
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 時給
不問

支給額 810円～810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40人 ） 土日祝他

賃金形態 月給
35歳以下

支給額 148,000円～189,000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 11人 ）

賃金形態 時給
不問

支給額 786円～830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 毎　週

（従業員数15人 ） 他

賃金形態 月給
26歳以下

支給額 170,000円～200,000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 その他
毎月　15,000円まで （従業員数4人 ） 日祝他

賃金形態 月給
26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（上限あり） 就業場所 週休２日制 その他
毎月　15,000円まで （従業員数4人 ） 日祝他

賃金形態 月給
不問

支給額 170,200円～235,700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 隔　週
毎月　15,000円まで （従業員数105人 ） 日祝

賃金形態 月給
不問

支給額 170,200円～235,700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 隔　週
毎月　15,000円まで （従業員数105人 ） 日祝

賃金形態 月給
30歳以下

支給額 145,900円～170,000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 な　し
毎月　10,400円まで （従業員数12人 ） 日祝

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20人 ） 日他

賃金形態 月給
不問

支給額 181,000円～222,500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 その他
毎月　20,000円まで （従業員数 18人 ）

賃金形態 月給
不問

支給額 155,000円～250,000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 7人 ）

賃金形態 時給
18歳以上

支給額 197,070円～252,940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 ） 他

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

普通自動車免
許ＡＴ

北海道十勝郡浦幌町他

普通自動車免
許一種

01010-
7425371

ガソリンスタンドスタッフ（帯広市近郊） ワークサポート　株式会社 変形（１年単位） 雇用・労
災・健康・
厚生

01010-
7997471

ファイル式法律書籍の差替業務（帯広・上士幌・浦
幌）

第一法規　株式会社 労災
9時00分～17時00分の

担当地域内の得意先を、自宅から自家用車で直接訪問し、 
ファイル式書籍の改正ページを差し替える業務 
・勤務報告は、１週間毎の週報で報告する（郵送） 
・月に１回程度、宿泊を伴う業務等が発生します。 
　（宿泊費、日当は規定により支給） 
 ＊自宅を拠点とし、得意先へは自家用車使用。 
 ＊雇用期間満了後、１年毎更新の可能性あり 
　（更新条件：業務評価による）

北海道札幌市中央区北４条西６丁目　毎日
札幌会館７Ｆ

間の4時間程度

普通自動車免
許一種8時00分～21時00分の

給油、洗車程度のガソリンスタンド店舗業務全般を行って頂き
ます。

札幌市中央区北３条西１２丁目２番地４ 間の8時間程度

北海道十勝郡浦幌町他
祝他

北海道十勝郡浦幌町

01190-
1469771

建設機械サービス職（浦幌） 北海産業　株式会社 変形（１年単位） 雇用・労
災・健康・
厚生・財形

01010-
4415871

食堂業務（浦幌町留真） 株式会社　共立メンテナンス　札幌支店 雇用・労
災・健康・
厚生

(1)10時45分～19時45分
温浴施設内 
・食堂調理 
・食器等洗浄 
・厨房内掃除 
 ＊雇用期間満了後、１年毎の更新の可能性あり

札幌市中央区南１条東３丁目１１－９　カ
タギリ１－３ビル１Ｆ

普通自動車免
許一種(1) 8時30分～17時30分

◆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、費用負担有）

北海道苫小牧市あけぼの町２丁目２－１

北海道十勝郡浦幌町

北海道十勝郡浦幌町

普通自動車免
許一種

01041-
122171

整備業務 浦幌町農業協同組合 変形（１ヶ月単位） 雇用・労
災・健康・
厚生

01190-
1473371

営業職（浦幌） 北海産業　株式会社 変形（１年単位） 雇用・労
災・健康・
厚生・財形

(1) 8時30分～17時30分
◆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（ＡＴ限定不可） 
 　☆資格取得支援制度あり（中型自動車運転免許）☆

北海道苫小牧市あけぼの町２丁目２－１

普通自動車免
許一種(1) 8時30分～17時30分

○農機具車両及び自動車の点検・整備業務に従事します。 
 ※賃金額の幅は大学新卒～１０年程度の目安の金額となってお
り、学歴、職歴、所有資格により異なります。 
 ※応募書類等の詳細については、浦幌町農業協同組合ホーム
ページをご参照下さい。 
 ※１名以上若干名の募集です。

