
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

小学校教諭免許
(1)8時00分～16時30分

（従業員数 0人 )

正社員以外 01160-  682621 就業場所 浦河郡浦河町
変形（1年単位） 大型自動車免許
7時00分～18時00分の
間の8時間程度

（従業員数 5人 )

正社員 01160-  680421 就業場所 浦河郡浦河町
変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～17時30分
(2)9時00分～12時45分

（従業員数 42人 ) 普通自動車運転免許
正社員 01160-  600921 就業場所 浦河郡浦河町

変形（1ヶ月単位）
(1)8時45分～17時15分
(2)12時00分～20時30分
(3)16時00分～0時30分

（従業員数 12人 )

正社員 01160-  593321 就業場所 浦河郡浦河町
変形（1ヶ月単位） 介護支援専門員
(1)8時00分～17時00分
(2)9時00分～18時00分
(3)16時00分～9時00分

（従業員数 13人 ) 普通自動車運転免許
正社員 01160-  597021 就業場所 浦河郡浦河町

変形（1ヶ月単位）
(1)0時00分～23時59分

（従業員数 18人 ) 普通自動車運転免許
正社員以外 01160-  586621 就業場所 浦河郡浦河町

交替制あり
(1)9時00分～18時00分
(2)12時00分～21時00分

（従業員数 18人 )

正社員以外 01160-  588121 就業場所 浦河郡浦河町
交替制あり 看護師
(1)8時30分～17時30分
(2)9時15分～18時15分

（従業員数 39人 )

正社員 01160-  590221 就業場所 様似郡様似町
交替制あり
(1)6時00分～22時00分

（従業員数 18人 ) 普通自動車運転免許
正社員以外 01160-  587921 就業場所 浦河郡浦河町

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

(従業員数 42人 ） 普通自動車運転免許
正社員 01160-  582221 就業場所 日高郡新ひだか町三石

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

(従業員数 42人 ） 普通自動車運転免許
正社員以外 01160-  583521 就業場所 日高郡新ひだか町三石

(1)8時30分～17時15分

（従業員数 150人 ) 普通自動車運転免許
正社員 01160-  579921 就業場所 浦河郡浦河町

(1)21時00分～15時30分
(2)7時00分～15時30分

（従業員数 3人 )

正社員 01160-  578621 就業場所 幌泉郡えりも町
交替制あり 調理師
(1)11時00分～20時00分
(2)5時00分～14時00分

（従業員数 29人 ) 普通自動車運転免許
正社員 01160-  571021 就業場所 浦河郡浦河町

川上漁業部（天竜

丸）

幌泉郡えりも町字大和２８０番

地の７

労災
18歳以上

250,000円～

250,000円雇用期間の定めなし

170,000円～

230,000円

調理補助員 株式会社　浦河イン 浦河郡浦河町築地３丁目１－３ 雇用・労災・

健康・厚生不問
165,000円～

180,000円雇用期間の定めなし

土木技術職 浦河町役場 浦河郡浦河町築地１丁目３番１

号

公災
44歳以下

182,200円～

326,500円雇用期間の定めなし

レストラン係（フロ

ント係兼務）

株式会社　浦河イン

看護師 社会福祉法人　様似

福祉会

様似郡様似町朝日丘４５番地 雇用・労災・

健康・厚生59歳以下
199,500円～

385,300円雇用期間の定めなし

雇用・労災・

健康・厚生不問
165,000円～

230,000円雇用期間の定めなし

調理人 うらかわ優駿の里振興

株式会社　うらかわ優駿

ビレッジ「ＡＥＲＵ」

浦河郡浦河町字西舎１４１－４

０

雇用・労災・

健康・厚生59歳以下

甲板員

支援相談員 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

雇用・労災・

健康・厚生64歳以下
161,000円～

238,000円雇用期間の定めなし

フロント係（レスト

ラン係兼務）

株式会社　浦河イン 浦河郡浦河町築地３丁目１－３ 雇用・労災・

健康・厚生18歳以上
180,000円～

200,000円雇用期間の定めなし

介護支援専門兼介護

スタッフ

株式会社　アルムシ

ステム　まきばの里

浦河

浦河郡浦河町堺町西２丁目８番

４号

フロント・宴会ス

タッフ

株式会社　ＴＳ開発

（浦河ウエリントン

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・

健康・厚生18歳～

64歳
200,000円～

200,000円雇用期間の定めなし

雇用・労災・

健康・厚生・

財形

18歳～

64歳
231,100円～

237,100円雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

雇用・労災・

健康・厚生・

財形

不問
141,200円～

200,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

公災
不問

212,892円～

425,188円雇用期間の定めあり（４ヶ月

以上）

バス運転手(観光バス運転手

兼スクールバス運転手)

日交ハイヤー　株式

会社

浦河郡浦河町大通２丁目２８ 雇用・労災・

健康・厚生59歳以下
180,000円～

180,000円雇用期間の定めなし

雇用・労災・

健康・厚生・

財形

35歳以下
141,200円～

200,000円
雇用期間の定めなし

総合職（一般事務）

／準職員

みついし農業協同組

合

日高郡新ひだか町三石本桐２２

４－６

賃金 所在地・就業場所

期限付教諭（小学

校）※浦河町

北海道教育庁　日高

教育局

浦河郡浦河町栄丘東通５６号

日高振興局内

総合職（一般事務） みついし農業協同組

合

日高郡新ひだか町三石本桐２２

４－６

浦河郡浦河町築地３丁目１－３

℡ 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。



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。

(1)8時45分～17時30分

（従業員数 0人 )

