
仕事の内容 賃　金 年　齢
求人番号

01040- 7459021 就業場所 11

01040- 7460221 就業場所 11

01040- 6938521 就業場所 11

01041-  509021 就業場所 11

01041-  450321 就業場所 11

01041-  456821 就業場所 11

01041-  457221 就業場所 11

01041-  458521 就業場所 11

01041-  459421 就業場所 11

01041-  461121 就業場所 11

01041-  462021 就業場所 11

01041-  463721 就業場所 11

01041-  431521 就業場所 11

01041-  430221 就業場所 11

01041-  427921 就業場所 11

令和4年6月24日(金)発行

職　　種
就業時間 事業所名・所在地・就業場所

法人営業スタッフ／正
社員

法人顧客への営業を行っていただきます。
195,000円～

325,000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

店舗スタッフ／正社員 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。

195,000円～
325,000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

作業療法士（正職員） 入院、外来、老健入所・通所のリハビリ業
務を行っていただきます。 174,200円～

281,100円

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時15分

公益社団法人　地域医療振興協
会　十勝いけだ地域医療センタ 59歳

以下
池田町字西２条５丁目２５

池田町

（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 170,000円～

180,000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

食肉加工品の製造等 ○生産ラインの一員として製品のカット業
務や計量・真空包装業務に従事して頂きま
す。 145,935円～

147,488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

建築施工管理技士 現場管理
積算、見積、営業

230,000円～
320,000円

変形（1年単位）
(1)7時30分～17時30分

株式会社　鳴海建設

64歳
以下池田町字旭町４丁目２２番地１

５

池田町

一般乗用旅客自動車運
転事業／正社員

○タクシー乗務員
165,000円～

173,000円

変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～18時00分
(2)14時00分～23時00分

ワインタクシー　株式会社 18歳
～64
歳池田町字大通１丁目８３番地

池田町

一般乗用旅客自動車運
転事業／正社員

○タクシー乗務員
165,000円～

173,000円

変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～18時00分
(2)14時00分～23時00分

ワインタクシー　株式会社
65歳
以上

池田町字大通１丁目８３番地
池田町

介護職員 ○入居者の食事の準備、後片付け。
○身体介助
○夜勤業務

173,100円～
178,100円

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

社会福祉法人　池田光寿会 18歳
～59
歳池田町西２条１０丁目２－２０

池田町

レジ担当（月間１５０
時間）

＊レジ業務～自動釣銭機能がついているの
で安心です。
＊また、経験を積んでサービスカウンター
業務にも取り組んでいただきます

137,100円～
137,100円

12時00分～21時00分の間
の8時間程度

イオン北海道株式会社　マック
スバリュ池田店

不問
池田町字利別南町１７番地２３

池田町

介護職員 ○特別養護老人ホーム利用者の生活援助を
中心とした介護業務 173,100円～

178,100円

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

社会福祉法人　池田光寿会 18歳
～59
歳池田町西２条１０丁目２－２０

池田町

介護職員 ○特別養護老人ホーム利用者の生活援助を
中心とした介護業務 173,100円～

178,100円

変形（1ヶ月単位）
(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　池田光寿会 18歳
～59
歳池田町西２条１０丁目２－２０

