
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30分～17時30分

（従業員数 14人 ) 普通自動車運転免許
正社員 01160-  422231 就業場所 浦河郡浦河町

交替制あり
(1)9時30分～17時00分
(2)12時00分～20時00分
(3)9時30分～20時00分

（従業員数 5人 )

正社員以外 01160-  423531 就業場所 浦河郡浦河町
変形（1年単位）
(1)7時45分～17時00分

（従業員数 13人 ) 普通自動車運転免許
正社員 01160-  418331 就業場所 浦河郡浦河町 （AT限定不可）

変形（1年単位）
(1)7時45分～17時00分
(2)7時45分～16時30分

（従業員数 13人 ) 普通自動車運転免許
正社員 01160-  419631 就業場所 浦河郡浦河町 （AT限定不可）

(1)8時45分～17時15分

（従業員数 1人 )

正社員以外 01160-  420031 就業場所 様似郡様似町
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時00分
(2)8時30分～12時00分

（従業員数 18人 ) 普通自動車運転免許
正社員以外 01160-  405831 就業場所 浦河郡浦河町

保健師
(1)8時45分～17時30分

（従業員数 3人 ) 普通自動車運転免許
正社員 01160-  325831 就業場所 様似郡様似町

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時00分

（従業員数 29人 ) 普通自動車運転免許
正社員 01160-  336431 就業場所 浦河郡浦河町 （AT限定不可）

変形（1ヶ月単位） 准看護師
(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-  339631 就業場所 浦河郡浦河町

(1)8時30分～17時15分

（従業員数 5人 ) 普通自動車運転免許
正社員 01160-  313631 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-  302431 就業場所 浦河郡浦河町

(1)7時20分～17時00分
(2)7時00分～16時30分

（従業員数 90人 )

正社員以外 01160-  273331 就業場所 浦河郡浦河町
大型自動車免許

(1)7時20分～17時00分 大型特殊自動車免許
(2)7時00分～16時30分

（従業員数 90人 ) 普通自動車運転免許
正社員以外 01160-  274631 就業場所 浦河郡浦河町

〈パート〉 時間額

交替制あり 危険物取扱者（乙種）
7時00分～20時00分の
間の5時間以上

（従業員数 9人 ) 普通自動車運転免許
パート労働者 01160-  421831 就業場所 浦河郡浦河町

賃金 所在地・就業場所

保険営業スタッフ ひだか産商　有限会

社

浦河郡浦河町大通２丁目１６－

２

雇用・労災・

健康・厚生38歳以下
190,000円～

200,000円雇用期間の定めなし

販売員 １００円ショップ

キャンドゥ　浦河店

浦河郡浦河町大通３丁目５３番地 浦河

ショッピングセンタ－ＭｉＯ内

雇用・労災・

健康・厚生62歳以下
138,000円～

156,400円

求む！帰る場所であるイエ

をつくる現場監督(正社員)

有限会社　神馬建設 浦河郡浦河町向が丘西１丁目５

３９－４５

雇用・労災・

健康・厚生64歳以下
230,000円～

380,000円雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

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・

健康・厚生不問

970円～970円
雇用期間の定めあり（４ヶ月

以上）

一般事務職員【会計

年度任用職員】

様似町役場 様似郡様似町大通１丁目２１番

地

雇用・労災・

健康・厚生不問
150,100円～

150,100円雇用期間の定めあり（４ヶ月

以上）

雇用・労災・

健康・厚生不問
160,000円～

171,000円雇用期間の定めあり（４ヶ月

以上）

保健師／保健福祉課 様似町役場 様似郡様似町大通１丁目２１番

地

雇用・労災・

健康・厚生50歳以下
201,200円～

330,000円

地元の人に喜ばれる家づく

りの大工(経験者／正社員)

有限会社　神馬建設 浦河郡浦河町向が丘西１丁目５

３９－４５

雇用・労災・

健康・厚生64歳以下
186,400円～

279,600円雇用期間の定めなし

職業指導員（準職

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

配送 株式会社　ホクチク 浦河郡浦河町字西幌別３２８番

地の６６

雇用・労災・

健康・厚生35歳以下
165,500円～

302,600円雇用期間の定めなし

242,000円～

308,000円雇用期間の定めあり（４ヶ月

以上）

雇用期間の定めなし

准看護師／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
190,000円～

325,000円雇用期間の定めなし

体育指導主事（乗馬

公園勤務）

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59歳以下
154,600円～

154,600円雇用期間の定めなし

雇用・労災・

健康・厚生不問

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

重機(車両系建設機械)運転

手・１０ｔダンプ運転手

株式会社　手塚組 浦河郡浦河町字西舎１９５ 雇用・労災・

健康・厚生不問
265,000円～

310,000円雇用期間の定めあり（４ヶ月

以上）

一般土木作業員「建

設」

株式会社　手塚組 浦河郡浦河町字西舎１９５

◎ 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

(1)9時30分～12時30分
(2)14時00分～18時30分

（従業員数 2人 )

