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株式会社 共成レンテム 滝川営業所

工事現場で使用される重機やトラックなどの建設機械をレンタルしている会社で

す。その他、建設機械の修理や販売も行っています。

事業所所在地 北海道滝川市北滝の川 1238 番地 1 従業員数 14 人

業務

内容

主な職種 滝川営業所 工務職

主な業務 建設現場等で使用される機械及び備品の簡単な整備及びメンテナンス

具体的な

業務内容

・機械の貸し出し、受入れ

・返却された機械の点検、メンテナンス、洗車、工場内の清掃等

（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。）

休暇

制度

週 休 土日祝(土祝は出勤の可能性有)

休暇日数 年間休日 115 日

そ の 他 GW、お盆休み、年末年始

各種手当制度 残業手当、通勤手当、各種社会保険

説明担当者から

参加者への

メッセージ

当社は自分らしく伸び伸びと成長する環境があ

ります。是非当社でお客様に喜んでもらえる仕事

を一緒にしましょう！
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シオジリプラス株式会社

「美と健康と環境に寄与する」ことを目指した企業です。店内に様々な特設ブース

を設け、眼鏡業界に新たな旋風を巻き起こしています！また、平均年齢も若くアッ

トホームな職場の中、医学的な要素とファッションを学べる良い環境があります。

事業所所在地 滝川市東町 7丁目 202 番地 20 従業員数 32 人

業務

内容

主な職種 メガネショップスタッフ

主な業務 メガネ・サングラスの接客販売

具体的な

業務内容

ご来店されたお客様に、メガネやサングラスのコーディネート、検眼や加工、調

整などを行って頂きます。

休暇

制度

週 休 月7日（シフト制による）

休暇日数 （有給）採用初年度年10日、その後最大20日付与

その他 教育訓練休暇等あり

各種手当制度 皆勤・通勤・住宅・家族・技術・役職・資格

説明担当者から

参加者への

メッセージ

ファッションに興味ある方、手に職を付けたい

方、大歓迎です！教育が充実していますので、新

卒や未経験の方でも安心してご参加下さい！
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不二建設株式会社

道路を使う人にとっては、道路があるのは「あたりまえ」です。わたしたちはその

「あたりまえ」を、80年以上造り続けてきました。「あたりまえ」を誇れる会社。そ

れがわたしたち不二建設です。

事業所所在地 滝川市西滝川 232 番地 1 従業員数 80 人

業務

内容

主な職種 土木技術職

主な業務 土木・舗装工事現場施工管理

具体的な

業務内容

公共工事を中心とした土木・舗装工事現場の施工管理業務をお任せします。入社

後は施工管理補助として安全管理・品質管理・工程管理・原価管理・書類作成等

をひとつひとつ覚えていただきます。

休暇

制度

週 休 二日制（会社年間カレンダーによる）

写真休暇日数 年間 110 日

そ の 他 有給休暇 10～20 日

各種手当制度 各種保険完備

説明担当者から

参加者への

メッセージ

知識がなくても心配いりません。毎日が新たな発

見の連続なので、新鮮な気持ちで仕事ができま

す。
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株式会社 神部組

神部組は皆さんの生活に結び付く土木工事を行っています。

道路や橋など日常生活の中で「あって当たり前」の生活基盤をつくっています。

事業所所在地 滝川市新町 3丁目 9番 33 号 従業員数 30 人

業務

内容

主な職種 土木技術職員

主な業務 工事現場監督（施工管理）の補助

具体的な

業務内容

道路・河川・農業土木など公共工事を中心とした土木工事において安全・品質・

工程など工事に関する施工管理を行います。

休暇

制度

週 休 第 2･4 土曜、日曜、祝日（他会社ｶﾚﾝﾀﾞｰによる）

休暇日数 入社 6ヶ月経過後年次有給休暇日数 15日

そ の 他 お盆・年末年始

各種手当制度 住宅・職制・資格・燃料・通勤（規定による）

説明担当者から

参加者への

メッセージ

道路や橋・防災施設など、人が生活するために必

要な「大きなモノづくり」が土木建設業の醍醐味

です。ぜひ会社説明を聞きにきてください！！
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株式会社 田端本堂カンパニー

1914年以来、地域と共に成長を続ける建設会社です。地元トップクラスの受注規模

を維持し、これまでに培った経験と知識を次世代技術者に丁寧に伝えています。

ＩＴ化などが進むこれからの建設業を若いチカラと共に切り開いてまいります。

事業所所在地 滝川市東町 1丁目 38 番地 16 従業員数 77 人

業務

内容

主な職種 技術職（建築及び土木施工管理）

主な業務 建築（公共建物・戸建住宅）・土木（河川改修・農業土木等）各現場の施工管理

具体的な

業務内容

施工管理業務（工程管理、現場の品質・安全・衛生管理、原価管理・報告書等の

作成）の他、施主様や発注者との調整

休暇

制度

週 休 日曜日他会社指定日（年末年始、お盆、ＧＷ他）

休暇日数 年間 105 日（ほか有給休暇）

そ の 他 産休・育休・介護休暇並びに時短制度

各種手当制度 扶養、現場、役職、暖房、出張ほか入社奨励金

説明担当者から

参加者への

メッセージ

建築や河川改修・農業土木に限らず、自分が手掛

けた仕事をカタチに残すことができます。我々の

仕事が SDGs のあらゆる局面に関与しています。
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株式会社 エー・エル・ピー

