
〈フルタイム〉 月額

(1)10時00分～19時00分

（従業員数 10人 ）
正社員 01160- 1428981 就業場所 浦河郡浦河町

(1) 8時45分～17時30分 栄養士
管理栄養士

（従業員数 24人 ）
正社員以外 01160- 1436981 就業場所 浦河郡浦河町

(1) 9時30分～19時00分 歯科衛生士
(2) 9時30分～12時30分

（従業員数 6人 ）
正社員 01160- 1422881 就業場所 様似郡様似町

(1) 9時30分～19時00分
(2) 9時30分～12時30分

（従業員数 6人 ）
正社員 01160- 1423281 就業場所 様似郡様似町

(1) 6時00分～14時30分 普通自動車免許ＡＴ
(2)10時30分～19時00分

（従業員数 49人 ）
正社員以外 01160- 1406881 就業場所 浦河郡浦河町

(1) 8時30分～17時00分 普通自動車免許一種
中型自動車免許一種

（従業員数 23人 ）
正社員 01160- 1417081 就業場所 浦河郡浦河町

(1) 8時30分～17時00分 普通自動車免許一種

（従業員数 23人 ）
正社員 01160- 1418381 就業場所 浦河郡浦河町

(1) 7時45分～16時30分 保育士
(2) 8時00分～16時45分
(3) 8時30分～17時15分

（従業員数 28人 ）
正社員 01160- 1416181 就業場所 幌泉郡えりも町

(1) 7時45分～16時00分

（従業員数 15人 ）
正社員以外 01160- 1421781 就業場所 浦河郡浦河町

(1) 8時30分～17時00分
(2)17時00分～22時00分

（従業員数 75人 ）
正社員以外 01160- 1414881 就業場所 浦河郡浦河町

(1) 7時00分～15時30分
(2) 8時00分～12時00分

（従業員数 100人 ）
正社員以外 01160- 1392281 就業場所 幌泉郡えりも町

(1) 8時00分～15時30分

（従業員数 100人 ）
正社員以外 01160- 1393181 就業場所 幌泉郡えりも町

(1) 8時45分～17時30分

不問

（従業員数 27人 ）

正社員以外 01160- 1387381 就業場所 浦河郡浦河町
(1) 9時00分～17時00分 普通自動車免許一種
(2) 7時00分～15時00分
(3)17時00分～ 9時00分

