自然豊かなまちで、
「あなたの個性」を輝かせる仕事に挑戦してみませんか？

池田町内求人情報 令和 3 年 4 月号
（※ハローワークに下記含む求人と詳細が掲載されています）（4 月 9 日更新）
職種

①介護員

②介護職
（訪問）

内容

高齢者の介護

利用者宅等へ訪問し、調理や掃除、
洗濯等の家事支援、身体介助他

③介護職
通所介護施設内での利用者への食事
（デイサービス） 介助や入浴介助、トイレ介助他
④歯科衛生士

歯科診療補助、歯科検診補助
歯磨き指導、歯石除去

眼鏡枠フレームの組立
⑤眼鏡枠の製
組立に関わる作業
造
検品

⑥磁石の加工

工作機械で磁石材料の研削加工業
務、設備のソフト変更や生産管理を行
う場合有り（池田工場）

⑦現業職

編み機の操作、作業補助
（ニューニット）

⑧郵便物の配 バイク（自動二輪、原付）又は軽四輪
での郵便物の配達業務（池田郵便局）
達（バイク等）
⑨レジ担当

レジ応対および接客、販売
（池田稲荷店）

雇用形態/賃金
【正社員】
150,400 円／月～
賞与、各種手当、社保完備
【パート】
時給 830 円～、各種手当
【パート】
時給 1,100～1,300 円
各種手当、賞与
【パート】
時給 830～900 円
各種手当、賞与
【パート】
時給 1,100 円～
衛生士手当 10,000 円
【正社員】
150,000～230,000 円／月
賞与、通勤手当、社保完備
【正社員】
150,000～320,000 円／月
賞与、各種手当、社保完備
【正社員】
160,000～200,000 円／月
賞与、各種手当、社保完備
【パート】
時給 930～1,490 円
【パート】
時給 830 円、
16 時以降＋50 円

対象となる方・資格等
60 歳まで
70 歳まで
※有資格の方優遇
介護職員初任者研修修了者、又は、
ホームヘルパー2 級
3 名、正職員登用制度有

労働条件等
シフト制（夜間勤務有）
シフト制（夜間勤務有）

問合せ先
池田町
幸寿苑
44-6110

【就業時間】8:30～17:30 の間の
4 時間以上、週 3 日～週 5 日
【休日】シフトに応じて土か日
【就業時間】8:00～17:00（早番）
8:30～17:30（遅番）
週 3 日～週 5 日、【休日】土日

池田町社会
福祉協議会
44-7750

経験者の方

【就業時間】8:30～18:30
【休日】木午後、日祝

やまざき
歯科
44-6534

眼鏡製造経験者優遇
パート希望の方応相談

【就業時間】8:00～16:45
【休日】日祝他

倉内眼鏡㈱
44-6666

設備のソフト変更や生産管理業務の経
験あれば尚可
基本的なワード・エクセル操作

【就業時間】①8：00～17:10
②17:00～1:25③0:00～8:30
生産量・納期時期により夜勤有
【休日】日祝他、年末年始

59 歳以下、UIJ ターン者歓迎
試用期間１か月（同条件）

【就業時間】8:00～16:45
【休日】日祝他

面接時過去 5 年間の「運転記録」確認

【就業時間】9:00～15:45
又はその間の 4 時間程度

高卒以上

【就業時間】17:00～21:00
週 3 日程度

信武磁工
株式会社
池田工場
44-6632
井上リボン
工業㈱
43-0810
武生郵便局
22-0107
ゲンキー㈱
0120-314440
一般財団
法人
池田屋
44-7755