十勝郡浦幌町新町１５－１ (2) 9時00分～17時00分 自動車整備士
（３級）(3) 8時30分～12時00分

北海道十勝郡浦幌町

大型特殊自動
車一種(3) 8時30分～12時00分

北海道十勝郡浦幌町

車両系整地掘
削用運転

01041-
96471

一般事務他／正職員 大津漁業協同組合 特定曜日のみ(2)(3) 雇用・労
災・健康・
厚生

01041-
124371

農業機械オペレーター 浦幌町農業協同組合 変形（１年単位） 雇用・労
災・健康・
厚生

大型自動車免
許一種(1) 8時30分～17時30分

○農業機械を使用しての農作業等に従事します。 
 ※賃金額の幅は大学新卒～１０年程度の目安の金額となってお
り、学歴、職歴、所有資格により異なります。 
 ※応募書類等の詳細については、浦幌町農業協同組合ホーム
ページをご参照下さい。 
 ※１名以上若干名の募集です。

十勝郡浦幌町新町１５－１ (2) 9時00分～17時00分

普通自動車免
許一種(1) 9時00分～17時00分

○漁業協同組合の正職員として、以下の業務に従事します。 
 　・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。

北海道中川郡豊頃町大津港町３５番地 (2) 9時00分～12時00分

北海道十勝郡浦幌町他

北海道十勝郡浦幌町

土木施工管理
技士２級

01041-
98871

溶接要員／正社員 玉置機械工業　株式会社 雇用・労
災・健康・
厚生

01041-
97771

土木技術者／正社員 株式会社　サクシン 雇用・労
災・健康・
厚生

(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１７

普通自動車免
許一種(1) 8時30分～17時00分

○工務課にて、当社製林業機械の製作過程で鋼材を溶断、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。 
 ※溶接、溶断は当社にて指導いたします（溶接資格の有無は問
いません）

北海道十勝郡浦幌町字帯富８７－２

北海道十勝郡浦幌町
日祝

北海道十勝郡浦幌町
他

01041-
54571

高齢者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-
99271

石油製品販売員／正社員 株式会社　北村商店 変形（１ヶ月単位） 雇用・労
災・健康・
厚生・財形

普通自動車免
許一種8時00分～19時00分の

○ガスリンスタンドもしくは住設部での業務 
　機器の販売、修理　他 
 ※業務未経験者であっても指導等ができますので、 ご相談くだ
さい。

十勝郡浦幌町幸町７ 間の8時間

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
務のお仕事です。 
＊将来、管理者を目指す方には採用後、就業状況ににより資格
取得支援も可能です。 
 ◎雇用形態 　　採用時、非常勤職員 （２年以内に正規職員へ途
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) 9時00分～18時00分 介護職員実務
者研修(3)10時30分～19時30分

北海道十勝郡浦幌町

℡ 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２９年２月２４日

次回の発行は、３月１０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
18歳以上

支給額 150,500円～187,750円
フルタイム

4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50人 ） 他

賃金形態 時給
18歳以上

支給額 800円～900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 月給

不問
支給額 170,000円～200,000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 その他
毎月　20,000円まで （従業員数 7人 ）

賃金形態 月給
59歳以下

支給額 148,600円～200,000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 その他
毎月　10,000円まで （従業員数5人 ） 日祝他

賃金形態 月給
不問

支給額 187,000円～264,000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 な　し
毎月　20,000円まで （従業員数25人 ） 日

賃金形態 月給
不問

支給額 165,000円～165,000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 ） 土日他

賃金形態 月給
不問

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 な　し
（従業員数4人 ） 水

賃金形態 時給
不問

支給額 786円～800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

毎月　20,000円まで （従業員数2人 ） 日祝他

賃金形態 月給
59歳以下

支給額 155,000円～250,000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 ） 土日祝他

賃金形態 月給
不問

支給額 400,000円～450,000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　20,000円まで （従業員数 1人 ）

