
さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会

協議の結果、実習を中止・延期させていただくことがございます。

　皆様には、ご迷惑をおかけしますが、あらかじめご承知おきの程、お願い申し上げます。

令和2年11月16日

【 職場体験実習のご応募を検討されている皆様へ 】

新型コロナウイルス感染防止のため、皆様にはご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

今後、コロナ禍の状況を鑑み、職場体験実習のお申し込みをいただきましても、登録企業様と
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11月16日

業　種 実習内容 企　業　名 期間

運送業 ユニック作業 武田運輸株式会社 4月～3月末日

運送業 荷卸し、仕分け作業 北海道東北名鉄運輸株式会社 5月～3月末日

運送業 荷物取り扱い業務 モス物流プランニング株式会社 6月～3月末日

運送業 配送業務助手 広野運輸株式会社 5月～10月末日

運送業 ドライバー助手 北海道共販運輸株式会社 6月～11月末日

運送業 配送助手 株式会社 丸日 日諸産業 11月～3月末

警備業 警備業法に基づく新任教育内容 平清警備株式会社 6月～7月10日

警備業 座学､店舗駐車場の警備見学 株式会社 道都警備 ８～9月末日

施設管理・清掃業 ホテル客室ベットメイク、清掃 日本クリーン北海道株式会社 9月～３月末日

施設管理・清掃業 下水道維持管理業務 株式会社 東部清掃 9月～11月末日

施設管理・清掃業 業務内容の説明と見学 豊平公益株式会社 ９月～11月末日

産廃・リサイクル 業務概要説明、現場実習（場内点検） ㈱タクマテクノス北海道 10月～3月末日

介護福祉 介護、調理業務 医療法人重仁会 有料老人ホームカペラ青葉 6月～3月末日

介護福祉 送迎(福祉有償運送)、同乗 ＮＰＯ法人さっぽろ福祉支援ネット あいなび ５月～３月末日

介護福祉 介護補助 社会福祉法人 美松善隣会 8月～2月末日

介護福祉 座学と現場同行、見学 ワンダーストレージホールディングス㈱ 都度､相談の上

介護福祉 介護補助 社会福祉法人 三草会 7月～3月末日

介護福祉 介護補助 社会福祉法人 寛聖会 8月～11月末日

介護福祉 介護職員の補助 社会福祉法人 札幌蒼生会 ４月～３月末日

介護福祉 業務補助 社会福祉法人 札幌育成園 9月～３月末日

介護福祉 グループホーム施設内での 介護業務補助 ㈱恵み野介護サービス札幌支店 8月～3月末日

■令和２年（2020）度　職場体験実習受入承諾企業一覧（参考）

■運送業

■警備業

■施設管理、清掃業

■介護、福祉等
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業　種 実習内容 企　業　名 期間

介護福祉 清掃・環境整備 社会福祉法人 宏友会 4月～3月末日

製造業/印刷業 経理、工場業務の補助 幡本印刷株式会社 4月～3月末日

製造業/金属板金 金属板金加工、石狩工場にて実施 ㈱中央ネームプレート製作所 相談の上

製造業/自動車製造 トラックボディ製造作業 札幌ボデー工業株式会社 6月～1月末日

製造業/鉄筋制作 鉄筋表札づくり/工場制作 及川鉄工株式会社 4月～3月末日

製造業/プラスティク製品 倉庫業務、金型のメンテナンス プラス化成工業株式会社 7月～3月末日

食品加工プラント設計、設備 溶接、研磨、組立、他　見学補助 大和ステンレス工業株式会社 10月～3月末日

食品製造・加工 パンの焼成 京田食品株式会社 相談の上

食品製造・加工 冷蔵庫出荷業務、包装業務 新札幌乳業株式会社 1月～3月末日

食品製造・加工 工場内、ライン作業補助 株式会社 イシカリ・デリカ 10月～11月末日

タクシー､送迎､バス 同乗体験 興亜第一交通株式会社 6月～11月末日

卸・小売業 自動販売機、納品作業補助 北海道キリンビバレッジサービス㈱ 4月～3月末日

