
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)8時00分～17時00分

（従業員数 17人 ) 普通自動車運転免許
正社員 01160- 1490321 就業場所 浦河郡浦河町

変形（1ヶ月単位）
(1)6時00分～9時00分
(2)14時30分～19時00分
(3)7時00分～13時00分

（従業員数 13人 ) 普通自動車運転免許
正社員以外 01160- 1486721 就業場所 浦河郡浦河町

交替制あり
(1)5時45分～14時15分
(2)10時30分～19時00分

（従業員数 47人 ) 普通自動車運転免許
正社員以外 01160- 1453821 就業場所 浦河郡浦河町

(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- 1480421 就業場所 日高郡新ひだか町三石 （AT限定不可）

(1)9時00分～17時00分

（従業員数 12人 ) 普通自動車運転免許
正社員 01160- 1462221 就業場所 浦河郡浦河町

(1)9時00分～17時00分

（従業員数 12人 ) 普通自動車運転免許
正社員 01160- 1463521 就業場所 浦河郡浦河町

(1)9時00分～17時00分

（従業員数 12人 ) 普通自動車運転免許
正社員 01160- 1464421 就業場所 浦河郡浦河町

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分
(2)8時30分～17時30分
(3)9時30分～18時00分

（従業員数 6人 )

正社員 01190-10828521 就業場所 浦河郡浦河町

(1)8時30分～17時00分

（従業員数 30人 ) 普通自動車運転免許
正社員 01160- 1375521 就業場所 浦河郡浦河町

交替制あり 調理師
(1)5時15分～14時15分
(2)10時30分～19時30分
(3)5時15分～9時45分

（従業員数 48人 )

正社員以外 01160- 1376421 就業場所 様似郡様似町
交替制あり 調理師
(1)6時00分～15時00分
(2)9時00分～18時00分
(3)12時00分～21時00分

（従業員数 13人 )

正社員 01160- 1383521 就業場所 浦河郡浦河町

(1)8時45分～17時00分
(2)8時45分～12時00分

（従業員数 61人 ) 普通自動車運転免許
正社員 01160- 1379921 就業場所 幌泉郡えりも町 （AT限定不可）

変形（1年単位）
(1)7時30分～17時00分

(従業員数 42人 ） 普通自動車運転免許
正社員 01160- 1373821 就業場所 日高郡新ひだか町三石

看護師
(1)8時30分～17時00分 准看護師

（従業員数 47人 ) 普通自動車運転免許
正社員 01160- 1370121 就業場所 浦河郡浦河町

賃金 所在地・就業場所

不問
167,000円～

179,000円雇用期間の定めあり（４ヶ月

以上）

雇用・労災・

健康・厚生25歳以下
177,600円～

269,500円
雇用期間の定めなし

一般運送（配送員）

及び配送助手

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１６

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

総務・経理事務（浦

河町）

有限会社　ビクト

リーホースランチ

浦河郡浦河町西幌別３５８ 雇用・労災・

健康・厚生40歳以下
190,000円～

250,000円雇用期間の定めなし

グループホーム世話

人

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18歳以上
181,000円～

181,000円雇用期間の定めあり（４ヶ月

以上）

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

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

受付・医療事務【浦

河町】

株式会社　ライファ 苫小牧市矢代町２丁目９－１２

ポプラ薬局

編集部員（記者） 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
200,000円～

200,000円雇用期間の定めなし

雇用・労災・

健康・厚生59歳以下
152,000円～

158,000円雇用期間の定めなし

営業部員 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
200,000円～

200,000円雇用期間の定めなし

調理師 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
185,000円～

235,000円雇用期間の定めなし

事務(建設ディレク

ター)

幌村建設　株式会社 日高郡新ひだか町三石蓬栄１２

６番地

雇用・労災・

健康・厚生44歳以下
180,000円～

300,000円
雇用期間の定めなし

一般事務（総合職） えりも漁業協同組合 幌泉郡えりも町本町１８２番地

の２

雇用・労災・

健康・厚生44歳以下
150,600円～

258,000円雇用期間の定めなし

臨時調理員 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・厚生不問
153,600円～

209,900円雇用期間の定めあり（４ヶ月

以上）

事務総合職 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３８号

（浦河町社会福祉会館内）

雇用・労災・

健康・厚生59歳以下
150,600円～

182,200円雇用期間の定めなし

正看護師・准看護師

（正職員）

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59歳以下
214,500円～

285,500円雇用期間の定めなし

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、採用条件によって各種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。

◎ 新着順にて作成しておりますが、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。

※ 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（電話やオンライン相談も受け付けております）。

※ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。紹介状発行にはハローワークへの登録が必要ですが、ハローワークインターネットサービス

（ＱＲコード）からオンラインでも登録ができます。また、求人の内容や他の求人情報もご覧になれます（管内の求人は「かんたん求人検索」が便利です）。

ハローワークインターネットサービス

℡ 0146-22-3036

ハローワーク浦河

浦河郡浦河町堺町東1丁目５－２１

かんたん求人検索



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

（ＱＲコード）からオンラインでも登録ができます。また、求人の内容や他の求人情報もご覧になれます（管内の求人は「かんたん求人検索」が便利です）。

〈パート〉 時間額

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- 1495721 就業場所 浦河郡浦河町
交替制あり
(1)9時30分～16時15分
(2)9時30分～15時15分