池田町

作業療法士（産休・育
休代替求人）

入院、外来、老健入所・通所のリハビリ業
務を行っていただきます。 167,580円～

198,240円

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時15分

公益社団法人　地域医療振興協
会　十勝いけだ地域医療センタ 不問
池田町字西２条５丁目２５

池田町

町費負担臨時教員 ○池田小学校にて校務（道費負担教員と同
様の職務）に従事していただきます。 213,000円～

213,000円

(1)8時20分～16時50分 池田町役場

不問
池田町字西１条７丁目１１番地

池田町

ごみ収集運搬業務 ○池田町内のごみ収集運搬処理に係る業務
180,000円～

230,000円

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時00分

いけだ清掃　株式会社
64歳
以下

池田町字清見２５８番地
池田町

℡ 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、７月１１日ごろです。



仕事の内容 賃　金 年　齢
求人番号

01041-  413821 就業場所
11

01041-  396921 就業場所
11

01041-  397121 就業場所 11

01041-  398021 就業場所 11

01041-  400621 就業場所 11

01041-  408421 就業場所 11

01041-  354121 就業場所 11

01041-  351321 就業場所 11

01041-  330721 就業場所 11

01041-  288521 就業場所 11

01041-  290921 就業場所 11

01041-  292021 就業場所 11

01041-  328621 就業場所 11

01041-  329921 就業場所 11

01040- 6945221 就業場所 11

01040- 6758221 就業場所 11

01040- 6372521 就業場所 11

介護職員（正職員また
は準職員）

○認知症高齢者の日常生活全般について、
食事、入浴、排泄、レクリエーション等、
生活向上の援助及び支援等の業務を行って
いただきます。

175,000円～
195,000円

変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～18時00分
(2)7時15分～16時15分
(3)16時15分～9時15分

特定非営利活動法人　いけだケ
アセンター　グループホームの

18歳
～64
歳池田町字利別西町２１番６

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

変形（1ヶ月単位）
(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

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。 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