（従業員数 20人 ）
正社員 01160- 1376281 就業場所 日高郡新ひだか町三石 北海道日高郡新ひだか町三石鳧舞３４４番地の６

加入保険等 必要な免許資格等職種 年齢 賃金 求人者名・求人番号 所在地・就業場所 就業時間

38歳以下

18歳～

64歳

不問

歯科衛生士 医療法人社団　里仁

会　ファミリー歯科

医院

様似郡様似町大通２丁目９９－２ 雇用・労災・

健康・厚生
180,000円～

220,000円
雇用期間の定めなし

販売スタッフ ひだか産商　有限会

社（ＮＴＴドコモ

ショップ浦河店）

浦河郡浦河町大通２丁目１６－２ 雇用・労災・

健康・厚生
140,000円～

180,000円
雇用期間の定めなし

臨時管理栄養士 日高振興局　保健環

境部　保健行政室

浦河郡浦河町東町ちのみ３丁目１

番８号

雇用・公災・

健康・厚生
181,440円～

181,440円
雇用期間の定めあり

不問

不問

介護職員 株式会社　パシフィック

ケアサービス（ゆとりの

里三石）

日高郡新ひだか町三石鳧舞３４４

番地の６

雇用・労災・

健康・厚生
165,500円～

171,500円
雇用期間の定めなし

29歳以下

35歳以下

不問

不問

歯科助手 医療法人社団　里仁

会　ファミリー歯科

医院

様似郡様似町大通２丁目９９－２ 雇用・労災・

健康・厚生
145,000円～

160,000円
雇用期間の定めなし

臨時調理員（学校給

食センター）

浦河町教育委員会 浦河郡浦河町築地１丁目３番１号 雇用・公災・

健康・厚生
111,600円～

111,600円
雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

競走馬向け飼料の営業およ

び　栄養管理アドバイザー

株式会社　ホクチク 浦河郡浦河町西幌別３２８－６６ 雇用・労災・

健康・厚生
165,500円～

309,100円
雇用期間の定めなし

保育士（正職員） えりも町役場 幌泉郡えりも町字本町２０６番地 公災

147,100円～

179,200円
雇用期間の定めなし

臨時調理員 社会福祉法人　浦河

向陽会　浦河向陽園

浦河郡浦河町字絵笛４２６－１ 雇用・労災・

健康・厚生
143,000円～

143,000円
雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

給食調理員

【中央保育所】

配送及び営業補佐 株式会社　ホクチク 浦河郡浦河町西幌別３２８－６６ 雇用・労災・

健康・厚生
165,500円～

269,100円
雇用期間の定めなし

不問

不問

不問

一般事務補助員／農

村振興課

勤労青少年ホーム管

理人

浦河町教育委員会 浦河郡浦河町築地１丁目３番１号 雇用・公災・

健康・厚生
133,600円～

133,600円
雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

北海道日高振興局 浦河郡浦河町栄丘東通５６ 雇用・公災・

健康・厚生
135,800円～

135,800円
雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

給食調理員【えりも

小学校】

シダックス大新東ヒュー

マンサービス株式会社え

りも営業所

幌泉郡えりも町本町３３２－２ 雇用・労災・

健康・厚生
108,550円～

108,550円
雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

シダックス大新東ヒュー

マンサービス株式会社え

りも営業所

幌泉郡えりも町本町３３２－２ 雇用・労災・

健康・厚生
137,775円～

137,775円
雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

不問

◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。 

◎ この情報紙は毎週木曜日に発行しており、各役場にも置いてあります。なお、発行後採用等により求人が取消されている場合もありますのでご了承願います。 

※新着順にて作成しております。掲載されている求人がすべてではありませんのでご了承願います。 

℡ 0146-22-3036 

浦河公共職業安定所 

  浦河郡浦河町堺町東1丁目５－２１ 



加入保険等 必要な免許資格等職種 年齢 賃金 求人者名・求人番号 所在地・就業場所 就業時間

※新着順にて作成しております。掲載されている求人がすべてではありませんのでご了承願います。 

(1) 8時30分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 9時00分～18時30分
(3)11時00分～20時00分

（従業員数 0人 ）
正社員 01160- 1384281 就業場所 日高郡新ひだか町三石 北海道日高郡新ひだか町三石川上３６０

(1) 8時45分～17時15分

不問 (2) 8時45分～12時30分

（従業員数 4人 ）

正社員以外 01160- 1379381 就業場所 浦河郡浦河町

〈パート〉 時間額

(1)10時00分～16時00分

（従業員数 10人 ）
パート労働者 01160- 1427681 就業場所 浦河郡浦河町

(1) 8時00分～16時00分
(2) 8時00分～17時00分

（従業員数 75人 ）
パート労働者 01160- 1439781 就業場所 浦河郡浦河町

(1) 8時00分～13時00分

（従業員数 75人 ）
パート労働者 01160- 1519781 就業場所 浦河郡浦河町

(1) 5時30分～14時30分 普通自動車免許ＡＴ
(2)10時00分～19時00分

（従業員数 100人 ）
パート労働者 01160- 1425081 就業場所 幌泉郡えりも町

(1) 8時30分～16時30分 普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 3人 ）
パート労働者 01160- 1419681 就業場所 日高郡新ひだか町三石 北海道日高郡新ひだか町三石蓬栄１６１番地１６

普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 0人 ）
パート労働者 01160- 1385181 就業場所 日高郡新ひだか町三石 北海道日高郡新ひだか町三石川上３６０

(1) 9時00分～12時00分 獣医師

（従業員数 2人 ）
パート労働者 01160- 1411581 就業場所 浦河郡浦河町

(1) 8時00分～12時00分

（従業員数 9人 ）
パート労働者 01160- 1412481 就業場所 浦河郡浦河町

(1) 8時30分～13時30分 普通自動車免許一種
(2)11時30分～16時30分 普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 9人 ）
パート労働者 01160- 1413781 就業場所 浦河郡浦河町

