
職種 年齢 求人者名・求人番号 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

〈フルタイム〉 月額

(1)7時30分～16時45分

（従業員数 11人 ) 普通自動車運転免許
正社員 01160- 1074311 就業場所 浦河郡浦河町

(1)7時30分～16時45分

（従業員数 11人 ) 普通自動車運転免許
正社員 01160- 1075611 就業場所 浦河郡浦河町

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

（従業員数 6人 ) 普通自動車運転免許
正社員以外 01040-11031511 就業場所 浦河郡浦河町

変形（1ヶ月単位） 理学療法士
(1)9時00分～17時30分 作業療法士
(2)9時00分～12時45分 言語聴覚士

のいづれか
（従業員数 42人 )

正社員 01160- 1077111 就業場所 浦河郡浦河町
交替制あり
(1)9時00分～17時00分
(2)14時00分～19時30分

（従業員数 6人 ) 普通自動車運転免許
正社員以外 01160- 1067611 就業場所 浦河郡浦河町

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時30分
(2)8時00分～12時00分

（従業員数 58人 ) 普通自動車運転免許
正社員 01160- 1057311 就業場所 様似郡様似町

交替制あり 介護福祉士
(1)7時00分～16時00分
(2)8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

（従業員数 42人 )

正社員 01160- 1059911 就業場所 浦河郡浦河町
交替制あり
(1)7時00分～16時00分
(2)8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

（従業員数 42人 )

正社員以外 01160- 1060711 就業場所 浦河郡浦河町
交替制あり
(1)6時00分～15時00分
(2)10時15分～19時15分

（従業員数 42人 )

正社員以外 01160- 1051711 就業場所 浦河郡浦河町
一級建築士

(1)8時45分～17時30分 二級建築士

（従業員数 63人 ) 普通自動車運転免許
正社員 01160-  959011 就業場所 様似郡様似町 （AT限定不可）

(1)8時45分～17時30分

（従業員数 63人 ) 普通自動車運転免許
正社員 01160-  961111 就業場所 様似郡様似町 （AT限定不可）

(1)8時45分～17時30分

（従業員数 63人 ) 普通自動車運転免許
正社員 01160-  963811 就業場所 様似郡様似町 （AT限定不可）

変形（1年単位）
(1)10時00分～19時00分

(従業員数 23人 ）

正社員以外 01160-  934311 就業場所 日高郡新ひだか町三石
８トン限定中型免許

(1)7時30分～16時30分

(従業員数 19人 ） 普通自動車運転免許
正社員 01160- 1063511 就業場所 日高郡新ひだか町三石 （AT限定不可）

賃金 所在地・就業場所

大工及び大工見習 有限会社　畑中工業 浦河郡浦河町荻伏町４８６－１

０

施設管理・清掃員

（時給パート）

株式会社　アンビッ

クス　みついし昆布

温泉　蔵三

日高郡新ひだか町三石鳧舞１６

２

雇用期間の定めなし

理学療法士又は作業療法

士又は言語聴覚士

医療法人　讃生会

介護老人保健施設

浦河緑苑

浦河郡浦河町字東栄５７１番地

３

40歳以下
150,000円～

280,000円雇用期間の定めなし

雇用・労災・

健康・厚生不問
149,470円～

190,960円
雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

35歳以下
177,600円～

269,500円

雇用・労災・

健康・厚生64歳以下
225,000円～

288,000円雇用期間の定めなし

雇用・労災・

健康・厚生不問
230,000円～

276,000円雇用期間の定めなし

現場作業員・大工見習及

び建具工見習

有限会社　畑中工業 浦河郡浦河町荻伏町４８６－１

０

雇用・労災・

健康・厚生不問
184,000円～

230,000円

歯科助手 医療法人社団　宇毛

悟歯科医院

浦河郡浦河町荻伏町６９０－２ 雇用・労災・

健康・厚生35歳以下
164,376円～

184,900円雇用期間の定めなし

介護員（正職員） 社会福祉法人　浦河

愛生会

浦河郡浦河町東町ちのみ４丁目

１７８番地

雇用・労災・

健康・厚生18歳～

64歳
166,200円～

166,200円雇用期間の定めなし

様似町役場 様似郡様似町大通１丁目２１番

地

公災

一般事務 株式会社　南組 様似郡様似町栄町５番地 雇用・労災・

健康・厚生・

財形

59歳以下
160,000円～

350,000円雇用期間の定めなし

一般運送（配送員） 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１６

１番地ー１６

雇用・労災・

健康・厚生

雇用期間の定めなし

公災
30歳以下

150,000円～

220,000円雇用期間の定めなし

上水道技術職／建設

水道課

介護員（嘱託常勤） 社会福祉法人　浦河

愛生会

浦河郡浦河町東町ちのみ４丁目

１７８番地

雇用・労災・

健康・厚生18歳以上
151,300円～

155,300円雇用期間の定めあり（４ヶ月

以上）

調理員（嘱託常勤） 社会福祉法人　浦河

愛生会

浦河郡浦河町東町ちのみ４丁目

１７８番地

雇用・労災・

健康・厚生不問
150,700円～

153,100円雇用期間の定めあり（４ヶ月

以上）

建築技術職／建設水

道課

様似町役場 様似郡様似町大通１丁目２１番

地

公災
30歳以下

150,000円～

220,000円雇用期間の定めなし

事務係　浦河営業所 株式会社　共成レン

テム

帯広市西１８条北１丁目１４番

地

雇用・労災・

健康・厚生不問
155,000円～

170,000円雇用期間の定めあり（４ヶ月

以上）

下水道技術職／建設

水道課

様似町役場 様似郡様似町大通１丁目２１番

地

℡ 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

◎ 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ください。

次回の発行は９月２２日（水）となります！



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

※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ください。

〈パート〉 時間額

(1)8時30分～14時30分

（従業員数 14人 )

