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株式会社 いたがき

伝統的な「タンニンなめし」の革にこだわり自社で製造から販売まで手掛けていま

す。社員育成に力を入れており、メンター制度も行っております。

事業所所在地 赤平市幌岡町 113 番地 従業員数 95 人

業務

内容

主な職種 製造職

主な業務 皮革の裁断、製品組み立て

具体的な

業務内容

裁断課は製品の革パーツを切ったり、内装地の合皮等製品材料を用意します。縫

製課はパーツにのり付け、貼り、ステッチ等をして製品を組み立てていきます。

休暇

制度

週 休 土・日完全週休二日制

休暇日数 採用初年度年 10 日、勤務年数により最高 20 日

そ の 他 年末年始・夏季・GW、特別休暇あり

各種手当制度 通勤手当

説明担当者から

参加者への

メッセージ

経験、知識等なくても 1から懇切丁寧にお教え致

しますので、どなたでも習得できます。若い方も

大活躍できるチャンスがあります。

ミーティングID Pass
QRコード

社会福祉法人 赤平友愛会

赤平市内にて特別養護老人ホーム3施設と、デイサービスセンターを運営しており

ます。“終の棲家”と言われる特養にあって、利用者の皆様に安心・快適な環境の中

で、まるで自宅にいるようなくつろいだ生活の提供を心掛けています。

事業所所在地 赤平市幌岡町 47番地 従業員数 110 名

業務

内容

主な職種 介護職

主な業務 特別養護老人ホームにおける利用者の介護・介助業務

具体的な

業務内容

・身体介護（移乗、移動、整容、着替え介助等）

・生活介助（食事介助、入浴介助、排泄介助）

・レクの企画・実施、パソコンを使った記録入力、委員会活動等

休暇

制度

週 休 勤務表による（4週 8休）

休暇日数 有休入職後即日付与（4月入職は 10日付与）

そ の 他 慶弔休暇

各種手当制度 扶養手当、住宅手当、寒冷地手当、交通費等

説明担当者から

参加者への

メッセージ

「人の役に立ちたい」、「人と接するのが好き」と

いう思いのある方なら、どなたでも大歓迎です。

資格取得のためのバックアップもいたします。
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QRコード無し

岡田水産北海道株式会社

母体が山口県にあり、昭和63年赤平市の企業誘致により北海道へ進出。世界の海か

ら、日本の海から魚を集め、各種加工。日本全国の食を支えることを目指していま

す。

事業所所在地 赤平市共和町 199 番地 12 従業員数 79人

業務

内容

主な職種 製造員

主な業務 工場内において水産加工製造

具体的な

業務内容

魚の処理加工、乾燥等の作業・包装、梱包する作業。その他、付随する作業とな

ります。

休暇

制度

週 休 日・祝日、他会社カレンダーによる休み

休暇日数 採用 6か月後年 10日

そ の 他 お盆休み 3日、年末年始 6日

各種手当制度 通勤手当あり、無料送迎バスあり

説明担当者から

参加者への

メッセージ

高まる安心安全を追い風に、日々生産活動をして

います。毎日の食卓に上がる身近な製品作りに興

味のある方大歓迎です。参加お待ちしています。

ミーティングID Pass

赤平製紙株式会社

当社は、家庭用衛生紙でトップブランドである大王製紙「エリエール」の

ティシュー、トイレットペ－パーなどを生産し、北海道から北関東まで製品を

供給しています。

事業所所在地 北海道赤平市共和町 199 番地 5 従業員数 88 人

業務

内容

主な職種 製造オペレーター

主な業務 ﾃｨｼｭｰ・ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟ-ﾊﾟｰの原反製造並びに加工

具体的な

業務内容

・ﾃｨｼｭｰ、ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰを製造する機器の運転、停止操作及び保守点検

・製品の品質、規格の確認作業

・ﾊﾟｿｺﾝによる日報作成（専用ﾌｫｰﾑへの入力）

休暇

制度

週 休 当社出勤表による休日（106 日/年）

休暇日数 入社 3ヶ月経過後 10 日付与 最大 20日付与

そ の 他 ・慶弔休暇 ・産休、育休制度 ・特別休

各種手当制度 深夜・夜食・住宅・家族・通勤・寒冷地 手当

説明担当者から

参加者への

メッセージ

皆さんが普段から使用しているﾃｨｼｭｰやﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰ

ﾊﾟｰがどのように作られているのか、少しでも興

味がありましたら是非ご参加ください。
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社会医療法人 博友会

