日祝他

正社員 北海道夕張郡栗山町朝日３丁目９ 39歳以下

～

雇用期間の定めなし

2人 他

正社員以外 北海道夕張郡栗山町角田２８４番 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

2人 契約更新の可能性あり（原則更新） 他

正社員 北海道夕張郡栗山町旭台２３番地 59歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 日祝他

正社員 北海道夕張郡栗山町朝日４丁目２ 不問

～

雇用期間の定めなし

1人 日他

正社員 北海道夕張郡栗山町朝日４丁目２ 不問

～

雇用期間の定めなし

2人 日他

正社員 北海道夕張郡栗山町朝日４丁目２ 不問

～

雇用期間の定めなし

1人 日他

有期雇用派遣労働 北海道夕張郡栗山町字旭台１－６ 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

1人 契約更新の可能性あり（原則更新） 土日他

175770円

01010-19553931 日総工産株式会社　札幌営業
所

樹脂サッシの製造
設備保全の補助

175770円 完成した住宅用窓枠樹脂サッシの品質をチェック、データ化する
サポート業務。


＊雇用期間満了後、３ヶ月毎更新

(1)8時00分～17時00分
(2)8時30分～17時30分

雇用・労災・健康・厚
生

土木請負工事の重機オペレーターとして作業に従事していただきま
す。

※現場は主に栗山町内及び近郊になります
※季節雇用も可能です

(1)7時30分～17時00分

雇用・労災・健康・厚
生

286000円

396000円

01251-  234631 株式会社　富士創建 重機オペレーター
（未経験者）

209000円

01251-  233331 株式会社　富士創建 重機オペレーター
（経験者）

242000円 土木請負工事の重機オペレーターとして作業に従事していただきま
す。

※現場は栗山町内及び近郊になります。
※季節雇用も可能です。

(1)7時30分～17時00分

雇用・労災・健康・厚
生

経験者

土木請負工事の管理

※現場は主に栗山町内及び近郊になります
※季節雇用も可能です
（その場合は雇用期間１２／３１まで・多少延長の可能性あり）

(1)7時30分～17時00分

雇用・労災・健康・厚
生

現場経験者 462000円

190000円

01251-  232731 株式会社　富士創建 土木技術者 374000円

01251-  227931 東邦製袋株式会社　栗山工場 製造補助 174500円
変形（1年単位） ◆製粉袋、セメント袋をミシン機により製造するラインの業務全般及

び手作業。

※所属部署は現在女性が仕事を行なっている部署となります。
※採用は随時行います。

(1)8時00分～17時00分

雇用・労災・健康・厚
生

◆養護老人ホームにおける生活支援（介護）業務全般
◆食事・入浴・排泄等にかかる一部介助業務もあります
◆夜勤あり（月平均３～５回程度）
◆人員体制は
　＜泉徳苑＞入居者約５０名：スタッフ６名

(1)7時00分～16時00分
(2)11時00分～20時00分

雇用・労災・健康・厚
生

介護業務経験あれ
ば尚可

172000円
(3)20時00分～8時00分

217000円
(3)8時30分～15時00分

01251-  211831 社会福祉法人　水の会　養護
老人ホーム　泉徳苑

生活支援員 161700円
変形（1ヶ月単位）

01251-  210031 株式会社　山上ウエサカ 営業職 175000円
変形（1年単位） 農業生産資材の営業販売を担当していただきます。

当社の顧客である農業生産者・ゴルフ場が販売先になります。
肥料・農薬・種子・土壌改良材、ビニールハウス部材などの農業生
産資材が取扱商品になります。
一年間を通じて受注営業、配送業務、既存客のアフターフォローが

(1)8時30分～17時30分
(2)8時30分～18時00分

雇用・労災・健康・厚
生

当社は農業向けの建物の鉄骨加工を行っています。
鋼構造物製作における部品製作・切断・溶接・現寸・塗装・工場全
般に従事して頂きます。（現場作業も多少あります）

面接前に書類選考がありますので、紹介状、履歴書、職務経歴書

(1)8時00分～17時30分

雇用・労災・健康・厚
生

即戦力になれる
方・鉄骨建物の経
験者（上記仕事内

277000円

350000円

01251-  241331 有限会社　森本鉄工所 溶接工及び工場業
務全般（管理職候

223650円

01251-  266731 株式会社　パートナー 運転手及び土木作
業員

250000円 ４ｔトラック等の運転及び土木作業全般
＊ガソリンスタンド、一般取扱所等の改修工事及び解体工事

※民間工事が主である

(1)8時00分～17時00分

雇用・労災・健康・厚
生

土木作業経験必須
（重機オレペレー
ター経験あれば尚

主にプレス及び磨き作業の他、製品の仕上げや梱包、製品製作作
業を行っていただきます。
・機械オペレーター、溶接業務

(1)8時30分～17時30分

雇用・労災・健康・厚
生

アーク溶接、ガス
溶接

250000円

250000円

01251-  265431 有限会社　クリテック 工場作業員 180000円

01251-  263231 有限会社　渋谷タイヤ商会 自動車タイヤ販売
及び修理

170000円 ◆自動車タイヤ販売及び修理作業に従事していただきます。
　・タイヤ、カー用品の販売、修理
　　　外勤あり（社用車使用）
　・オイル交換
　・タイヤ交換