パート労働者 01160- 1078711 就業場所 浦河郡浦河町

(1)12時00分～16時00分

（従業員数 7人 )

パート労働者 01160- 1068911 就業場所 幌泉郡えりも町

(1)9時00分～16時30分

（従業員数 13人 )

パート労働者 01160- 1069111 就業場所 浦河郡浦河町

9時00分～19時30分の
間の5時間以上

（従業員数 6人 ) 普通自動車運転免許
パート労働者 01160- 1066311 就業場所 浦河郡浦河町

(1)7時50分～10時00分
(2)14時30分～16時00分

（従業員数 22人 ) 普通自動車運転免許
パート労働者 01160- 1058611 就業場所 浦河郡浦河町 （AT限定不可）

7時00分～16時00分の
間の7時間以上

（従業員数 33人 )

パート労働者 01160- 1064411 就業場所 浦河郡浦河町

(1)9時00分～13時00分

（従業員数 6人 )

パート労働者 01160- 1054511 就業場所 浦河郡浦河町

(1)9時00分～17時00分

（従業員数 6人 )

パート労働者 01160- 1055411 就業場所 浦河郡浦河町

9時00分～21時00分の
間の6時間程度

（従業員数 7人 )

パート労働者 01160- 1044811 就業場所 様似郡様似町

17時00分～21時00分の
間の3時間程度

（従業員数 7人 )

パート労働者 01160- 1047411 就業場所 様似郡様似町

10時00分～15時00分の
間の4時間程度

（従業員数 7人 )

パート労働者 01160- 1048011 就業場所 様似郡様似町
交替制あり
(1)8時00分～12時00分
(2)13時00分～17時00分
(3)17時00分～21時00分

（従業員数 94人 )

パート労働者 01160- 1050111 就業場所 浦河郡浦河町

(1)7時00分～13時00分

（従業員数 12人 )

パート労働者 01160- 1052811 就業場所 浦河郡浦河町

(1)6時00分～9時00分

（従業員数 35人 )

パート労働者 01160-  968311 就業場所 浦河郡浦河町

(1)10時30分～17時30分

（従業員数 21人 )

パート労働者 01160-  958411 就業場所 浦河郡浦河町

8時00分～17時00分の
間の6時間程度

（従業員数 7人 )

パート労働者 01160-  954711 就業場所 浦河郡浦河町

事務補助員（非常勤

職員）

室蘭開発建設部　浦

河道路事務所

浦河郡浦河町堺町西４丁目８－

１

雇用・公災・

健康・厚生不問

900円～1,180円
雇用期間の定めあり（４ヶ月

以上）

厨房内清掃作業員

【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
不問

890円～890円
雇用期間の定めあり（４ヶ月

以上）

歯科アシスタント 医療法人社団　宇毛

悟歯科医院

浦河郡浦河町荻伏町６９０－２ 雇用・労災
35歳以下

889円～1,000円
雇用期間の定めなし

一般相談員（申請相

談員）

浦河公共職業安定所 浦河郡浦河町堺町東１丁目５－

２１

雇用・公災・

健康・厚生不問
1,130円～

1,306円雇用期間の定めあり（４ヶ月

以上）

社協事業運転手

（パート）

社会福祉法人　浦河

町社会福祉協議会

浦河郡浦河町築地１丁目４番３

８号（浦河町社会福祉会館内）

労災
64歳以下

950円～1,050円
雇用期間の定めなし

学校用務員【会計年

度任用職員】

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・厚生不問
1,011円～

1,011円雇用期間の定めあり（４ヶ月

以上）

雇用期間の定めなし

ホールスタッフ

（夜）

株式会社　東現 様似郡様似町大通３丁目６５－

１９

労災
不問

900円～1,000円
雇用期間の定めなし

調理補助員 株式会社　東現 様似郡様似町大通３丁目６５－

１９

労災
不問

861円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月

以上）

販売員及び作業員 株式会社　梶田商店 浦河郡浦河町大通３丁目２７番

地

雇用・労災
不問

861円～861円
雇用期間の定めなし

水産部門 コ－プさっぽろ　パ

セオ堺町店

浦河郡浦河町堺町東６丁目４９

３番地

労災
64歳以下

861円～914円
雇用期間の定めなし

ホールスタッフ

（昼）

株式会社　東現 様似郡様似町大通３丁目６５－

１９

労災
不問

861円～1,000円
雇用期間の定めなし

店舗事務員 株式会社　梶田商店 浦河郡浦河町大通３丁目２７番

地

雇用・労災
不問

861円～861円

清掃員（パート） 医療法人社団　同行会　うら

かわエマオ診療所　エマオ訪

問看護ステーション　放課後

等デイサービス　からし種

浦河郡浦河町東町ちのみ３丁目

２－３４

労災
不問

940円～940円
雇用期間の定めあり（４ヶ月

以上）

朝食調理補助及びパ

ン販売

株式会社　ＴＳ開発

（浦河ウェリントン

ホテル）

浦河郡浦河町大通３丁目４０番地の１

浦河ウエリントンホテル３Ｆ

雇用・労災
不問

900円～900円
雇用期間の定めなし

水産加工員 株式会社　丸井水産 浦河郡浦河町大通２丁目２７番

地

労災
不問

900円～1,100円
雇用期間の定めあり（４ヶ月

以上）

一般事務補助員(主事

(非常勤))／社会福祉課

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・厚生不問

897円～1,119円
雇用期間の定めあり（４ヶ月

以上）

次回の発行は９月２２日（水）となります！


