
業　種 実習内容 企　業　名 受付期間

運送業 配送助手 広野運輸株式会社 年度内

運送業 家電の配送、設置助手 有限会社エス・エー家電サービス 年度内

運送業 集荷、配送業務 清栄物流株式会社 年度内

運送業 荷物配送補助 モス物流プランニング株式会社 随時

運送業 運転 北海道車輛運送株式会社 年度内

印刷業 製本仕分け、梱包、配送助手ほか 札幌大同印刷株式会社 ～10/31

印刷業 名刺制作体験及び工場見学 株式会社正文舎 年度内

生産・販売 倉庫作業 北海道トンボ株式会社 ～12/15

米穀等卸
米や豆、野菜などの袋詰め、
軽作業

札幌加藤商店 随時

食品等販売
節水器「アクアクルー」飛び込み営
業、現地調査

株式会社北海道産地直送センター 年度内

小売業(燃料) 灯油配送業務ほか 株式会社エネコープ 年度内

ガソリンスタンド ガソリンスタンド業務 ナラサキ石油株式会社 年度内

旅客運送(タクシー) 電話の受付 千歳交通株式会社 年度内

旅客運送(タクシー) 出庫時点検、実車体験 興亜第一交通株式会社 年度内

旅客運送(タクシー) 接客講習及び運転講習 新雪交通株式会社 ～3/20

旅客運送(タクシー) 会社説明会等 札幌エムケイ株式会社 年度内

警備業
施設、交通誘導、雑踏警備
業務の解説座学と現場での
見取り研修

平清警備株式会社 年度内

警備業 警備実習 株式会社道都警備 ～10/31

警備
建築中のトラックの出入り、また人
の往来の交通誘導警備

株式会社アーバン警備保障 年度内

施設管理業 常駐管理 アズビル㈱ビルシステムカンパニー北海道支店 年度内

清掃 清掃サービス 株式会社ダスキンサーヴ北海道 ～3/1

リサイクル（古紙回収ほ
か） 産業廃棄物収集助手 北清企業株式会社 年度内
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リサイクル（古紙回収）
①ダンボール回収車(パッカー車)助手
②産廃回収車(平･箱車)助手
③工場作業(選別・発泡スチロール)

エコフィスジャパン株式会社 年度内

リサイクル業　(古物商） 倉庫内にて輸出コンテナ積込作業 株式会社ルーツ・オブ･ジャパン 年度内

産廃・リサイクル 会社業務概要説明、現場実習 三造有機リサイクル株式会社 年度内

建設業(塗装) 塗装作業の手伝い 株式会社松本塗装工業 年度内

建設業(建築) リフォーム作業の手伝い等 株式会社リペアハウス 年度内

建設業
リフォーム工事内装等見学、
畳工場見学手伝い、
営業活動観察

株式会社すけみつ ～2月下旬

建設業(断熱) 住宅基礎工事の作業 株式会社ダンネツ札幌支店 ～12/8

建設業(防水・塗装） 防水工事施工補助 株式会社アクアグレース ～11/30

建設業(設備) 職人の手元作業 大真エンジニアリング株式会社 年度内

建設業(外装) マンション外壁リニュアル 有限会社アウトインサービス 年度内

建設業(造園） 現場管理、現場軽作業 株式会社ベルディ ～11/30

建設業(鉄鋼) デッキプレート施工、鉄筋アート 及川鉄工株式会社 年度内

建設業（設計） ＣＡＤの操作 株式会社東建築設計事務所 ～3/1

建設業（重機） 移動式クレーン 札幌興業株式会社 年度内

建設業
杭打ち工事に係る下廻り作業
プラント作業(ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ製造)

株式会社創和 ～12/25

電気、電気通信 電気工事に関わる軽作業 大和興業株式会社 ～3/20

建設業(土木)
土木、舗装工事、除排雪業務、道路
パトロール

ソリトン・コム株式会社 年度内

設計 会社業務内容(ＣＡＤオペレータ) 株式会社一寸房 年度内

環境装置・プラン
ト製造

環境設備機械の製作、組立作業 プラント機工株式会社 年度内

電気、電気通信 座学、通信工事現場見学 光情報通信株式会社 年度内

建設業(とび) 鉄骨建方工事 株式会社稲田組 年度内

建設業(舗装) 車輌系建設機械実習 大同舗道株式会社道央営業所 年度内

システム開発 ＣＡＤ研修 株式会社明円ソフト開発札幌支店 随時

計量、包装機器 会社説明、現場見学 北海道イシダ株式会社 年度内



製造業(金属加工) 現場取付作業 株式会社郷葉 ～2月末

製造業(金属塗装) 梱包、下処理、物品移動作業 株式会社北彩 ～12/25

金属製品製造業
金属板金加工(補助)、プレス、ベンター
機械塗装、メラミン粉体塗装補助、
溶接(補助)