池田町字西一条１丁目８
池田町

歯科衛生士業務 ○歯科衛生士業務全般
210,000円～

240,000円

(1)9時00分～18時30分
(2)9時00分～13時00分

ユタカ歯科
59歳
以下

池田町字利別西町１番地５
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 220,000円～

300,000円

変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～17時00分

株式会社　十勝工建
65歳
以上

池田町字利別南町１３番地
池田町

レストラン調理スタッ
フ

・ワインに関連したランチメニューの調
理。
・カフェタイム充実に向けたスイーツメ
ニューの調理。

185,000円～
230,000円

変形（1ヶ月単位）
(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

牛の飼育管理全般 ・餌やり
・牛の寝床の掃除
・子牛のミルクやり
・親牛の発情発見

230,000円～
280,000円

(1)6時00分～17時00分 上田牧場
40歳
以下

本別町西勇足７５
池田町他

看護師／正社員 ○病棟における看護業務全般（６０床）
・１ヶ月の夜勤が４～５回あり 222,100円～

359,400円

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時15分
(2)16時30分～9時15分

公益社団法人　地域医療振興協
会　十勝いけだ地域医療センタ

18歳
～59
歳池田町字西２条５丁目２５

池田町

生活支援員・職業指導
員

・障害福祉サービスにおける生活支援
・入浴サービスの介助

151,300円～
259,700円

交替制あり
(1)8時00分～17時00分
(2)6時30分～15時30分
(3)12時00分～21時00分

社会福祉法人　北勝光生会

64歳
以下陸別町字陸別原野基線３２１－

５
池田町

製品製造 ○製品の製造
・お菓子の製造（たいやき、どらやき等）
・出来上がった製品の箱詰め等

145,796円～
145,796円

(1)8時00分～17時00分 十勝製餡株式会社

不問
池田町利別東町２４番地

池田町

塗装工 ○一般建築塗装に従事していただきます。
172,000円～

230,000円

(1)8時00分～17時00分 有限会社　中村塗装店
40歳
以下

池田町字西１条３丁目１１番地
池田町

事務職 観光に関する事務及び経理業務等、総合的
な関連業務 160,000円～

220,000円

交替制あり
(1)8時45分～17時30分

池田町観光協会

不問
池田町字西１条７丁目１１

池田町

清掃員 ○ワイン城敷地内の施設清掃
○環境整備業務等 140,020円～

140,020円

交替制あり
(1)8時30分～16時30分

有限会社　池田ワイン美装

不問
池田町西１条６丁目２１番地

池田町

（派）受付事務 受付事務のお仕事

171,200円～
171,200円

交替制あり
(1)9時00分～18時00分
10時00分～19時00分の間
の8時間

パーソルテンプスタッフ株式会
社　帯広オフィス

不問
帯広市大通南１２丁目２０　あ
おば十勝ビル

池田町

建設機械その他修理、
溶接作業／正社員

○建設機械、農業機械その他の修理
200,000円～

310,000円

(1)8時00分～17時00分 株式会社　山本鉄工

不問
池田町字利別本町２０－１４

池田町

建築板金工 一般住宅、集合住宅、倉庫、家畜舎などの
屋根・外壁・雨樋取付などの板金工事を
行っていただきます。 160,000円～

250,000円

(1)7時30分～17時30分 有限会社　大木板金工業

35歳
以下池田町字西１条１１丁目２番地

４

池田町

（派）たい焼き・どら
焼き製造スタッフ

十勝産の小豆を使用した、たい焼き・どら
焼きの製造作業です。
他、付随する加工、箱づめ、洗浄作業。
※雇用終了後は、２ヶ月毎の契約更新あり

164,160円～
172,800円

(1)8時00分～17時00分 株式会社　ヒューマンジャパン

不問
帯広市西２条南１９丁目１８番
地１

池田町

職　　種
就業時間 事業所名・所在地・就業場所



仕事の内容 賃　金 年　齢
求人番号

01040- 6333921 就業場所 11

01040- 5721721 就業場所 11

01084-  612721 就業場所 11

01090- 5640521 就業場所
11

01090- 5641421 就業場所 11

01010-20742421 就業場所 11

01070- 2187621 就業場所 11

01041-  486921 就業場所 11

01040- 7457921 就業場所 12

01041-  512421 就業場所 12

01041-  513321 就業場所 12

01041-  508121 就業場所 12

01041-  449521 就業場所 12

01041-  451621 就業場所

12

01041-  452921 就業場所 12

01041-  453121 就業場所 12

（派）一般事務及び付
随する業務

一般事務及びそれに付随する業務全般
○伝票入力、請求書処理
○電話応対、来客対応　など 151,988円～

151,988円

(1)8時30分～17時00分 株式会社　ネオプロセス

不問帯広市西１６条南１丁目４７－
１５

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