社会医療法人博友会は、昭和28年に赤平市平岸の無医村化を解消し地域医療の充実

を目的に当時の有志によって平岸診療所として誕生し、昭和43年に法人化されまし

た。現在は病院やクリニック等、6つの事業所を運営しています。

事業所所在地 赤平市平岸新光町 2丁目 1番地 従業員数 500 人

業務

内容

主な職種 医師、看護師、薬剤師、放射線技師、検査技師、作業療法士、理学療法士など

主な業務 病院やクリニック、介護老人保健施設や共同生活支援施設の運営

具体的な

業務内容

医療機関として患者様の診察、検査等、社会復帰を目指し療養生活のサポートを

行います。介護老人保健施設では、入所者様やリハビリに通われる方の在宅復

帰・在宅生活の維持のための日常生活のサポート等を行っています。

休暇

制度

週 休 週休二日制 写真

休暇日数 年間休日：123 日

そ の 他 有給休暇年 10～20 日(入社 3ヶ月経過後 10 日)

各種手当制度 住宅手当、通勤手当、暖房手当、家族手当など

説明担当者から

参加者への

メッセージ

参加して頂いた方の将来のためになるような当

法人の良いところをたくさんお話させて頂きま

す。

ミーティングID Pass QRコード

社会福祉法人 北海道光生舎

北海道光生舎は赤平市を拠点に歌志内市、芦別市、札幌市に26の拠点を持つ全道最

大規模の社会福祉法人です。施設とクリーニングの二つの顔を持ち、利用者さんへ

働く喜び、安心した生活を提供できるように日々活動しています。

事業所所在地 北海道赤平市錦町 2丁目 6番地 従業員数 833 人

業務

内容

主な職種 介護員

主な業務 施設（高齢・障害）利用者の介護業務全般

具体的な

業務内容

食事・着替え・入浴・排泄等の身体介助のほか、施設内で行うレクリエーション

の企画や準備の他、業務日誌の作成や利用者さんが使用する生活用品の発注等

の業務も行います。

休暇

制度

週 休 2日（シフトによる）、年間 108 日

写真休暇日数 入社 6ヶ月後 10日

そ の 他 特別休暇あり

各種手当制度 通勤手当、燃料手当等あり

説明担当者から

参加者への

メッセージ

資格がなくても問題ありません！福祉やクリー

ニングに興味がある方は是非一度お話を聞きに

来てください！お待ちしております！



ミーティングID Pass

環境開発 株式会社 のぞみの里

のぞみの里は、現在高齢化社会が加速する中にあって、地域の方々のニーズに合わせ、

民間企業において運営可能な介護事業への本格的な進出を検討し西出興業創業７０周

年記念事業として平成１５年８月に開始した事業です。

事業所所在地 北海道赤平市宮下町 3丁目 1番地 従業員数 50 人

業務

内容

主な職種 介護職

主な業務 入居者さんの共同生活のサポートや、認知症の進行緩和や自立支援

具体的な

業務内容

料理や掃除、洗濯などの身の回りのお世話から、必要であれば入浴、排せつ、

食事介助などのサポートを行っていきます。

休暇

制度

週 休 週休 2日制（勤務表による）

休暇日数 採用初年度 6ヶ月経過後 10 日、1 年毎に日数増加

そ の 他 夏休み 3日、冬休み 3日、特別休暇あり

各種手当制度 通勤手当、介護手当、夜勤手当、暖房手当等。

説明担当者から

参加者への

メッセージ

高齢化社会が進んでいく中、特にこの地域には

皆さんのような若い人たちの力が必要です！

ミーティングID Pass

植村設設株式会社

安全と安心、豊かな生活環境を作る。これが我々の形に出来る「人への想い」です。

そして、その過程のなかで成長させていただいていることを感謝しさらに形として

地域に、人に貢献できるよう努力してまいります。

事業所所在地 赤平市東文京町 1丁目 1番地 従業員数 111 人

業務

内容

主な職種 建設業

主な業務 舗装工事、河川工事、農業土木

具体的な

業務内容

工事現場における現場監督、測量作業、舗装工事等の現場監督の下で、二級土木

施工管理技士等の各種資格を目指して業務に従事します。

休暇

制度

週 休 週休二日制

休暇日数 128 日

そ の 他 ゴールデンウィーク、お盆、年末年始あり

各種手当制度 通勤手当(現物支給)

説明担当者から

参加者への

メッセージ

新３Kに取り組み等、社内改善に努めていて、自

身の努力を評価してくれる会社です。当社への参

加をお待ちしております。