(1)8時00分～17時00分

雇用・労災・健康・厚
生

当社工場内にて業務用大型冷蔵庫（プレハブ冷凍冷蔵庫）の製造・
施工・組立。（施工・組立エリアは道内各地となる為、３～５日間の
宿泊を伴う出張もあり）
◎宿泊手当、お弁当は会社負担します。
◎経験がない方でも丁寧に指導していきます

(1)8時00分～17時00分

雇用・労災・健康・厚
生・財形

250000円

190000円

01251-  279831 有限会社　レイテム 冷凍冷蔵庫製造兼
施工・組立

200000円
変形（1年単位）

01251-  285131 株式会社　木の城たいせつ 家具職人 186000円
変形（1年単位） 栗山町にあります弊社の木材生産加工工場で、木材加工の機械を

使用し家具やその他の製品に携わっていただきます。家具以外に
も受注した木造建築物の中で、技術を用いた加工が必要とされる
ような製品や部材の制作が出てくる場合もあり、その際には関係者
と連携して新たな製品の作成にもチャレンジしていただきます。

(1)8時00分～17時00分

雇用・労災・健康・厚
生

木材加工経験

・アパート、マンション等管理物件の入退去事務手続き
・損害保険事務サポート
・社会保険、雇用保険事務手続き
・その他総務事務


(1)8時00分～17時30分

雇用・労災・健康・厚
生

損害保険資格あれ
ば尚可

190000円

265000円

01251-  301231 朝日産業株式会社 総務事務 165000円
変形（1年単位）

01251-  309031 Ｅ＆Ｃエンジニアリング株式
会社　北海道工場

製造員 165000円 弊社製品（電波吸収体、電波遮蔽材）の製造に関する業務。

発泡軟質ウレタンフォームの含浸・接着・成形・塗装・検査・梱包
エポキシ、シリコン樹脂の計量・混合・成形・検査・梱包

(1)8時30分～17時30分

雇用・労災・健康・厚
生

一般・産業廃棄物を運搬車に積込み、処分場まで運搬する。
浄化槽の保守点検及び清掃作業の助手。
栗山町公共施設内の草刈業務。

(1)8時30分～17時00分
(2)8時30分～16時00分

雇用・労災・健康・厚
生

207000円

01251-  315931 クリーンセンター株式会社 現場作業員（廃棄
物運搬・浄化槽保

155000円
変形（1年単位）

栗山町フルタイム-3



求人番号 事業所名 職種名
雇用形態 就業場所／住所 年齢制限
加入保険 雇用期間 必要な経験
募集人数 休日

賃金
（ a + b

）
就業時間 仕事の内容

正社員以外 北海道夕張郡栗山町朝日３丁目２ 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

～令和5年9月30日

1人 契約更新の可能性あり（条件あり） 他

正社員以外 北海道夕張郡栗山町字湯地９１番 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

2人 契約更新の可能性あり（条件あり） 他

正社員 夕張郡由仁町本三川６６０　　日 18歳～64歳

～

雇用期間の定めなし

3人 日祝他

正社員 北海道夕張郡栗山町旭台２３－８ 18歳～64歳

～

雇用期間の定めなし

2人 日祝他

有期雇用派遣労働 北海道夕張郡栗山町松風３丁目４ 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

2人 契約更新の可能性あり（条件あり） 他

有期雇用派遣労働 北海道夕張郡栗山町字中里６１－ 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

2人 契約更新の可能性あり（条件あり） 他

正社員以外 北海道夕張郡栗山町朝日４丁目４ 18歳以上

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

5人 契約更新の可能性あり（原則更新） 他

正社員 北海道夕張郡栗山町錦３丁目７２ 59歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 日祝他

正社員 北海道夕張郡栗山町松風４丁目４ 59歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 日他

正社員 北海道夕張郡栗山町字共和１２－ 59歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 日祝他

正社員以外 北海道夕張郡栗山町字湯地９１－ 不問

～

雇用期間の定めなし

1人 他

正社員以外 北海道夕張郡栗山町字旭台１番地 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 契約更新の可能性あり（原則更新） 土日祝他

正社員以外 北海道夕張郡栗山町字旭台１番地 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 契約更新の可能性あり（原則更新） 土日祝他