「繋がりを大切にする企業」をテーマに北海道を盛り上げていくため、新しいシス

テムの開発に取り組んでいます。お客様に、もっと使いやすく喜んでもらうための

サポート業務を担う、重要な役割をするメンバーの一員になってみませんか？

事業所所在地 滝川市流通団地 2丁目 1番 42 号 従業員数 65 人

業務

内容

主な職種 ヘルプデスク

主な業務 ゴルフ場システムなどのインストラクター及びソフトの保守業務

具体的な

業務内容

電話によるソフトサポート業務を行います。当社システムの動作テストや、パソ

コンでの入力作業等を実施し、お客様先へ導入説明に伺う事もあります。先輩社

員が親身に教えてくれるのでパソコンに詳しくなくても問題ありません。

休暇

制度

週 休 土日祝他（勤務表によるシフト制）

休暇日数 126 日

そ の 他 夏季休暇、年末年始休暇あり

各種手当制度 資格取得支援、時短勤務、産休・育休実績あり

説明担当者から

参加者への

メッセージ

平均年齢 30 歳程度の若い社員が多い会社です！

IT 系では珍しく滝川に本社を構え、ゴルフシス

テムをメインに事業拡大中。気軽に参加下さい♪
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社会福祉法人 滝川ほほえみ会

滝川ほほえみ会は、障害のある方の日中活動やグループホームなど地域生活の支

援を行っている福祉事業所です。個性豊かな利用者さんが、日々楽しくにぎやか

に活動し、滝川市を優しさあふれる共生社会のまちにしたいと活動しています。

事業所所在地 滝川市滝の川町西 5丁目 4番 28 号 従業員数 57 人

業務

内容

主な職種 作業支援員・生活支援員

主な業務 通所される利用者さんへの作業面及び生活面の支援を行います。

具体的な

業務内容

利用者さんと共に作業し、安全面の配慮等作業環境を整えたり、声がけしたりし

ます。また相談、話し相手、見守り、散歩、トイレ介助など生活を豊かにするた

めの支援を行います。余暇活動（カラオケ・ドライブ等）の支援も行います。

休暇

制度

週 休 週休二日制（土日祝）行事の場合は振替

休暇日数 採用時 10日、6年以上 20 日

そ の 他 夏季休暇 3日、年末年始、介護・子看護休暇他

各種手当制度 賞与 4.2 ケ月、通勤手当、住居手当等各種他

説明担当者から

参加者への

メッセージ

弱者に寄り添い、共に活動し、共に楽しみ、共に

生活するとてもやりがいがある笑顔あふれる職

場です。ぜひ共に働きませんか？待ってます。
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道央建鉄株式会社

