
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

管理栄養士
(1)8時15分～17時00分

（従業員数 35人 )

正社員以外 01161-  918721 就業場所 日高郡新ひだか町三石
交替制あり
(1)1時00分～15時00分
(2)7時00分～16時00分
(3)7時00分～12時00分

（従業員数 4人 ) 普通自動車運転免許
正社員 01160-  983821 就業場所 幌泉郡えりも町

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 ) (4)16時30分～9時30分
正社員以外 01160-  981021 就業場所 浦河郡浦河町

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 ) (4)16時30分～9時30分
正社員 01160-  982721 就業場所 浦河郡浦河町

社会福祉士
(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-  973021 就業場所 浦河郡浦河町

社会福祉士
(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-  974721 就業場所 浦河郡浦河町

交替制あり
(1)5時30分～14時30分
(2)8時30分～18時00分
(3)10時30分～19時30分

(従業員数 4人 ）

正社員以外 01010-29080821 就業場所 日高郡新ひだか町
交替制あり
(1)8時00分～16時05分

（従業員数 8人 ) 普通自動車運転免許
正社員以外 01160-  967721 就業場所 様似郡様似町

(1)8時45分～17時30分

（従業員数 102人 ) 普通自動車運転免許
正社員 01160-  953421 就業場所 様似郡様似町

交替制あり
(1)8時00分～17時00分
(2)16時00分～1時00分

（従業員数 29人 ) 普通自動車運転免許
正社員 01160-  951221 就業場所 浦河郡浦河町

変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～17時00分

(従業員数 38人 ）

正社員 01010-26944321 就業場所 日高郡新ひだか町三石
変形（1ヶ月単位） 看護師
(1)9時00分～17時30分
(2)16時30分～9時30分

（従業員数 42人 )

正社員 01160-  850921 就業場所 浦河郡浦河町

(1)9時00分～17時00分

（従業員数 46人 ) 普通自動車運転免許
正社員 01160-  847221 就業場所 浦河郡浦河町 （AT限定不可）

(1)9時00分～17時00分

（従業員数 46人 ) 普通自動車運転免許
正社員 01160-  848521 就業場所 浦河郡浦河町

雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

公益財団法人　軽種

馬育成調教センター

浦河郡浦河町字西舎５２８

甲板員 株式会社　成ケ澤水

産

幌泉郡えりも町字歌別１９２－

１１７

雇用・労災・

健康・厚生18歳以上
250,000円～

400,000円雇用期間の定めなし

看護師／入所部門 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18歳～

64歳

公災
27歳～

40歳
167,400円～

280,000円雇用期間の定めなし

一般職（一般事務）

管理栄養士（三石国保病

院：会計年度任用職員）

新ひだか町役場 日高郡新ひだか町静内御幸町３

丁目２番５０号

雇用・労災・

健康・厚生不問
156,400円～

243,100円雇用期間の定めあり（４ヶ月

以上）

雇用・労災・

健康・厚生64歳以下
230,000円～

230,000円
雇用期間の定めなし

清掃及び事務処理ス

タッフ

北海道クリーン・シ

ステム株式会社　本

社直轄　浦河営業所

浦河郡浦河町東町ちのみ１丁目

２番１号　（日赤病院内）

雇用・労災・

健康・厚生59歳以下
159,000円～

165,000円雇用期間の定めなし

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
157,800円～

161,800円

浦河郡浦河町字西舎５２８ 雇用・労災・

健康・厚生39歳以下
143,700円～

339,900円雇用期間の定めなし

公災
50歳以下

182,200円～

182,200円雇用期間の定めなし

社会福祉士 浦河町役場 浦河郡浦河町築地１丁目３番１

号

公災
50歳以下

182,200円～

182,200円雇用期間の定めなし

雇用・労災・

健康・厚生39歳以下
143,700円～

339,900円雇用期間の定めなし

一般職（診療助手） 公益財団法人　軽種

馬育成調教センター

雇用期間の定めあり（４ヶ月

以上）

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

236,000円～

371,000円雇用期間の定めなし

計画作成担当(新ひだ

か町三石旭町)

株式会社　萌　福祉

サービス

札幌市西区山の手１条１丁目３

番地

一般行政職（一般事

務）

様似町役場 様似郡様似町大通１丁目２１番

地

18歳～

64歳
172,700円～

172,700円雇用期間の定めなし

フロントスタッフ

社会福祉士 浦河町役場 浦河郡浦河町築地１丁目３番１

号

（嘱）調理員・調理補助(新ひ

だか町三石／国民健康保険病

院)

日清医療食品　株式

会社　北海道支店

北海道札幌市中央区北３条西４丁目１

－１日本生命札幌ビル２０階

雇用期間の定めなし

不問

賃金 所在地・就業場所

雇用・労災・

健康・厚生

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18歳～

59歳
155,000円～

175,000円

雇用・労災・

健康・厚生
164,920円～

182,280円

℡ 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。

〈パート〉 時間額

(1)8時00分～11時30分

（従業員数 2人 )