(従業員数 3人 ）

パート労働者 01010-47462421 就業場所 日高郡新ひだか町三石

(1)0時30分～9時00分

（従業員数 12人 )

パート労働者 01160- 1491621 就業場所 浦河郡浦河町

(1)9時00分～14時30分

（従業員数 12人 )

パート労働者 01160- 1492921 就業場所 浦河郡浦河町

(1)6時00分～9時00分

（従業員数 13人 ) 普通自動車運転免許
パート労働者 01160- 1485021 就業場所 浦河郡浦河町

変形（1ヶ月単位）
(1)6時00分～9時00分
(2)14時30分～19時00分
(3)7時00分～13時00分

（従業員数 13人 ) 普通自動車運転免許
パート労働者 01160- 1487821 就業場所 浦河郡浦河町

(1)8時00分～12時00分
(2)13時00分～14時30分

（従業員数 3人 )

パート労働者 01160- 1476121 就業場所 様似郡様似町

(1)13時00分～17時00分

（従業員数 12人 ) 普通自動車運転免許
パート労働者 01160- 1475921 就業場所 浦河郡浦河町

(1)9時00分～16時00分

（従業員数 47人 ) 普通自動車運転免許
パート労働者 01160- 1461821 就業場所 浦河郡浦河町

交替制あり
(1)8時30分～14時30分
(2)14時30分～20時30分

（従業員数 0人 )

パート労働者 01160- 1396121 就業場所 浦河郡浦河町
看護師

8時30分～18時00分の 准看護師
間の4時間程度

（従業員数 43人 ) 普通自動車運転免許
パート労働者 01160- 1390221 就業場所 浦河郡浦河町

第一種電気工事士
9時00分～18時00分の
間の4時間程度

（従業員数 0人 ) 普通自動車運転免許
パート労働者 34080- 4281621 就業場所 幌泉郡えりも町 （AT限定不可）

9時00分～17時00分の
間の7時間程度

（従業員数 11人 )

パート労働者 01160- 1378621 就業場所 浦河郡浦河町

(1)8時30分～16時30分
(2)16時00分～0時00分

（従業員数 20人 )

パート労働者 01160- 1374221 就業場所 浦河郡浦河町
看護師

8時30分～17時00分の 准看護師
間の6時間程度

（従業員数 47人 ) 普通自動車運転免許
パート労働者 01160- 1369321 就業場所 浦河郡浦河町

保育士
(1)14時30分～17時30分

(従業員数 13人 ）

パート労働者 01160- 1372721 就業場所 日高郡新ひだか町三石

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

925円～1,119円
雇用期間の定めあり（４ヶ月

未満）

18歳～

64歳 920円～920円
雇用期間の定めなし

ナイトフロント 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

グループホーム世話

人（パート）

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 労災
不問

1,000円～

1,100円雇用期間の定めあり（４ヶ月

以上）

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

920円～920円
雇用期間の定めなし

生活支援員（パー

ト）

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・厚生不問
1,000円～

1,000円雇用期間の定めあり（４ヶ月

以上）

清掃作業員（幼児セ

ンター）

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）

労災
不問

930円～930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

浦河郡浦河町築地１丁目３番１

号

公災
不問

925円～925円
雇用期間の定めあり（４ヶ月

未満）

雇用・労災
64歳以下

1,000円～

1,000円雇用期間の定めなし

グループホーム世話

人（パート）

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
18歳以上

1,000円～

1,100円雇用期間の定めあり（４ヶ月

以上）

労災

昆布加工員（浦河工

場）

株式会社　日高物産 様似郡様似町栄町１７２の１ 雇用・労災
不問

1,200円～

1,200円雇用期間の定めなし

看護師・准看護師

（パート）

社会福祉法人わらしべ会

障がい者支援施設　浦河

わらしべ園

浦河郡浦河町西舎１２４－１ 労災
不問

1,600円～

1,600円雇用期間の定めなし

電気工事士　第一種 有限会社　佐伯交易 広島県広島市安佐北区白木町志

路５５２１

保育士 社会福祉法人博鳳会

歌笛保育園

日高郡新ひだか町三石歌笛９６

－１

労災

雇用期間の定めなし

正看護師・准看護師

（パート）

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
不問

学校事務生（新ひだ

か町）

株式会社　共立メン

テナンス　札幌支店

札幌市中央区南１条東３丁目１１番地

９ カタギリ１－３ビル１Ｆ

雇用・労災・

健康・厚生不問

920円～920円雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

不問
1,100円～

1,100円

1,700円～

1,700円雇用期間の定めあり（４ヶ月

以上）

ホール係（パート） 有限会社　ヤマノエ

ンタープライズ

パーラーグランデ

浦河郡浦河町向が丘東１丁目５

３８－３２

雇用・労災
18歳以上

1,100円～

1,100円雇用期間の定めなし

その他
不問

1,500円～

2,000円雇用期間の定めなし

スケートリンク監視員

【会計年度任用職員】

浦河町教育委員会