国内（主に東日本エリア）を中心に鋼材を加工溶接して出来上がった製品を

各地へ届けています。

事業所所在地 滝川市幸町 3丁目 3番 16 号 従業員数 31 人

業務

内容

主な職種 溶接工 / 事務職（ＣＡＤ）

主な業務 鋼材溶接加工 / ＣＡＤ設計・工程管理

具体的な

業務内容

溶接工 ⇨ 鋼材を切断したり溶接したりと様々な形の製品を作ります。

事務職（ＣＡＤ）⇨ 鋼材を色々な形状にパソコンを使用して図面を作成します。

休暇

制度

週 休 土曜(隔週)、日曜・祝日、年間休日合計 100 日

休暇日数 採用時より有給 10日、以降年数により増加

そ の 他 特別休暇あり

各種手当制度 扶養手当、通勤手当あり

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、地元で働きたい方

是非とも参加して下さい！

お待ちしています！
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滝川歯科医院

地域の皆様が“いつも通っている歯医者さんで、必要があれば専門的な治療が受け

られる”、そんな“歯の総合病院”であり続け、お口を通じて笑顔のある健康をサポ

ートしています。

事業所所在地 滝川市明神町 1丁目 5番 35 号 従業員数 29 人

業務

内容

主な職種 歯科助手・歯科衛生士

主な業務 歯科医師、歯科衛生士の診療サポート、器具の滅菌・洗浄、患者誘導など

具体的な

業務内容

歯科医師、歯科衛生士の診療補助、診療器具準備、器具の滅菌・洗浄、患者誘導

がメインのお仕事です。患者様は痛み、不安があり来院されます。患者様との笑

顔でのコミュニケーションも重要なお仕事です。

休暇

制度

週 休 日・祝日＋平日 1日（シフト制）
写真

休暇日数 初年度半年経過で有給 10 日その後法定通り

そ の 他 夏季休暇、年末年始休暇

各種手当制度 皆勤手当・燃料手当（11 月～4月）・住宅手当・通勤手当

説明担当者から

参加者への

メッセージ

地域医療を支える医療に興味のある方歓迎です。

歯科衛生士免許取得も奨学金制度があり、働きな

がらキャリアアップを応援する職場です。
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学校法人 滝川学園 滝川幼稚園

未来をになう滝川の子ども達の人間形成の大事な『根っこ』を太く・深く・広く張

り巡らすことが出来るように『あそび』を通しての幼児教育を行います。

事業所所在地 滝川市栄町 2丁目 7番１３号 従業員数 20 人

業務

内容

主な職種 幼稚園教諭

主な業務 幼児教育に関する業務

具体的な

業務内容

遊びを通しての保育実践・立案等を行います。

環境を通して子ども達が学べる環境づくりを行います。

こども達と寄り添いながらきめ細やかな幼児教育をします。

休暇

制度

週 休 土・日

休暇日数 年末年始・お盆・初年度 10 日、その後年 20 日付与

そ の 他 休暇 5日

各種手当制度 通勤手当・担任手当・奨学金手当・住宅手当他

説明担当者から

参加者への

メッセージ

子ども達の為に情熱や向上心を持って幼児教育

に取り組んでいただける明るく元気な方大歓迎

です！笑顔の子ども達が待っています！
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イワタニセントラル北海道株式会社

東証一部上場の岩谷産業株式会社の北海道エリア地域子会社です。エネルギー関連

の幅広い商品の提供と、地域に根差したサービスをモットーにしております。

事業所所在地 滝川市、旭川市、富良野市、歌志内市 他 22 拠点 従業員数 256 人

業務

内容

主な職種 営業職

主な業務 既存顧客へのルート営業

具体的な

業務内容

ＬＰガスと灯油をご利用頂いているお客様（個人・法人）への提案営業・保安点

検・ガス設備の交換などをお願いします。ガス機器・石油機器や生活に必要なリ

フォーム商品など、様々な商品を提案するお仕事です。

休暇

制度

週 休 土曜・日曜※第 4・5土曜日は出社

休暇日数 106 日

そ の 他 年末年始・夏季休暇

各種手当制度 住宅手当、通勤手当、各種資格手当等あり

説明担当者から

参加者への

メッセージ

身近な生活に欠かせないガス・燃料などインフラ

に関わる安定したお仕事です。諸先輩の同行を通

して業務を覚えて頂きますのでご安心下さい。
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有限会社 やすらぎ グループホームコスモス

地域活動が盛んです。やすらぎまつりや地域カフェ（地域のお茶会）、地域の福祉事

業所や企業と合同で行なう地域食堂等、障がいがあっても認知症があっても誰もが

楽しむことができる居場所づくりを行なっております。

事業所所在地 滝川市屯田町西１丁目２番８号 従業員数 17 人

業務

内容

主な職種 介護職

主な業務 認知症の人が入居しているグループホームでの生活支援

具体的な

業務内容

・食事、入浴、排泄などの支援

・利用者様の食事の用意（調理業務）

・調理（利用者様と一緒に調理する場合もあります）

休暇

制度

週 休 4週 6休または 4週 8休の選択制

休暇日数 採用後 6ヵ月以降で有給休暇付与

そ の 他 誕生日特別休暇

各種手当制度 ・社会保険等完備・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

希望者は入社後 6 ヵ月目以降に当社が主催する

(やすらぎ福祉カレッジ）介護職員初任者研修を

無料で受講する制度あります。
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國學院大學北海道短期大学部

本学は、国文学科、総合教養学科、幼児・児童教育学科（幼児保育コース、児童教

育コース）があり、保育士・幼稚園教諭の資格等が取得できます。短大で知識や技

能を得て、次のステップへ。就職率が高い学校です！

所在地 滝川市文京町 3丁目 1番 1号 学生数 438 人

学科紹介

国文学科

総合教養学科（中学校教諭二種免許・英語、ビジネス実務士 等取得可能）

幼児・児童教育学科

幼児保育コース（保育士、幼稚園教諭二種免許 等取得可能）

児童教育コース

取得資格等

図書館司書、中学校教諭二種免許（国語・英語）、

保育士、幼稚園教諭、小学校教諭二種免許、ビジ

ネス実務士、情報処理士、レクリエーション・イ

ンストラクター、准学校心理士

説明担当者から

参加者への

メッセージ

保育士・幼稚園の先生や、小・中学校の先生の資

格、図書館司書の資格を取得しませんか？授業料

半額制度もあります。ぜひご参加ください。
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北興化学工業株式会社 北海道工場