正社員以外 北海道夕張郡栗山町字旭台１番地 60歳以上

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 契約更新の可能性あり（原則更新） 土日祝他

正社員 北海道夕張郡栗山町松風３丁目４ 69歳以下

～

雇用期間の定めなし

3人 他

正社員 北海道夕張郡栗山町松風３丁目４ 69歳以下

～

雇用期間の定めなし

2人 他

195500円
(3)13時00分～22時00分

01240- 5922931 株式会社　元気な介護 介護スタッフ（サ
ンヴィレッジ栗山

160500円
変形（1ヶ月単位） ご利用者さまによってご事情はさまざまなので、個人個人に合わせ

た食事や入浴、排泄などの介助全般が主になります。

＊無理なく働けるよう、短時間や勤務曜日のご相談が可能です。
＊資格や経験のない方でも、入社時のオリエンテーションなどしっ

(1)8時30分～17時30分
(2)10時30分～19時30分

雇用・労災・健康・厚
生

介護経験

ご利用者さまのご自宅を訪問し、身の回りにおける食事や入浴、
排泄介助など介護業務全般が主です。

訪問介護はご利用者さまひとりひとりと向き合えるからこそ気づけ
ることが多く、やり甲斐のあるお仕事です。

(1)7時30分～16時30分
(2)8時30分～17時30分

雇用・労災・健康・厚
生

介護業務経験 202500円

166400円

01240- 5919531 株式会社　元気な介護 介護職員（訪問介
護栗山／夕張郡栗

187500円
変形（1ヶ月単位）

01040- 4081231 株式会社　共成レンテム 工務係　栗山営業
所

166400円
変形（1年単位） 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

(1)8時30分～17時30分

雇用・労災・健康・厚
生

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

(1)8時30分～17時30分

雇用・労災・健康・厚
生

300000円

300000円

01040- 4080831 株式会社　共成レンテム 工務係　栗山営業
所

170000円
変形（1年単位）

01040- 4079131 株式会社　共成レンテム 営業係　栗山営業
所

200000円
変形（1年単位） 建設現場等で使用される機械及び備品類を建設業を中心としたお

客様へレンタルしていただくための営業を行っていただきます。

◯お客様からの受注業務
◯見積書作成

(1)8時30分～17時30分

雇用・労災・健康・厚
生

施設内の日常清掃業務全般及び洗濯に従事する
　ホール・フロアの掃き掃除、拭き掃除、掃除機掛け、
　モップ掛け、ゴミ収集、トイレ清掃、洗濯等を行う

＊就業時間（４）６：３０～１４：３０

(1)6時30分～16時00分
(2)6時30分～13時30分

雇用・労災・健康・厚
生

138000円
(3)13時00分～18時30分

275000円

01110- 1580931 株式会社　サン研ライフサー
ビス

清掃員（栗山町） 138000円
交替制あり

01232-  796231 ヤンマーアグリジャパン株式
会社　北海道支社

営業〔夕張郡栗山
町〕

195000円
変形（1年単位） ○トラクター・作業機など農業機械の営業等に従事します。


・取引のある顧客を訪問し注文を受ける（新規開拓含む）
・販売目標の確認、今後の販売計画の策定
・商品の使用法、操作法等の説明

(1)8時30分～17時30分
(2)9時00分～17時10分

雇用・労災・健康・厚
生・財形

営業経験あれば尚
可

○在宅で生活する高齢者や病気療養中の方々に安心してすごせる
よ
　う、病気進行の予防、全身状態の観察、医療行為の介助などを行
　います。
　又、今後の生活についてご本人、家族への相談なども行います。