（従業員数 15人 ）
パート労働者 01160- 1404481 就業場所 浦河郡浦河町

（従業員数 15人 ）
パート労働者 01160- 1405781 就業場所 浦河郡浦河町

(1) 8時00分～10時00分

（従業員数 1人 ）
パート労働者 01020-17019781 就業場所 浦河郡浦河町

(1) 8時00分～11時00分

（従業員数 7人 ）
パート労働者 01160- 1395381 就業場所 様似郡様似町

（従業員数 7人 ）
パート労働者 01160- 1396681 就業場所 様似郡様似町

不問

59歳以下

不問

販売スタッフ（パー

ト）

ひだか産商　有限会

社（ＮＴＴドコモ

ショップ浦河店）

浦河郡浦河町大通２丁目１６－２ 労災

1,200円～

1,200円
雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

不問

不問

清掃員（浦河緑苑） 北海道互光　株式会

社　日高営業所

浦河郡浦河町大通２丁目２４　Ｎ

ＴＴ浦河ビル１Ｆ

雇用・労災

835円～835円雇用期間の定めなし

雇用・公災

1,000円～

1,000円
雇用期間の定めあり  8時00分～17時00分の間

の5時間程度

不問

飲食店全般業務・牛

肉加工作業員

株式会社　Ｌｏｖｉ

ｎｇ　Ｃｏｗｓ

日高郡新ひだか町三石川上３６０

160,000円～

250,000円
雇用期間の定めなし

特別支援教育支援員 浦河町教育委員会 浦河郡浦河町築地１丁目３番１号

日常清掃員（浦河

町）

株式会社　宣光　函

館営業所

函館市宮前町３４番２号　Ｉ－３

０３

労災

835円～835円雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

不問

不問

不問

不問

不問

不問

牛肉加工作業員／飲

食店スタツフ

株式会社　Ｌｏｖｉ

ｎｇ　Ｃｏｗｓ

日高郡新ひだか町三石川上３６０

835円～1,000円雇用期間の定めなし  8時30分～19時00分の間

の5時間程度

獣医師（パート） うらかわペットクリ

ニック

浦河郡浦河町堺町西６丁目２－８ 労災

1,600円～

2,000円
雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

不問

工場作業員 株式会社　北海道ホ

－スフィード

日高郡新ひだか町三石蓬栄１６１

番地ー１６

雇用・労災・

健康・厚生

850円～880円

パン製造スタッフ 株式会社　梅月堂

手取商店

浦河郡浦河町大通３丁目１９ 労災

835円～835円雇用期間の定めなし

給食調理員【やまと

苑】

シダックス大新東ヒュー

マンサービス株式会社え

りも営業所

幌泉郡えりも町本町３３２－２ 雇用・労災

850円～850円雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

浦河　税務署 浦河郡浦河町大通５丁目８６番４ 雇用・公災

880円～880円雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

 8時30分～17時00分の間

の5時間程度

販売員（接客・品出

し）

株式会社　梅月堂

手取商店

浦河郡浦河町大通３丁目１９ 雇用・労災

835円～835円雇用期間の定めなし

一般事務（２） 浦河　税務署 浦河郡浦河町大通５丁目８６番４ 雇用・公災

880円～880円雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

 8時30分～17時00分の間

の5時間程度

一般事務（１）

850円～850円雇用期間の定めなし  9時00分～21時00分の間

の6時間程度

清掃員 株式会社　東現 様似郡様似町大通３丁目６５－１

９

労災

850円～850円雇用期間の定めなし

不問

不問

雇用期間の定めなし

ホールスタッフ 株式会社　東現 様似郡様似町大通３丁目６５－１

９

雇用・労災

堺町会館管理人

（昼）

浦河町教育委員会 浦河郡浦河町築地１丁目３番１号 雇用・公災・

健康・厚生
140,800円～

140,800円
雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）