パート労働者 01190-  7065421 就業場所 浦河郡浦河町

8時00分～16時00分の
間の6時間程度

（従業員数 10人 )

パート労働者 01160-  986421 就業場所 幌泉郡えりも町

9時00分～17時00分の
間の5時間程度

（従業員数 21人 )

パート労働者 01160-  984221 就業場所 浦河郡浦河町

9時00分～17時00分の
間の5時間程度

(従業員数 21人 ）

パート労働者 01160-  985521 就業場所 様似郡様似町

(1)11時00分～16時00分

（従業員数 4人 )

パート労働者 01160-  980121 就業場所 浦河郡浦河町
交替制あり
(1)6時00分～12時30分
(2)13時00分～18時45分

（従業員数 19人 )

パート労働者 01010-29402521 就業場所 浦河郡浦河町

8時00分～17時00分の
間の3時間以上

（従業員数 19人 ) 普通自動車運転免許
パート労働者 01160-  969221 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-  970621 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
(3)12時30分～18時00分

（従業員数 0人 )

パート労働者 01160-  971921 就業場所 浦河郡浦河町

(1)8時30分～17時30分

（従業員数 23人 ) 普通自動車運転免許
パート労働者 01160-  956921 就業場所 浦河郡浦河町

(1)10時30分～17時30分

（従業員数 26人 )

パート労働者 01160-  962321 就業場所 浦河郡浦河町

8時00分～22時00分の
間の5時間程度

（従業員数 29人 ) 普通自動車運転免許
パート労働者 01160-  952521 就業場所 浦河郡浦河町

(1)9時00分～14時00分

（従業員数 33人 )

パート労働者 01160-  852021 就業場所 浦河郡浦河町

(1)6時00分～9時00分

（従業員数 44人 )

パート労働者 01160-  860021 就業場所 浦河郡浦河町
交替制あり
7時30分～16時00分の
間の5時間程度

（従業員数 36人 )

パート労働者 01160-  964921 就業場所 浦河郡浦河町
交替制あり 危険物取扱者（乙種）
7時00分～19時00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-  844021 就業場所 浦河郡浦河町

調理員（浦河町） 株式会社　ＬＥＯＣ 北海道札幌市中央区北１条西４丁目２

番２号 札幌ノースプラザビル６階

雇用・労災
不問

1,000円～

1,000円雇用期間の定めあり（４ヶ月

以上）

雇用・労災
不問

1,000円～

1,000円雇用期間の定めなし

ホール及び洗い場係 そばの味よし 浦河郡浦河町大通３丁目１７－

１０

学校支援員【会計年

度職員】

えリも町役場 幌泉郡えりも町えりも字本町206

番地

雇用・労災・

健康・厚生

いちご選別作業員(浦

河)

ひだか東農業協同組

合

浦河郡浦河町堺町東2丁目５番５

号

労災
不問

900円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月

以上）

いちご選別作業員(様

似)

ひだか東農業協同組

合

浦河郡浦河町堺町東2丁目５番５

号

労災

雇用期間の定めあり（４ヶ月

以上）

不問

900円～1,000円

セルフスタンドス

タッフ

ひだか東農業協同組

合

浦河郡浦河町堺町東２丁目５番

５号

雇用・労災
不問

890円～890円
雇用期間の定めあり（４ヶ月

以上）

調理スタッフ（パー

ト）

学校法人フレンド恵

学園　浦河フレンド

森のようちえん

浦河郡浦河町東町かしわ４丁目

３３９の２

雇用・労災
不問

930円～930円
雇用期間の定めあり（４ヶ月

以上）

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・

ぶどうの木

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）

890円～890円
雇用期間の定めなし

フロントスタッフ

（パート）

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

900円～930円
雇用期間の定めあり（４ヶ月

以上）

販売員（９時～１４

時）

株式会社　ＴＩＰＳ 浦河郡浦河町堺町東３丁目１０

番地の４

労災
不問

一般事務補助員(主事

(非常勤)／林務課

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）

一般事務員 株式会社　森本ス

ティーブル

浦河郡浦河町字西幌別３６０－

８

雇用・労災
不問

900円～900円
雇用期間の定めなし

町民プール監視員

（季節的雇用）

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）

町民プール受付事務

員（季節的雇用）

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）

いちごの収穫作業及び生

育管理作業員(臨時)

うらかわ菅農園　菅

正輝

浦河郡浦河町字向別４４１番地

１号

労災
不問

900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月

以上）

不問

897円～1,119円

889円～889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）

(請)清掃員【浦河町】 株式会社　東洋実業

苫小牧営業所

浦河郡浦河町堺町東1-2-21 労災
不問


