
募集要項① 食肉加工員（正社員）

仕事内容 道内から集荷した生豚について、以下のような食肉加工を行う業務に従事
していただきます。

◆と畜作業 　  ： 機械化されたと畜ラインで作業を行います
◆内臓肉処理 ： 内臓肉の洗浄、処理、加工、箱詰め作業を行います
◆部分肉処理 ： 脱骨、整形、包装、計量、梱包などの作業を行います
◆その他上記に付随する業務全般

募集条件（雇用形態） 正社員

勤務地 新冠町字西泊津

雇用期間 雇用期間の定めなし

採用予定人数 ５人

年齢 ４０歳以下　（長期勤続によるキャリア形成を図るため）

必要な免許・資格 不問

必要な経験等 不問

試用期間 試用期間 ： あり　３ヶ月間　（給与　月給160,000円）

就業時間 ① ８：３０～１７：３０
② ８：００～１７：００　　　※配属部署により①もしくは②

※時間外勤務　あり　月平均１０時間
※休憩時間　　６０分

休日 日、祝日、その他　（土曜日は年８日出勤日あり）

※夏季休暇　　　　※年末年始休暇
※年間休日数　１２０日

給与及び待遇 <給与>　　月給　162,000円～392,000円
<賞与>　　あり　前年度実績　年２回　計２ヶ月分
<諸手当> 家族手当　2,000円～
              住宅手当　6,000円～

※残業代別途全額支給
※試用期間中は上記手当の支給はありません。
※昇給・賞与は、今後の業績及び社員の能力適正に応じて支給します。
　（賞与は勤続１年以上の場合支給致します）

転勤 なし

加入保険等 雇用　労災　健康　厚生 ／退職金制度 ： あり （勤続１年以上）

求人に関する
特記事項

◆マイカー通勤 ： 可 （駐車場あり）
◆通勤手当 ： 実費支給 （上限あり　月額：24,400円）
◆通勤手段の無い方は送迎バスでの送迎が可能です。
　　　※運行に限りがありますのでお問い合わせください。
◆応募方法
ハローワーク紹介状、履歴書、職務経歴書を事業所あてに郵送ください。
書類到着後７日以内に面接等の連絡を書類で通知します。
採用時期は、本人と面談のうえ決定します。



募集要項② 設備管理（正社員）

仕事内容 工場内のと畜、食肉処理加工に使用している製造ライン、カットライン、包
装ライン等の各種機械設備の保守、メンテナンスや排水処理施設の管理
等に従事していただきます。

募集条件（雇用形態） 正社員

勤務地 新冠町字西泊津

雇用期間 雇用期間の定めなし

採用予定人数 １人

年齢 ４０歳以下　（長期勤続によるキャリア形成を図るため）

必要な免許・資格 不問

必要な経験等 不問
メンテナンス業務点検の経験あれば尚可

試用期間 試用期間 ： あり　３ヶ月間　（給与　月給160,000円）

就業時間 交代制 （シフト制）
（１）　８：３０～１７：３０　　（２）　８：００～１７：００　　（３）　７：３０～１６：３０

※時間外勤務　あり　月平均２０時間
※休憩時間　　６０分

休日 日、祝日、その他　（土曜日は年８日出勤日あり）

※夏季休暇　　　　※年末年始休暇
※年間休日数　１２０日

給与及び待遇 <給与>　　月給　162,000円～392,000円
<賞与>　　あり　前年度実績　年２回　計２．２ヶ月分
<諸手当> 家族手当　2,000円～
              住宅手当　6,000円～

※残業代別途全額支給
※試用期間中は上記手当の支給はありません。
※昇給・賞与は、今後の業績及び社員の能力適正に応じて支給します。
　（賞与は勤続１年以上の場合支給致します）

転勤 なし

加入保険等 雇用　労災　健康　厚生 ／退職金制度 ： あり （勤続１年以上）

求人に関する
特記事項

◆マイカー通勤 ： 可 （駐車場あり）
◆通勤手当 ： 実費支給 （上限あり　月額：24,400円）
◆通勤手段の無い方は送迎バスでの送迎が可能です。
　　　※運行に限りがありますのでお問い合わせください。

◆応募方法
ハローワーク紹介状、履歴書、職務経歴書を事業所あてに郵送ください。
書類到着後７日以内に面接等の連絡を書類で通知します。
採用時期は、本人と面談のうえ決定します。