3 名、正職員登用制度有

「渓流温泉冠荘」での部屋掃除・給仕

【パート】時給 830 円～

勤務時間・勤務日数応相談

【就業時間】1）8:00～12:30
2）18:00～22:00

「そばの郷池田屋」での配膳

【パート】時給 830 円～

勤務時間・勤務日数応相談

【就業時間】9:00～16:00

⑩配膳

【正社員以外】
⑪野菜の生産 露地やハウスで園芸作物の生産、播
137,700～145,800 円／月
種、苗づくり、生育管理、収穫、出荷
管理
通勤手当、社保完備
アンテナショップ「こっぽい屋」に併設 【正社員以外】
⑫調理員・店
する厨房で池田町内産の農産物を材 147,900～174,000 円／月
舗スタッフ
料に惣菜製造
通勤手当、社保完備
日本最大級の冒険の森「ツリーピクニ 【正社員】
⑬TPA 運営ス
ックアドベンチャーいけだ（TPA）」のイ 180,000～250,000 円／月
タッフ
ンストラクター業務
賞与、通勤手当、社保完備
日本最大級の冒険の森「ツリーピクニ 【正社員】
⑭フロント受付
ックアドベンチャーいけだ（TPA）」のフ 190,000～230,000 円／月
スタッフ
ロント業務
賞与、通勤手当、社保完備
日本最大級の冒険の森「ツリーピクニ 【正社員】
⑮カフェ運営
ックアドベンチャーいけだ」内のカフェ 180,000～230,000 円／月
スタッフ
にて調理・接客業務、メニュー開発
賞与、通勤手当、社保完備
池田町の「まちの駅こってコテいけだ」 【正社員】
で将来の店長候補として店舗運営全 180,000～250,000 円／月
⑯店長候補
般業務
賞与、通勤手当、社保完備
【正社員以外】
公共工事積算・現場監督業務
206,000～285,800 円／月
⑰土木技師
賞与、通勤手当、社保完備
【正社員以外】
⑱看護師
診療所での医療業務等
176,700～248,400 円／月
賞与、通勤手当、社保完備
【正社員以外】
⑲ 看 護 師 ま た こども園での医療的ケア児の受入れ
176,700～248,400 円／月
は准看護師
対応、園全体の衛生管理等
賞与、通勤手当、社保完備
公有財産管理（維持管理、台帳更
【正社員以外】
⑳一般事務
新）、環境向上事業（食Ｕターン、リサ 150,600～205,000 円／月
イクル）、地方創生戦略業務補助
賞与、通勤手当、社保完備

年度契約（更新あり）
59 歳まで
正社員への登用あり

【就業時間】8:30～17:30
【休日】土日祝、年末年始

年度契約（更新あり）
65 歳まで

【就業時間】①6:00～14:45
②8:15～17:00③11:30～20：15
【休日】週休二日（シフト制）

39 歳まで（長期勤続によるキャリア形成
を図るため）、未経験者歓迎、子どもと
のふれあいや自然教育に興味のある方

【就業時間】8:30～17:30
【休日】週休二日（火他）

59 歳まで、UIJ ターン歓迎

【就業時間】8:30～17:30
【休日】週休二日（火他）

59 歳まで、UIJ ターン歓迎、令和 3 年 3
月採用予定
アルバイト・パートでの応募も可

【就業時間】8:30～17:30
【休日】週休二日（火他）

39 歳まで（長期勤続によるキャリア形成
を図るため）

【就業時間】①7:00～16:00
②8:00～17:00③10:00～19：00
【休日】週休二日（火他）

一般財団
法人
池田町
農業公社
44-7731

㈱まち UP
いけだ
44-8040

土木施工管理等経験、土木施工管理
技士資格あれば尚可、2 名
看護師、准看護師の資格を有する人、1
名
看護師、准看護師いずれかの資格を有
する人、1 名
パソコンの標準作業ができる者、1 名

【注意事項】
この情報は更新時点の内容のため、採用がすでに決まっている場合や変更がある場合もございますがご了承ください。
【基本的資格】
原則すべての業務に、普通自動車運転免許が必要となります。
【契約条件詳細】
各募集の詳細については、各人事担当者までお問い合わせください。電話の市外局番は特に記載なければすべて 0778 です。
【地域おこし協力隊】 都市地域から過疎地域等の条件不利地域に住民票を移動できる方（町営住宅等を無料で貸与、水道光熱費も町負担）
【ハローワーク】
こちらの求人は、一部となっています。最新情報・その他についてはハローワークホームページもご参照ください。
◎この求人全般に関するお問い合わせは 池田町役場 いけだ暮 LASSEL 電話 0778-44-6888 までお願いします。

【就業時間】原則 8:30～17:15
【休日】土日祝日、年末年始
【契約期間】3 月末までの会計
年度任用職員（更新あり）

池田町役場
総務財政課
44-8003