株式会社中央ネームプレート製作所 年度内

整備業 自動車分解整備 有限会社丸八庄田商会 ～2月末

製造(食品) お弁当の製造作業 株式会社ショクラク 随時

介護福祉 高齢者介護の補助業務 株式会社ノアコンツェル ～3/15

介護福祉 デイサービスでの業務体験 有限会社オクトーバー・ファースト ～2月末

介護福祉 介護業務補助 株式会社さくら生活サポート 年度内

介護福祉
認知症高齢者に対する見守り、
散歩、レクレーション、その他

有限会社ハッピーライフ ～11/30

介護福祉・警備
警備現場の見学研修又は
介護現場の見学研修

有限会社コア・ガード 年度内

介護福祉 介護実習 社会福祉法人公和会 特養ルミエール ～2/28

介護福祉 レクレーション補助など 株式会社ツクイ札幌 年度内

介護福祉 障がい者職員のサポート業務 ＮＰＯ法人自立生活センターさっぽろ 随時

介護福祉 送迎(福祉有償運送)
ＮＰＯ法人さっぽろ福祉支援ネット
あいなび

年度内

介護福祉
利用者とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ、手芸
などの手伝い、行事やﾚｸﾚｰｼｮﾝ時の同
行、見守り、送迎補助

社会福祉法人モニカ 年度内

介護福祉 介護員、調理、掃除 株式会社アルワン 随時

介護福祉
グループホーム施設内での
介護業務

株式会社進幸 年度内

介護福祉 介護、レクレーション補助 社会福祉法人北海道ハピニス 年度内

介護福祉 介護業務(老人デイサービス) 株式会社サジェコ 年度内

介護福祉
入所者の方とのお話相手、
軽作業(食器、ｴﾌﾟﾛﾝ洗いなど)

社会福祉法人シルバニア 年度内

介護福祉
利用者とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ、居室清掃、車
椅子清掃、簡単な介助など

社会福祉法人札幌恵友会 年度内

福祉用具
福祉用具のメンテナンス、
納品、引き下げ業務など

三和物流サービス株式会社
ダスキンヘルスレント札幌南ステーション

年度内

福祉用具、リネン
サプライ

会社概要、企業見学、
福祉用具の説明、体験など
社内実習

株式会社特殊衣料 年度内

新聞社 簡単な経理事務、パソコン入力 株式会社北海道建設新聞社 ～3/10



ＩＴ関連 ホームページ作成実習 株式会社エストコスモ ～12/20

ＩＴ関連
スマートフォンアプリ
制作体験

株式会社敷島アプリ開発 年度内

学校運営
学校運営管理業務、
企業先訪問

株式会社建築資料研究社 札幌支店 年度内

専門サービス業 ＰＣ文書、表計算ソフト利用業務 株式会社フレックスジャパン 年度内

専門サービス業 コールセンター業務 株式会社東京商工リサーチ北海道支社 年度内

コールセンター コールセンター研修
株式会社ディノス・セシール
コミュニケーションズ

年度内

不動産業 職場見学並びに物件内覧 ユニックス株式会社 ～3/20

不動産業 不動産物件巡回、軽清掃など 札幌宅商株式会社　 要相談

不動産管理、ガス
販売

空室美装、共用部分美装 株式会社くきつ 年度内

サービス業（飲食
店）

①調理係：調理(補助)
②客室：接客サービス

株式会社マルシンカワムラ 年度内

貸室、ホテル ホテルスタッフ(受付、接客) 株式会社藤井ビル 年度内

サービス業(ホテ
ル)

ホテル業務全般、清掃業務、他 株式会社第一寶亭留 年度内

旅行業 データ入力等事務作業 北海道オプショナルツアーズ株式会社 年度内

観光・バス 業務ガイダンス、バス乗車体験 札幌ばんけい株式会社 年度内

専門サービス   (社労士) 事務補助 柴山社会保険労務士事務所 年度内

人材サービス
①倉庫内作業(ピッキング)
②一般事務、送迎

株式会社グロウスタッフ 年度内