募集要項③ パート（食肉加工員）

仕事内容 道内から集荷した生豚について、以下のような食肉加工を行う業務に従事
していただきます。

◆枝肉製造　  ： 機械化されたラインで腹・胸等の切開、内臓摘出、
                       背割など
◆内臓肉処理 ： 正肉分離、洗浄、移動入庫など
◆部分肉処理 ： 専門職により脱骨整形された部分用肉を、計量、梱包、
                       移動入庫など

※難しい仕事ではありません。丁寧に指導いたしますのでご安心ください。
※体力に自信のある方歓迎いたします。
※６０歳以上の方も活躍できる職場です。

募集条件（雇用形態） パート

勤務地 新冠町字西泊津

雇用期間 雇用期間の定め ： あり　（４ヶ月以上）　～令和４年３月３１日
更新の可能性 ： あり  （原則更新）

採用予定人数 ５人

年齢 不問

必要な免許・資格 不問

必要な経験等 不問

試用期間 試用期間 ： あり　３ヶ月間　（時給861円）

就業時間 ８：３０～１７：３０の間の６時間以上
週５日程度

※休憩時間　　６０分

休日 日、祝日、その他　（土曜日は年８日出勤日あり）

給与及び待遇 <給与>　　時給　900円～1,000円

≪月額目安≫　＠900～1,000円 × 6～7.5時間 × 21日
　　　　　　　　　　＝113,400～157,500円程度

　加入保険等 雇用　労災　健康　厚生

　求人に関する
特記事項

◆マイカー通勤 ： 可 （駐車場あり）
◆通勤手当 ： 実費支給 （上限あり　月額：24,400円）
　　　※片道２㎞以上の通勤者が対象です。
◆通勤手段の無い方は送迎バスでの送迎が可能です。
　　　※運行に限りがありますのでお問い合わせください。
◆応募方法
ハローワーク紹介状、履歴書、職務経歴書を事業所あてに郵送ください。
書類到着後７日以内に面接等の連絡を書類で通知します。
採用時期は、本人と面談のうえ決定します。



募集要項④ パート（食肉加工員）

仕事内容 道内から集荷した生豚について、以下のような食肉加工を行う業務に従事
していただきます。

◆枝肉製造　  ： 機械化されたラインで腹・胸等の切開、内臓摘出、
                       背割など
◆内臓肉処理 ： 正肉分離、洗浄、移動入庫など
◆部分肉処理 ： 専門職により脱骨整形された部分用肉を、計量、梱包、
                       移動入庫など

※難しい仕事ではありません。丁寧に指導いたしますのでご安心ください。
※体力に自信のある方歓迎いたします。
※６０歳以上の方も活躍できる職場です。

募集条件（雇用形態） パート

勤務地 新冠町字西泊津

雇用期間 雇用期間の定め ： あり　（４ヶ月以上）　～令和４年３月３１日
更新の可能性 ： あり  （原則更新）

採用予定人数 ５人

年齢 不問

必要な免許・資格 不問

必要な経験等 不問

試用期間 試用期間 ： あり　３ヶ月間　（時給861円）

就業時間 ① 　９：００～１３：００
② １３：００～１７：００　　　①②いずれかの就業時間を希望してください。
週５日程度

※休憩時間　　なし

休日 日、祝日、その他　（土曜日は年８日出勤日あり）

給与及び待遇 <給与>　　時給　900円～1,000円

≪月額目安≫　＠900～1,000円 × 4時間 × 21日
　　　　　　　　　　＝75,600～84,000円程度

　

加入保険等 雇用　労災　　　※雇用保険は加入要件を満たした場合該当となります。

　求人に関する
特記事項

◆マイカー通勤 ： 可 （駐車場あり）
◆通勤手当 ： 実費支給 （上限あり　月額：24,400円）
　　　※片道２㎞以上の通勤者が対象です。

◆応募方法
ハローワーク紹介状、履歴書、職務経歴書を事業所あてに郵送ください。
書類到着後７日以内に面接等の連絡を書類で通知します。
採用時期は、本人と面談のうえ決定します。