「社会貢献」「環境」「技術」を経営のキーワードとし、食料の安定供給に寄与する

安心で安全な農薬製品および、産業活動を幅広く支えるファインケミカル製品を社

会に提供していくことを企業理念としています。

事業所所在地 北海道滝川市北滝の川 1470 番地 従業員数 50 人

業務

内容

主な職種 製造職 品質検査職 事務職

主な業務 農薬製造 製品検査 一般事務

具体的な

業務内容

入社時は、製造現場に配属され、農薬製造業務に従事します。その後は、個人の

適性等を考慮して、製品検査部署もしくは事務職に異動することもあります。

休暇

制度

週 休 週休二日制(土・日)

写真休暇日数 採用初年度年 10 日、以降最大年 20 日

そ の 他 祝日、会社の定める休日、年末年始、夏季休暇

各種手当制度 通勤手当等あり

説明担当者から

参加者への

メッセージ

最初は機械のことなど分からなくても、入社後の

教育・研修を通じ成長できます。元気に健康でハ

キハキと仕事に取り組める方を待っています！
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滝川市老人保健施設 ナイスケアすずかけ

病気やケガ・認知症等で自宅での生活が難しくなった方の生活をサポートし、明る

く家庭的な雰囲気の中でリハビリテーションを行いながら在宅復帰を目指す施設

です。

事業所所在地 滝川市江部乙町東 13丁目 1番 60 号 従業員数 73 人

業務

内容

主な職種 介護職

主な業務 介護が必要な方の支援

具体的な

業務内容

歩行付き添い・車椅子やベッドへの乗り移り介助・トイレ介助・おむつ交換

入浴介助・洗身洗髪介助・食事介助・各記録（日々の個人の状況をファイルに記

載）・行事の企画書・報告書の作成等

休暇

制度

週 休 シフト制勤務 週休 2日制

写真
休暇日数 年間 120 日・有給休暇：採用初年度 15日

そ の 他 夏期休暇 3日・看護介護休暇・特別休暇あり

各種手当制度 住宅手当・通勤手当・処遇改善手当

説明担当者から

参加者への

メッセージ

介護福祉士の資格がない方は、嘱託職員での採用

になりますが、実務経験 3年で介護福祉士の資格

取得後に正職員へのチャンスがあります。

ミーティングID Pass

滝川市特別養護老人ホーム 緑寿園

「緑豊かな自然環境の中で、一人ひとりの思いを大切にし、心地よい生活の場を築

いていきます」の理念のもと、安心・安全に配慮して生活している入園者が満足し、

毎日笑顔で活き活きと暮らせるよう、頑張っています！

事業所所在地 滝川市江部乙町東 12 丁目 13番 16 号 従業員数 171 人

業務

内容

主な職種 介護職

主な業務 日常生活の援助

具体的な

業務内容

生活されている入園者の状態に合わせて、食事・排泄・入浴介助・外出支援・

レクリエーション等の日常生活の援助を行います。

シフト制で、勤務も時間も様々です。夜勤もあります。

休暇

制度

週 休 シフト制で、土日、祝日分の休みあり

休暇日数 【職員】採用月による。翌年から 20日付与

そ の 他 夏季休暇 3日、特休休暇、正月休みあり

各種手当制度 住宅手当、通勤手当、資格手当、処遇改善手当

説明担当者から

参加者への

メッセージ

介護に興味がある方、未経験者でも大歓迎です！

資格取得の支援制度もありますので、是非お話し

しませんか。お待ちしてます！
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滝川市社会福祉事業団 保育所

十分に養護の行き届いた環境の中で、児童の健康と安全に配慮しながら日常生活に

必要な生活習慣および積極的な行動ができるよう、自主性や協調性を身につけた明

るく強い子どもに成長することをねらいとし保育しています。

事業所所在地 滝川市江部乙町東 12丁目 13番 16 号 従業員数 498 人

業務

内容

主な職種 保育

主な業務 保育業務（食事・排泄・睡眠・保育活動などの援助）

具体的な

業務内容

乳児・幼児クラスの年齢や発達に応じた食事・排泄・睡眠・などの援助、

各行事や保育活動・戸外遊び・制作活動などの援助

後片付けや、その他保育に付随する雑務

休暇

制度

週 休 週休二日制

休暇日数 採用初年度年 10日、その後年 20日付与

そ の 他 夏休み 3日 、特別休暇あり

各種手当制度 住宅手当、通勤手当、処遇改善費約 36,000 円等

説明担当者から

参加者への

メッセージ

子どもの成長を援助するやりがいのある仕事で

す。子どもが大好きで、元気な方の参加をお待ち

しています。