賃金形態 日給
18歳以上

支給額 151,200円～271,200円
フルタイム

1人 通勤手当 なし 就業場所 週休２日制 その他
（従業員数 0人 ）

賃金形態 月給
不問

支給額 159,000円～197,000円
フルタイム

1人 通勤手当 なし 就業場所 週休２日制 その他

（従業員数 10人 ）

(3)18時00分～ 9時00分
北海道十勝郡浦幌町

普通自動車免
許一種

01041-
56771

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

01041-
55471

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） 雇用・労
災・健康・
厚生

(1) 7時30分～17時00分
◎認知症高齢者の介助、介護業務のお仕事です。 
 ◎雇用形態 　　採用時、非常勤職員 （２年経過した後、正規職
員の途あり） 
 ※深夜勤務（１８：００～翌９：００）あり。 週１回程度 
●資格取得支援制度あり

北海道十勝郡浦幌町寿町８番地の１ (2)10時30分～19時30分

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、介護業のお仕事です。 
 ※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

北海道十勝郡浦幌町
他

自動車整備士
（３級）

北海道十勝郡浦幌町
日祝

01041-
40271

販売員／正社員 中山産業株式会社 雇用・労
災・健康・
厚生

01041-
49871

自動車整備士／正社員 浦幌自動車工業　株式会社 変形（１年単位） 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

○大型車から小型車まで、幅広い車種の 整備点検、車検整備業
務。

十勝郡浦幌町字帯富１０８番地

普通自動車免
許一種(1) 8時00分～17時00分

◎ガソリンスタンドにおいて、以下の業務に従事します。 
 ○給油、洗車業務 
○ローリーによる配送業務（要危険物、中型免許以上） 
○オイル交換、タイヤ交換等、車整備に係る軽作業 
○レジ・接客業務 
○その他雑務 

北海道十勝郡浦幌町字緑町５番地

北海道十勝郡浦幌町

北海道十勝郡浦幌町

普通自動車免
許一種

01041-
18071

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

01041-
17171

林業・チップ製造作業員／正社員 北村林業株式会社 雇用・労
災・健康・
厚生

(1) 7時30分～15時30分
木を植え育て伐採し製品にする仕事です。５０年先をデザイン
する仕事でもあります。
・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　 
＊現場は浦幌町内ほか十勝管内にあり、会社より 社用車で通勤
します。 
 ○資格取得助成制度もあり、経験のない方へは 技術指導を致し
ます。

北海道十勝郡浦幌町字帯富９７番地３

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
(3)10時00分～19時00分

北海道十勝郡浦幌町

北海道十勝郡浦幌町

01040-
1035971

（請）日常清掃 北海道東急ビルマネジメント株式会社　帯
広営業所

労災

01041-
752261

酪農／正社員 三本木牧場 雇用・労災
(1) 4時30分～19時30分

○乳牛全般の管理及び搾乳の仕事です。 
・朝４時３０分より搾乳開始、約３時間で終了です。 
　日中は餌押し、獣医さんの対応等です。 
　夕方は１５時３０分より搾乳開始。 
　全て終了が１９時頃です。 
・平成９年よりフリーストール・パーラー化をしました。 
・現在は搾乳牛が２４０頭、乾乳牛３０頭、 
　育成牛が１９０頭（町模範牧場預託）です。 
・牧草収穫作業は当牧場関連のコントラクター企業に任せて
います。

北海道十勝郡浦幌町字静内８９番地

(1) 7時00分～11時30分
会館および関連事務所の床やＷＣ等の日常的なお掃除をしてい
ただきます。 
 ◯ほうき等を使っての掃き掃除 
◯モップ・雑巾を使っての拭き掃除 
◯ゴミ捨て等 
 ＊２人での作業になります。 
＊年度毎の契約更新あり

北海道帯広市東１条南１１丁目１８番地３
小枝ビル３Ｆ

北海道十勝郡浦幌町

中型自動車免
許一種

北海道十勝郡浦幌町

普通自動車免
許一種

23040-
20305561

道道保全管理及び施工検査業務（請） 株式会社　パートナーズ 雇用・労
災・健康・
厚生

01040-
93671

工務係　浦幌営業所／正社員 株式会社　共成レンテム 変形（１年単位） 雇用・労
災・健康・
厚生・財形

(1) 8時00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 
 ※就業時間について：（１）は５月～１２月、（２）は１月～
４月の勤務時間です。