募集要項⑤ パート（製函作業員）

仕事内容 製函作業員としての作業全般に従事していただきます。

◆当社で加工した食肉加工品（ブロック肉）等を梱包する段ボールの
　 組み立てや受け入れ
◆段ボールの移動作業
◆その他、付随する業務

※難しい仕事ではありません。
※体力に自信のある方歓迎いたします。
※６０歳以上の方も活躍できる職場です。

募集条件（雇用形態） パート

勤務地 新冠町字西泊津

雇用期間 雇用期間の定め ： あり　（４ヶ月以上）　～令和４年３月３１日
更新の可能性 ： あり  （原則更新）

採用予定人数 ２人

年齢 不問

必要な免許・資格 不問

必要な経験等 不問

試用期間 試用期間 ： あり　３ヶ月間　（時給861円）

就業時間 ８：３０～１７：３０の間の６時間以上
週５日程度

※休憩時間　　６０分

休日 日、祝日、その他　（土曜日は年８日出勤日あり）

給与及び待遇 <給与>　　時給　861円～1,000円

≪月額目安≫　＠861～1,000円 × 6～7.5時間 × 21日
　　　　　　　　　　＝108,486～157,500円程度

加入保険等 雇用　労災　健康　厚生

　求人に関する
特記事項

◆マイカー通勤 ： 可 （駐車場あり）
◆通勤手当 ： 実費支給 （上限あり　月額：24,400円）
　　　※片道２㎞以上の通勤者が対象です。

◆応募方法
ハローワーク紹介状、履歴書、職務経歴書を事業所あてに郵送ください。
書類到着後７日以内に面接等の連絡を書類で通知します。
採用時期は、本人と面談のうえ決定します。



募集要項⑥ パート（清掃作業員）

仕事内容 清掃作業員として、センター施設内の清掃業務に従事していただきます。

◆施設内の清掃作業（処置室は除く）
◆更衣室、トイレ等の清掃作業
◆その他上記に付随する業務全般

※自力で通勤可能な方を希望します。

募集条件（雇用形態） パート

勤務地 新冠町字西泊津

雇用期間 雇用期間の定め ： あり　（４ヶ月以上）　～令和４年３月３１日
更新の可能性 ： あり  （原則更新）

採用予定人数 ３人

年齢 不問

必要な免許・資格 不問

必要な経験等 不問

試用期間 試用期間 ： あり　３ヶ月間　（時給861円）

就業時間 ８：００～１７：００の間の６時間以上
週５日程度

※１日６～７時間３０分の勤務
※短時間（４時間程度も可、応相談）

※休憩時間　　４５分

休日 日、祝日、その他　（土曜日は年８日出勤日あり）

※夏季休暇　　　　※年末年始休暇

給与及び待遇 <給与>　　時給　880円～1,000円

≪月額目安≫　＠880～1,000円 × 6～7.5時間 × 21日程度
　　　　　　　　　　＝110,880～157,500円程度

加入保険等 雇用　労災　健康　厚生

　求人に関する
特記事項

◆マイカー通勤 ： 可 （駐車場あり）
◆通勤手当 ： 実費支給 （上限あり　月額：24,400円）
　　　※片道２㎞以上の通勤者が対象です。

◆応募方法
ハローワーク紹介状、履歴書を事業所あてに郵送ください。
書類到着後７日以内に面接等の連絡を書類で通知します。
採用時期は、本人と面談のうえ決定します。



募集要項⑦ パート（清掃作業員）

仕事内容 清掃作業員として、食肉加工処理終了後の清掃作業に従事していただき
ます。

◆処理場内の清掃作業
◆各種器具備品類の清掃作業等
◆その他上記に付随する業務全般

※自力で通勤可能な方を希望します。

募集条件（雇用形態） パート

勤務地 新冠町字西泊津

雇用期間 雇用期間の定め ： あり　（４ヶ月以上）　～令和４年３月３１日
更新の可能性 ： あり  （原則更新）

採用予定人数 ３人

年齢 不問

必要な免許・資格 不問

必要な経験等 不問

試用期間 試用期間 ： あり　３ヶ月間　（労働条件は同条件）

就業時間 １７：００～２１：００の間の２時間程度
週５日程度

※休憩時間　　０分

休日 日、祝日、その他　（土曜日は年８日出勤日あり）

※夏季休暇　　　　※年末年始休暇

給与及び待遇 <給与>　　時給　900円～950円

≪月額目安≫　＠900～950円 × 2時間 × 21日程度
　　　　　　　　　　＝37,800～39,900円程度

加入保険等 労災

　求人に関する
特記事項

◆マイカー通勤 ： 可 （駐車場あり）
◆通勤手当 ： 実費支給 （上限あり　月額：24,400円）
　　　※片道２㎞以上の通勤者が対象です。

◆応募方法
ハローワーク紹介状、履歴書を事業所あてに郵送ください。
書類到着後７日以内に面接等の連絡を書類で通知します。
採用時期は、本人と面談のうえ決定します。


