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芦別市介護老人保健施設

芦別市が設置する芦別市介護老人保健施設の受託運営とすばる居宅介護支援事業

所の独自運営を行っています。利用者様・ご家族様が望まれる生活が過ごせるよう、

多職種協働で利用者様のケアを行っています。

事業所所在地 芦別市本町 14 番地 従業員数 60 人

業務

内容

主な職種 介護職

主な業務 身体介助等

具体的な

業務内容

食事介助、入浴介助、排泄介助等。寝具交換。レクリエーションの補助。

介護記録等の入力。

休暇

制度

週 休 １ヶ月単位の変形労働時間制

休暇日数 有給休暇年 10 日（入社６ヶ月経過後付与）

そ の 他 リフレッシュ休暇年２日など

各種手当制度 通勤手当（2km 以上より距離に応じで支給）

説明担当者から

参加者への

メッセージ

とてもやりがいのある仕事で、資格取得の支援制

度もあり、スキルアップを目指せます。皆様の参

加をお待ちしております。
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携帯の画面は「横」で

お楽しみください

社会福祉法人 芦別慈恵園

法人理念「和顔愛語」を大切に、お客様（介護が必要な高齢者）が笑顔で自分らし
わ が ん あ い ご

く日常生活を送れるよう介護・福祉サービスや介護予防教室を行っています。たく

さんの笑顔と出会い「ありがとう」の言葉からやりがいを感じる職場です。

事業所所在地 芦別市旭町 28 番地 従業員数 123 人

業務

内容

主な職種 介護職員、調理員

主な業務 介護職員：日常生活のサポート 調理員：体調に合わせた食事作り

具体的な

業務内容

介護職員：お元気に生活をして頂けるよう、一人ひとりのお身体に合わせ着替

え、食事、排泄、移動、行事、レク参加等の支援を行います。

調 理 員：朝食、昼食、夕食準備、食器洗い、食材の切り込み等の下準備

休暇

制度

週 休 週休 2日、シフト制

休暇日数 初年度採用 3か月後に 10日付与

そ の 他 社保完備、退職金制度あり、福利厚生が充実

各種手当制度 資格手当、住宅手当、通勤手当、寒冷地手当等

説明担当者から

参加者への

メッセージ

QR コードからホームページをご覧ください。

慈恵園シアターには、YouTube 動画投稿多数！

職員の表情、慈恵園の雰囲気を感じて下さいね！
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社会福祉法人 愛和福祉会 星の広場・きらり

愛和福祉会は、「子どもも高齢者も障がいを持つ者もすべて平等であり、個人の尊厳を認め合い

共に生きる豊かな社会をめざします。」という理念のもと事業を展開しております。障がいを持っ

た方々が、地域で働きながら生活し、その人らしく生きていくための支援を行ないます。

事業所所在地 芦別市北 5条西 2丁目 8番地 ほか 従業員数 56人

業務

内容

主な職種 生活支援員・職業指導員・世話人

主な業務 障がい者の介助、就労の支援

具体的な

業務内容

星の広場では、知的障がい者の就労の場として、市内企業等の下請けの仕事を受注し、利用者

の就労に向けた作業支援の業務を行ないます。きらりは、グループホームで地域生活する利

用者の相談、外出・通院の同行、金銭管理など生活全般のお手伝いをする業務です。

休暇

制度

週 休 勤務表により、月 9日間休暇

休暇日数 6か月経過後の年次有給休暇日数 10日間

そ の 他 年次有給休暇日数、上記後、1年経過ごとに 2日間加算

各種手当制度 住宅手当、通勤手当、宿直手当（きらりのみ）など

説明担当者から

参加者への

メッセージ

障がいを持った方の活動や生活については、余り知

られていない所です。当事業所の活動を知っていた

だき、少しでも興味を持ってもらえたら幸いです。
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北日本精機株式会社

北日本精機は芦別市に拠点を置く北海道唯一のベアリングメーカーです。北日本精

機の生み出す「EZO」ベアリングは、世界最高水準の品質と高い信頼性を誇り販売先

は世界30カ国以上に広がっています。

事業所所在地 芦別市上芦別町 26番地 23 従業員数 594 人

業務

内容

主な職種 製造オペレーター、組立・検査スタッフ

主な業務 製造工程各ラインの機械操作、検査など

具体的な

業務内容

ベアリング製造工程の旋削・熱処理・研磨・組立の各ラインの機械操作、組立工

程の検査作業などを行います。

休暇

制度

週 休 週休二日制（‘21 年度は土曜日稼働 2日間のみ）

休暇日数 年 20日（入社 6ヵ月経過後 10 日付与）

そ の 他 ゴールデンウイーク、お盆、年末年始の休暇あり

各種手当制度 住宅手当、通勤手当等あり

説明担当者から

参加者への

メッセージ

高精度・高品質のベアリングづくりにやりがいと

面白さを感じることができます。ものづくりにご

興味ある方の参加を待っています！
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北日本大旺株式会社

当社で製造している鋼球は自動車、自転車の他に日常生活の中でも色々なところに

使用されています。中でもシャンプーやボディーソープ、消毒液用ポンプは国内ト

ップシェアを誇っており、世界で競争できる製品づくりを追求しています。

事業所所在地 芦別市上芦別町 118 番地 127 従業員数 44 人

業務

内容

主な職種 製造機械操作スタッフ

主な業務 鋼球を製造する機械及び電気機械の操作・管理

具体的な

業務内容

鋼球を製造する工場において、鋼球を製造する機械及び電気機械の操作・管理を

する仕事です。 （当社に在籍している大半のスタッフが未経験からのスタート

ですが、現在主力として活躍しています。）

休暇

制度

週 休 日曜日他 会社ｶﾚﾝﾀﾞｰによる（月平均 9.75 日）

休暇日数 入社後 6ヶ月後、10 日付与

そ の 他 昨年実績：お盆休暇 5日、年末年始休暇 9日

各種手当制度 住宅手当・技能手当・その他該当者支給手当

説明担当者から

参加者への

メッセージ

ものづくりに興味のある方、大歓迎です。参加さ

れた方には詳細の説明や質問にもお答えできる

ので、皆さんの参加をお待ちしています。
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株式会社 ソラチ

ソラチジンギスカンのたれ♪でお馴染みの、豚丼やしゃぶしゃぶ、焼肉やスープカ

レーなど、様々なたれやスープの素などを製造・販売しております。「十勝豚丼いっ

ぴん」「札幌蕎麦き凛」も経営しています。

事業所所在地 芦別市北 7条西 4丁目 4番地 従業員数 48 人

業務

内容

主な職種 製造職

主な業務 製造部門、倉庫管理、品質管理

具体的な

業務内容

たれ等の製造工場内で、製造ラインの各種作業。

原材料の計量、仕込み、作業ラインでの部品交換、調整、印字機等の状態チェッ

ク。※詳しい作業工程をＨＰにて紹介しています。「ソラチ工場見学」で検索！

休暇

制度

週 休 土日祝日（月/1回土曜日稼働あり）

休暇日数 110 日

そ の 他 お盆休暇 2日、年末年始休暇 4日

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

製造の仕事はスキルアップを実感しやすく、やり

がいを感じます。20 代の若い社員が活躍してい

る職場で先輩たちは親切に教えてくれます。