正／大型トラック運転
手（帯広）

○建設機械・建設資材の運搬業務。
○ユニック作業による資材等の積み降ろし
業務等。

235,000円～
285,000円

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

株式会社大建山田
64歳
以下

釧路市北斗２６７－２
池田町

（現）重機オペレー
ター並びに施設管理員

・施設全体の清掃・草刈等環境美化作業
・水処理施設のプラント運転管理補助作業
・搬入された廃棄物の人力による移動など
の作業

192,000円～
208,000円

(1)8時30分～17時30分 鹿島環境エンジニアリング　株
式会社　北海道支店

不問砂川市西７条北２２丁目１２４
－９

池田町

（紹介予定派遣）病院
内での清掃スタッフ
（中川郡池田町）

病室などの床面、浴室、トイレなどの水ま
わりの清掃。使用する道具はモップなど一
般的な清掃道具なので難しくありません。 168,000円～

168,000円

(1)8時00分～17時00分 ノース・キャリア

不問
札幌市中央区南８条西１０丁目
１２７７－１

池田町

正／移動式クレーン運
転手（帯広）

◎各現場にてホイール・クローラークレー
ンの運転業務を行っていただきます。 265,000円～

345,000円

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

株式会社大建山田
64歳
以下

釧路市北斗２６７－２
池田町

造林作業員／正社員 ○造林作業（山林を育成する作業です）
230,000円～

322,000円

(1)6時00分～15時30分 有限会社　後藤組

不問
足寄町北５－１－２

池田町他

清掃業務（池田町：十
勝いけだ地域医療セン
ター）

病院内のお部屋・廊下やてすりなどの共用
部の拭き掃き掃除や水回りの清掃をお願い
します。
月１７２時間程度
＊１年毎の契約更新となります。

159,100円～
159,100円

(1)8時00分～17時00分 ワタキューセイモア株式会社
北海道支店 不問
小樽市新光５丁目１３番３号

池田町

事務・記帳・出納業務
担当員

事務のお仕事です。難しい知識は必要あり
ません。 900円～1,200

円

交替制あり
(1)9時30分～15時00分

株式会社ゆたか

不問
池田町字大通１丁目７４番地

池田町

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

ワインショップと受付
業務

・まきばの家　森のワインショップでのレ
ジ業務
・商品管理
・サウナ・宿泊・受付業務

950円～950円

交替制あり
(1)10時00分～16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

製造スタッフ ○池田町にある昭和４５年創業の老舗「ゆ
たか」にて食品製造業務を行っていただき
ます。

900円～1,200
円

交替制あり
9時30分～19時00分の間
の4時間程度

株式会社ゆたか

不問
池田町字大通１丁目７４番地

池田町

介護職 ・デイサービス虹の家
・ホームヘルプにじの家

930円～1,200
円

交替制あり
(1)9時00分～16時00分
(2)9時30分～13時30分
(3)12時00分～16時00分
9時00分～17時00分の間
の2時間程度

特定非営利活動法人　虹の家

不問
池田町字利別西町３２番地１６

池田町

建設関係補助スタッフ ・宅建業の手伝い
・下宿管理業務補助
・設計の補助 900円～1,150

円

(1)9時00分～17時00分 株式会社　鳴海建設

64歳
以下池田町字旭町４丁目２２番地１

５

池田町

看護師 ・障害福祉サービスにおける健康管理
・障害福祉サービスにおける生活支援

1,350円～
1,350円

交替制あり
(1)8時00分～17時00分

社会福祉法人　北勝光生会

不問
陸別町字陸別原野基線３２１－
５

池田町

レストラン業務・施設
管理／パートタイム

＊レストランの調理、ホール等の補助
＊庭、芝、駐車場の管理・清掃 950円～1,050

円

交替制あり
10時00分～18時00分の間
の6時間以上

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

職　　種
就業時間 事業所名・所在地・就業場所



仕事の内容 賃　金 年　齢
求人番号

01041-  454021 就業場所 12

01041-  455721 就業場所 12

01041-  460921 就業場所 12

01041-  499221 就業場所 12

01041-  435921 就業場所 12

01041-  418621 就業場所 12

01041-  415521 就業場所 12

01041-  414221 就業場所 12

01041-  399721 就業場所 12

01041-  401921 就業場所 12

01041-  353921 就業場所 12

01041-  352621 就業場所 12

01041-  339021 就業場所 12

01041-  291121 就業場所 12

ワイン工場でのビン詰
めなどの作業

・ワイン工場ビン詰め作業
・ワイン工場内の清掃・洗濯
・ギフト向け商品のセット組み・包装 912円～912円

(1)8時50分～17時00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

ホール・調理補助ス