ガソリンスタンド ガソリンスタンド/洗車等軽作業 ナラサキ石油株式会社 9月～3月末日

サービス業/人材サービス 事務・人材サポート ㈱ キャリアネクスト 6月～2月20日

サービス業/観光 スキー場、リフト係補助 札幌ばんけい株式会社 12月11日～3月末日

サービス業/旅行業務 旅行事務補助 北海道オプショナルツアーズ㈱ 10月～3月末日

専門サービス業 学院管理業務､企業訪問 ㈱建築資料研究社札幌支店 6月～12月25日

専門サービス業 テレコール業務 ㈱東京商工リサーチ北海道支社 5月～3月末日

専門サービス業 コールセンター研修 ㈱ディノスセシールコミュニケーションズ 1月～３月末日

コールセンター業務、他 電話コミュニケーター業務 株式会社アイティ・コミニュケーションズ 都度､相談の上

■サービス業/IT関連

■製造業

■卸・小売業

■サービス業

■旅客運送業
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業　種 実習内容 企　業　名 期間

サービス業/ＩＴ関連 ホームページ作成実習 株式会社 エストコスモ 6月～12月20日

サービス業/システム開発 JW-CAD研修 ㈱明円ソフト開発札幌支店 11月～3月末日

サービス業/ＰＣスクール スクールでのパソコン実習 ㈱フレックスジャパン ２月～３月末日

建設業/杭打ち､杭抜き工事 重機操作・玉掛 丸建基礎工事株式会社 4月～3月末日

建設業/設計 ＣＡＤでの図面作成 ㈱東建築設計事務所 5月～12月25日

建設業/設備工事業 設備工事作業補助 株式会社 三協テクノ 都度､相談の上

建設業/とび 鉄骨建方施工 株式会社 稲田組 5月～3月末日

建設業/舗装工事 車輌系建設機械実習 大同舗道株式会社 1月～3月末日

建設業 現場見学、他 株式会社 創和 6月～11月末日

建設業/電気工事 座学、現場見学 東光工営株式会社 ７月～３月末日

建設業/防水・塗装 建設現場の軽作業、資材運搬 ㈱アクアグレース 6月～11月20日

建設業/配管工事 配管工事補助、機器取付 有限会社 島田設備工業所 5月～3月末日

建設業/型枠大工 型枠の加工・土工、補助 合同会社STRAIGHT(ストレート） 5月～12月25日

建設業/建築・不動産 座学、現場見学、補助、他 株式会社テスク 11月～2月末日

建設業/設備 配管作業、補助 大真エンジニアリング株式会社 6月～3月末日

建設業/重機操作 移動式クレーン試乗 札幌興業株式会社 1月～3月末日

建設業/OA機器､通信機器の施工保守
OA機器通信機器、電話設備ネット

ワーク関連の施工保守
栄光通信機株式会社 6月～3月末日

土木工事
自社倉庫にて機械部材､作業手順の説

明、見学
株式会社 谷口工業所 9月～３月末日

電気工事業 交通信号工事、道路標識工事の補助 株式会社 札電工 ６月～12月末日

建築・土木防水工事 防水工事の現場見学、他 日本防水総業株式会社 随時

建築業 壁紙貼りのサポート等、軽作業 ㈱アスペックコーポレーション 7月～2月末日

設備工事 解体作業及び設備工事等 株式会社 Ｇ.Ｆ.Ｃ 7月～3月末日

骨材販売　重機操作　除排雪 車輌系建設機械実習 株式会社　絆 7月～3月末日

建設業(断熱) 住宅基礎工事の補助作業 株式会社ダンネツ札幌支店 8月～3月末日

■建設業関連
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業　種 実習内容 企　業　名 期間

建設機械の賃貸業 現場見学、他 株式会社テクノレンタル 8月～3月末日

その他/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 7月～12月27日

その他/社会保険労務士事務所 事務補助 柴山社会保険労務士事務所 4月～３月末日

■その他
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