北海道帯広市西１８条北１丁目１４番地 (2) 8時30分～17時30分

土木施工管理
技士１級(1) 9時00分～18時00分

道道保全の為、役所立場にて、工事計画、積算、 
工事発注後の安全管理、施工段階検査などの立会、 
提出書類の確認などが主な業務となります。 
◇ハローワークの紹介状が必要です。

愛知県豊橋市三ノ輪町字本興寺４１番地の
１　ＣＲＥＳＴ．１第一丸中ビル４Ｆ

土木施工管理
技士２級

北海道十勝郡浦幌町 普通自動車免
許ＡＴ土日祝他

北海道十勝郡浦幌町
日他

01041-
745561

製材、チップ工場労務員／正社員 木下林業　株式会社 雇用・労
災・健康・
厚生

01240-
25274461

調理と清掃業務（住み込み）（十勝郡浦幌町） 株式会社　ホクショク 雇用・労災
4時00分～20時00分の

建設会社宿舎において、 
 ・一日３食（朝・昼・夜）の調理業務または調理補助業務 
 ・調理場、共用部分の清掃 
 に従事していただきます。

札幌市北区屯田５条１０丁目１０番２４号 間の8時間

普通自動車免
許一種(1) 8時00分～17時30分

○製材工場、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 
　・製材の持ち運び　等 
○丸太、製材の積み込み作業 

十勝郡浦幌町帯富８６番地

北海道十勝郡浦幌町

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２９年２月２４日

次回の発行は、３月１０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 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 ） 土日祝

賃金形態 月給
45歳以下

支給額 170,000円～405,000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 な　し
毎月　25,000円まで （従業員数13人 ） 日他

賃金形態 時給
不問

支給額 800円～800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 日給

不問
支給額 786円～786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 時給

不問
支給額 820円～850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 ） 日他

賃金形態 月給
35歳以下

支給額 150,000円～180,000円
フルタイム

5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10人 ） 日他

(3)10時30分～19時00分
北海道十勝郡浦幌町

普通自動車免
許一種

01041-
685961

土木工事技術者／正社員 株式会社　フクタ 雇用・労
災・健康・
厚生

01041-
684861

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

(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。

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

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。

十勝郡浦幌町字帯富１５４－３８

北海道十勝郡浦幌町

北海道十勝郡浦幌町
他

01041-
687061

施設の洗濯・清掃 サンビーム興産　有限会社 雇用・労災

01041-
686161

診療所内の清掃 サンビーム興産　有限会社 雇用・労災
(1) 7時00分～16時00分

・モップがけ 　　・ゴミの分別 　　・ガラス拭き（時々） 
 ＊現在２名で、月に１５～１６日位をシフトで勤務 しておりま
す。

北海道十勝郡浦幌町字住吉町２７番地１ (2)14時00分～17時00分

(1) 8時30分～17時00分
○養護老人施設内の清掃 
 ○施設に入居している方の洗濯 
 ＊日に清掃、洗濯各１名 
＊月３名でシフトを組んでおります。

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
他

北海道十勝郡浦幌町

普通自動車免
許一種

01040-
15019461

農産物収穫・選果及び構内作業員／正社員 有限会社　北泉 変形（１年単位） 雇用・労
災・健康・
厚生

01041-
688361

（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

8時00分～17時00分の
○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 間の7時間程度

普通自動車免
許一種(1) 7時30分～17時00分

十勝管内の有限会社北泉の畑作において選果から出荷までのい
ずれかの業務に従事していただきます。 
〇馬鈴薯の選果作業 
　いもを計る 
　いもの芽を取る 
　お皿にいもを乗せる。 
〇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。 
〇収穫した野菜の選果作業及び出荷業務 
＊上記いずれかの勤務となります。 
＊就業場所により作業内容は変わります。

北海道帯広市西１７条南５丁目７５番地４ (2) 8時00分～17時00分

北海道十勝郡浦幌町他

◎ 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２９年２月２４日

次回の発行は、３月１０日ごろです。