パート労働者 01160-  414231 就業場所 浦河郡浦河町
歯科衛生士

(1)9時30分～12時30分
(2)14時00分～18時30分

（従業員数 2人 )

パート労働者 01160-  415531 就業場所 浦河郡浦河町

8時30分～17時00分の
間の4時間程度

（従業員数 150人 ) 普通自動車運転免許
パート労働者 01160-  417731 就業場所 浦河郡浦河町

保健師
8時45分～17時30分の 看護師
間の6時間程度

（従業員数 23人 )

パート労働者 01160-  413831 就業場所 浦河郡浦河町

8時45分～17時30分の
間の6時間程度

（従業員数 23人 )

パート労働者 01160-  408431 就業場所 浦河郡浦河町

9時00分～13時00分の
間の3時間程度

（従業員数 12人 )

パート労働者 01160-  397331 就業場所 浦河郡浦河町

8時45分～17時30分の
間の6時間程度

（従業員数 23人 )

パート労働者 01160-  393231 就業場所 浦河郡浦河町

8時45分～17時30分の
間の6時間程度

（従業員数 23人 )

パート労働者 01160-  394531 就業場所 浦河郡浦河町

9時00分～16時00分の
間の6時間程度

（従業員数 5人 )

パート労働者 01160-  387431 就業場所 浦河郡浦河町
交替制あり
9時00分～00時30分の
間の6時間程度

（従業員数 12人 )

パート労働者 01160-  389331 就業場所 浦河郡浦河町

7時30分～20時00分の
間の7時間程度

（従業員数 20人 )

パート労働者 01160-  384831 就業場所 浦河郡浦河町

(1)15時00分～21時00分

（従業員数 27人 )

パート労働者 01160-  311731 就業場所 様似郡様似町

8時00分～16時00分の
間の3時間程度

（従業員数 5人 )

パート労働者 01160-  312331 就業場所 浦河郡浦河町

9時00分～16時00分の
間の4時間以上

（従業員数 42人 )

パート労働者 01160-  306931 就業場所 浦河郡浦河町
交替制あり
(1)17時15分～22時00分
(2)12時30分～22時00分
(3)8時45分～22時00分

（従業員数 4人 )

パート労働者 01160-  299331 就業場所 浦河郡浦河町

(1)8時30分～17時00分

（従業員数 2人 ) 普通自動車運転免許
パート労働者 01160-  271431 就業場所 浦河郡浦河町

歯科衛生士 原田歯科医院　原田

史也

浦河郡浦河町堺町東１丁目５－

１５

雇用・労災・

健康不問
1,300円～

1,300円雇用期間の定めなし

歯科助手 原田歯科医院　原田

史也

浦河郡浦河町堺町東１丁目５－

１５

雇用・労災・

健康不問
1,000円～

1,000円雇用期間の定めなし

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
1,008円～

1,137円雇用期間の定めあり（４ヶ月

以上）

自主納付推進員【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

公災
不問

936円～936円
雇用期間の定めあり（４ヶ月

以上）

保健師・看護師(会計

年度任用職)

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
1,491円～

2,074円雇用期間の定めあり（４ヶ月

以上）

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
1,008円～

1,137円雇用期間の定めあり（４ヶ月

以上）

一般事務（補助） 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

労災
不問

920円～920円
雇用期間の定めなし

浦河町教育委員会 浦河郡浦河町築地１丁目３番１

号

公災
不問

1,026円～

1,026円雇用期間の定めあり（４ヶ月

以上）

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
1,008円～

1,137円雇用期間の定めあり（４ヶ月

未満）

受付事務員 ヤマト運輸株式会社

浦河センター

浦河郡浦河町堺町西１丁目８３

－７５

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

未満）

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
18歳以上

920円～920円
雇用期間の定めなし

乗馬指導補助員【パートタ

イム会計年度任用職員】

厨房スタッフ 湯らん銭　株式会社

ホテル　アポイ山荘

様似郡様似町字平宇４７９－７ 雇用・労災・

健康・厚生不問

960円～960円
雇用期間の定めなし

乗馬管理等補助【パートタ

イム会計年度任用職員】

浦河町教育委員会 浦河郡浦河町築地１丁目３番１

号

公災
不問

1,026円～

1,026円雇用期間の定めあり（４ヶ月

以上）

介護職員（パート） 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
不問

999円～1,194円
雇用期間の定めあり（４ヶ月

以上）

アイヌ生活相談員【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

956円～956円
雇用期間の定めあり（４ヶ月

以上）

堺町会館管理人(夜)

【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

公災
不問

929円～929円
雇用期間の定めあり（４ヶ月

以上）