正社員以外 01010-16600121 就業場所 浦河郡浦河町

(1)9時00分～17時00分

（従業員数 13人 ) 普通自動車運転免許
正社員 01160-  566221 就業場所 浦河郡浦河町

〈パート〉 時間額

8時00分～17時00分の
間の3時間以上

（従業員数 0人 )

パート労働者 01160-  684121 就業場所 幌泉郡えりも町
交替制あり
(1)13時00分～18時00分
(2)8時00分～18時00分

（従業員数 9人 )

パート労働者 01160-  667921 就業場所 幌泉郡えりも町
交替制あり
(1)13時00分～18時00分
(2)8時00分～18時00分

（従業員数 9人 )

パート労働者 01160-  668121 就業場所 幌泉郡えりも町

(1)8時30分～17時00分

（従業員数 150人 )

パート労働者 01160-  601121 就業場所 浦河郡浦河町

6時30分～11時30分の
間の5時間程度

（従業員数 12人 )

パート労働者 01160-  592421 就業場所 浦河郡浦河町
介護支援専門員

9時00分～18時00分の
間の4時間程度

（従業員数 13人 ) 普通自動車運転免許
パート労働者 01160-  596121 就業場所 浦河郡浦河町

交替制あり
(1)12時00分～18時00分
(2)15時00分～21時00分

（従業員数 18人 )

パート労働者 01160-  589021 就業場所 浦河郡浦河町
交替制あり 看護師
(1)8時30分～17時30分 准看護師

（従業員数 12人 )

パート労働者 01160-  591521 就業場所 様似郡様似町

(1)8時00分～11時00分

（従業員数 2人 )

パート労働者 01160-  585321 就業場所 浦河郡浦河町

(1)10時30分～17時30分

（従業員数 23人 )

パート労働者 01160-  580721 就業場所 浦河郡浦河町

8時45分～17時30分の
間の6時間

（従業員数 22人 )

パート労働者 01160-  581821 就業場所 浦河郡浦河町

(1)7時30分～21時00分

（従業員数 29人 ) 普通自動車運転免許
パート労働者 01160-  570121 就業場所 浦河郡浦河町

交替制あり
9時30分～19時30分の
間の4時間程度

（従業員数 7人 )

パート労働者 01230- 7585921 就業場所 浦河郡浦河町
交替制あり
(1)12時30分～16時30分
(2)16時30分～20時30分

（従業員数 0人 )

パート労働者 01160-  569321 就業場所 浦河郡浦河町

町民プール監視員 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

ＮＴＴ浦河ビル１Ｆ

労災
不問

930円～930円
雇用期間の定めあり（４ヶ月

以上）

レジ兼販売スタッフ 株式会社　北海道三

喜

札幌市白石区栄通２０丁目１２

－２０おおたビル２０２

雇用・労災
不問

900円～1,030円
雇用期間の定めあり（４ヶ月

以上）

オペレーター 株式会社　日高報知

新聞社

浦河郡浦河町堺町西１丁目３－

２０

雇用・労災・

健康・厚生64歳以下
158,000円～

175,000円雇用期間の定めなし

調理補助員 うらかわ優駿の里振興

株式会社　うらかわ優駿

ビレッジ「ＡＥＲＵ」

浦河郡浦河町字西舎１４１－４

０

雇用・労災
不問

889円～920円
雇用期間の定めあり（４ヶ月

以上）

看護師（臨時） 社会福祉法人　様似

福祉会

様似郡様似町朝日丘４５番地

任期付職員)一般行政

(事務職)

北海道保健福祉部

総務課

札幌市中央区北３条西６丁目 公災・健康・

厚生不問
160,100円～

302,200円雇用期間の定めあり（４ヶ月

以上）

雇用・労災
59歳以下

1,329円～

1,329円雇用期間の定めなし

一般事務補助員(主事

(非常勤))

北海道選挙管理委員

会事務局　日高支所

浦河郡浦河町栄丘東通５６ 雇用・公災
不問

897円～1,119円
雇用期間の定めあり（４ヶ月

未満）

臨時事務職員（会計

年度任用職員）

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・厚生不問

897円～1,119円
雇用期間の定めあり（４ヶ月

以上）

旅館スタッフ（パー

ト）

株式会社　旅館　昇

月

浦河郡浦河町大通４丁目１１番

地

労災
不問

1,000円～

1,000円雇用期間の定めなし

調理補助員 株式会社　浦河イン 浦河郡浦河町築地３丁目１－３ 雇用・労災
不問

900円～1,000円
雇用期間の定めなし

介護支援専門員

（パート）

株式会社　アルムシ

ステム　まきばの里

浦河

浦河郡浦河町堺町西２丁目８番

４号

雇用・労災
不問

900円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月

以上）

朝食兼フロントス

タッフ

株式会社　ＴＳ開発

（浦河ウエリントン

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

放課後児童クラブ補助員

【会計年度任用職員】

えりも町役場 幌泉郡えりも町字本町２０６番

地

労災
不問

897円～1,119円
雇用期間の定めあり（４ヶ月

以上）

雇用期間の定めあり（４ヶ月

以上）

一般事務員【会計年

度任用職員】

浦河町役場 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

911円～911円
雇用期間の定めあり（４ヶ月

未満）

放課後児童クラブ支援員

【会計年度任用職員】

えりも町役場 幌泉郡えりも町字本町２０６番

地

労災
不問

897円～1,119円
雇用期間の定めあり（４ヶ月

以上）

教員業務支援員(スクー

ル・サポート・スタッフ)

北海道教育庁　日高

教育局

浦河郡浦河町栄丘東通５６号

日高振興局内

公災
不問

897円～1,119円