(1)8時30分～17時30分

雇用・労災・健康・厚
生

ワード操作が出来
ること。電子カル
テ経験あれば尚

270000円

275000円

01232-  949531 一般社団法人　ポラリス
　　　　　　　在宅看護セン

訪問看護 230000円

01232- 1103531 ヤンマーアグリジャパン株式
会社　北海道支社

整備士［夕張郡栗
山町］

195000円
変形（1年単位） ○トラクターをはじめとした農業機械の整備業務全般に従事しま

　す。

・定期点検および整備作業
・故障機械の修理作業

(1)8時30分～17時30分
(2)9時00分～17時10分

雇用・労災・健康・厚
生・財形

農業機械・自動車
などの整備経験あ

れば尚可

◆パチンコロイヤル栗山店にてホール及びカウンター
　業務に従事していただきます

　・お客様応対及びサービス（ご案内、遊び方の説明等）
　・遊技台の簡単なメンテナンス、清掃業務

(1)8時00分～16時30分
(2)16時00分～0時30分

雇用・労災・健康・厚
生

198000円

199640円
(3)10時30分～19時30分

01190- 3855231 株式会社　一六商事ホール
ディングス

店舗運営スタッフ
【栗山店】

198000円
変形（1ヶ月単位）

01010- 9783631 株式会社　Ｔｒｕｓｔ　Ｇｒ
ｏｗｔｈ　北海道支社

介護スタッフ（栗
山町中里）

182280円
変形（1ヶ月単位） 介護付き有料老人ホームでの介護のお仕事です。

介護付き有料老人ホームにて、排泄介助、食事介助、入浴介助等
の介護業務等を行って頂きます。
＊居室数：２０室


(1)8時00分～17時00分
(2)9時00分～17時00分

雇用・労災・健康・厚
生

介護実務経験１年
以上

介護付き有料老人ホームでの介護のお仕事です。
介護付き有料老人ホームにて、排泄介助、食事介助、入浴介助等
の介護業務等を行って頂きます。
＊居室数：２５室
＊調理業務：基本無し

(1)8時00分～17時00分
(2)9時00分～17時00分

雇用・労災・健康・厚
生

介護実務経験１年
以上

199640円
(3)10時30分～19時30分

236500円
(3)16時45分～2時00分

01010- 9779831 株式会社　Ｔｒｕｓｔ　Ｇｒ
ｏｗｔｈ　北海道支社

介護スタッフ（栗
山町松風３丁目）

182280円
変形（1ヶ月単位）

01010-11573031 日本食品製造　合資会社 食品の製造（栗山
町）

165000円
変形（1年単位） 栗山工場にてオートミール製造を行います。

・製造員は各製造工程の機械操作、選別作業、原材料投入、配
合、　包装資材の投入、包装機械の管理、製造後の清掃等を行い
ます。
＊操作方法などを習得するまでの間は、２人体制にて現場での研

(1)7時45分～17時00分
(2)11時45分～21時00分

雇用・労災・健康・厚
生

食品安全知識、食
品製造の経験、包
装機械の制御、

朝食シリアル（コーンフレーク、グラノーラ、オートミール）及びスイー
トコーン缶詰の品質管理を行います。
・品質管理員は、製品の抜取検査、製品工程管理、帳票類の確認・
作成、標識の作成、改善活動、新入社員教育、備品類の管理、
　工場内のルール策定等を行います。

(1)7時45分～17時00分
(2)11時45分～21時00分

雇用・労災・健康・厚
生

食品安全知識、食
品製造の経験、菌

検査、

212000円
(3)16時45分～2時00分

155112円 又は5時00分～19時00
分の間の8時間程度

01010-11570631 日本食品製造　合資会社 食品の品質管理
（由仁町・栗山

165000円
変形（1年単位）

01010-11888131 株式会社　北海道グリーンハ
ウス

（パ）調理補助
（栗山町）

155112円
交替制あり 高齢者施設内厨房での調理補助業務全般

利用者様の朝、昼、夕食の料理盛付、食材下処理、切込み、盛付、
配膳、下膳、厨房内清掃


雇用・労災・健康・厚
生

病院で食事を提供するお仕事です。
切込、調理されたものの盛付、配膳、下膳、食器洗浄など、厨房内
業務全般を行っていただきます。


(1)4時45分～14時15分
(2)8時15分～17時15分

雇用・労災・健康・厚
生

167700円
(3)10時00分～19時30分

01010-17716531 株式会社　ＬＥＯＣ （パ）調理補助
（夕張郡栗山町朝

167700円
変形（1ヶ月単位）
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求人番号 事業所名 職種名
雇用形態 就業場所／住所 年齢制限
加入保険 雇用期間 必要な経験
募集人数 休日

賃金
（ a + b

）
就業時間 仕事の内容

正社員 北海道夕張郡栗山町中里６１－１ 69歳以下

～

雇用期間の定めなし

2人 他

正社員 北海道千歳市勇舞７丁目５－１１ 64歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 日他

158080円
(3)9時00分～13時00分

01250- 1330831 株式会社　明健堂　明治宅配
センター千歳店

配達・ＰＲ活動ス
タッフ

158080円 牛乳・乳製品類を一般家庭に配達し、月末に代金回収等の業務を
担当します。
＊配達エリア：長沼・栗山・由仁（三川）町内がメイン　
＊配達の無い曜日はサンプル商品のＰＲ活動を行います。個別訪
問

(1)8時00分～16時00分
(2)9時00分～18時00分

雇用・労災・健康・厚
生

ご利用者様の身の回りにおける食事や入浴、排泄介助など介護業
務全般が主です。

＊経験がなくても知識や技術を身につけながら、ゆくゆくは新人の
指導や教育にも携わることができます。また、グループ事業所を

(1)7時00分～16時00分
(2)8時30分～17時30分

雇用・労災・健康・厚
生

介護経験 185500円
(3)10時30分～19時30分

01240- 5930931 株式会社　元気な介護 介護スタッフ（廣
樹庵／夕張郡栗山

160500円
変形（1ヶ月単位）
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