タッフ・店舗清掃／
パート

○ホールサービス（主に接客、配膳　等）
○調理補助（盛り付け、セッティング等の
補助業務）
○店舗清掃

900円～1,000
円

交替制あり
15時00分～22時00分の間
の3時間程度

居酒屋　寿楽の息子

不問
池田町字東１条３６－９

池田町

池田町役場

不問
池田町字西１条７丁目１１番地

池田町

レジ担当（月間９０時
間）

＊レジ業務～自動釣銭機能がついているの
で安心です。
＊また、経験を積んでサービスカウンター
業務にも取り組んでいただきます。

914円～914円

(1)17時00分～21時00分 イオン北海道株式会社　マック
スバリュ池田店 不問
池田町字利別南町１７番地２３

池田町

不問
池田町字大通１丁目７４番地

池田町

一般事務補助員 ○新型コロナウィルスワクチン接種業務受
付、誘導案内、接種済み証の発行、会場設
営等

1,047円～
1,047円

(1)8時45分～17時30分 池田町役場

不問
池田町字西１条７丁目１１番地

池田町

介護業務 ・掃除全般
・利用者の見守り
・レクレーションの参加　等 890円～950円

交替制あり
(1)9時15分～16時00分
7時15分～19時00分の間
の6時間程度

特定非営利活動法人　いけだケ
アセンター　グループホームの 64歳

以下
池田町字利別西町２１番６

池田町

ごみ収集処理 ◎池田町のごみ収集運搬処理に関する付帯
業務。 1,000円～

1,000円

交替制あり
(1)9時00分～12時00分
(2)13時00分～15時00分

いけだ清掃　株式会社

不問
池田町字清見２５８番地

池田町

歯科衛生士業務 ○歯科衛生士業務全般
1,300円～

1,300円

(1)9時00分～12時00分
(2)13時30分～17時30分
(3)17時00分～19時00分

ユタカ歯科
59歳
以下

池田町字利別西町１番地５
池田町

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

不問
池田町西２条１０丁目２－２０

池田町

生活支援員及び世話人 ○障害者グループホームで生活している
方々の暮らしを支えるための、食事提供及
び生活支援等に従事します。 930円～930円

変形（1ヶ月単位）
6時30分～18時30分の間
の5時間

社会福祉法人　北勝光生会

不問
陸別町字陸別原野基線３２１－
５

池田町

レストラン調理助手 ・２０２０年６月にリニューアルオープン
した、いけだワイン城内４Ｆのレストラン
ホール及び調理助手業務。

1,000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

清掃 池田小学校の清掃業務
トイレ清掃、流し台清掃
学校給食の配膳作業 890円～890円

(1)9時00分～16時30分 有限会社　池田ワイン美装

不問
池田町西１条６丁目２１番地

池田町

事務職員 牛の入牧、退牧に伴う移動時のデータ入
力、並べ替えなどをＰＣで行う作業。

900円～900円

交替制あり
9時00分～18時30分の間
の3時間程度

前田牧場

不問
池田町字青山３２６番地１

池田町

職　　種
就業時間 事業所名・所在地・就業場所

飲食店ホール ○池田町にある昭和４５年創業の老舗「ゆ
たか」にてホール業務を行っていただきま
す。

900円～1,200
円

交替制あり
9時30分～21時00分の間
の3時間程度

株式会社ゆたか

給食センター代替調理
員

○池田町学校給食センターでの調理、洗浄
業務

983円～983円

(1)8時00分～16時30分



仕事の内容 賃　金 年　齢
求人番号

01040- 7189221 就業場所 12

01041-   33920 就業場所 30

01041-   30020 就業場所 30

01041-   31320 就業場所 30

01041-   32220 就業場所 30

01041-   18420 就業場所 30

職　　種
就業時間 事業所名・所在地・就業場所

プールの監視員 プールの監視員
プール敷地内の建物内清掃 121,040円～

121,040円

交替制あり
(1)9時00分～18時00分

有限会社　池田ワイン美装

不問
池田町西１条６丁目２１番地

池田町

デリカ部門業務（池田
店）

デリカ部門の食品加工及び品出し

890円～890円

交替制あり
(1)8時00分～12時00分

株式会社　福原

不問
帯広市西２２条北１丁目１３番
地

池田町

ブドウの栽培管理作業 ブドウ畑でワイン用ブドウの栽培管理作業
等 199,900円～

199,900円

(1)8時00分～17時00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

建築作業員 ○資材の運搬（４ｔ者試用）
○現場の準備、片付
○軽土木作業、建築作業手元　等

240,000円～
312,000円

(1)7時30分～17時30分
7時30分～17時30分の間
の5時間程度

株式会社　鳴海建設

不問
池田町字旭町４丁目２２番地１
５ 池田町

建築作業員 新築住宅やリフォームなど大工工事
172,800円～

388,800円

(1)8時00分～18時00分 タナカ建設

不問
池田町字利別西町３７番地８

池田町

ブドウ栽培／パートタ
イム

●ワイン用ブドウの栽培、管理業務
93,420円～
103,800円

交替制あり
7時30分～17時00分の間
の6時間以上

株式会社　Ｆａｒ夢楽縁

不問
池田町字西１条７丁目６番地

池田町


