
  ハローワーク夕張
  夕張市本町5丁目5番地
  電話　0123-52-4411

◆ 　「①フルタイム」と「②パートタイム・季節」の２種類に分けました。

◆ 　本誌は、ハローワーク夕張管轄地域（夕張市・栗山町・由仁町・長沼町）の求人を地域・
　　雇用形態別で一覧にしたものです。
　  　今月・翌月分の発行スケジュールは下記のとおりです（月2回発行）。

 　ハローワーク以外にも次の場所に設置していますので、ご自由にお持ち帰りください。

　　【夕張市】 夕張市役所・夕張市役所南支所・夕張商工会議所【長沼町】 長沼町商工会・長沼町役場

　　【栗山町】 継立郵便局・栗山商工会議所・マックスバリュ栗山店・栗山町図書館・栗山町役場

　　【由仁町】 由仁町商工会・由仁町役場

◆ 　本誌は求人情報一覧であり、免許・資格など、詳細な内容まで全て明示しているものではなく、

　  また、発行後に取消や内容変更となっている場合もありますので、応募の前には必ず最新内容

　  の求人票をご確認ください。

◆ 　掲載されている求人に応募される場合はハローワークの紹介状が必要になりますので、

　  お近くのハローワーク又は付属施設（下図参照）へお越し下さい。

　　　また、詳細内容のお問い合わせや応募ご希望の際は、各求人の一番左上に掲載されて

　　いる求人番号をお申し出いただくようお願いします。

求職活動はハローワーク及びジョブガイドをご利用ください。
ハローワーク千歳のホームページでも「かんたん求人検索」で夕張管内の求人を見ることができます！

令和５年５月１６日号

　　お好きな方をお取り下さい。

５月 １６日、３０日 ６月 １３日、２７日

（平日 8:30～17:15） （平日 8:30～17:15）

（平日 9:30～17:00） （平日 9:30～17:00）

詳しくはこちら

（スマートフォン等でＱＲコードを読み取ると、ハローワーク千歳のwebサイトにアクセス出来ます）



ハローワーク千歳 で検索！
R５.１.23

その他お役立ち情報随時更新中！！
ぜひ公式ホームページへ♪右記ＱＲコード又は

公式ホームページの一部メニューをご紹介♪

各種セミナーのご案内や、
週刊求人情報を一覧で掲載！

就活お役立ち情報！

求職者の皆様へ

地元の会社の方と直接
話せるチャンスです！

おしごと説明会

あなたの地元のおしごと

求人かんたん検索

入力不要！選んで検索！

希望条件を選択して簡単に
求人を検索できます！

ハローワーク千歳
公式キャラクターやまっち

就活イベント情報やセミナーの
ご案内など、タイムリーな情報
をいち早くお届けします♪

などお仕事に関係する言葉
を話しかけてください！
やまっちがお役立ち情報を
お伝えします♪

■求人
■職業訓練
■お仕事探し



求人番号 事業所名 職種名
雇用形態 就業場所／住所 年齢制限
加入保険 雇用期間 必要な経験
募集人数 休日

パート労働者 北海道夕張市南清水沢３丁目２７ 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

～令和6年4月30日

1人 契約更新の可能性あり（原則更新） 他

パート労働者 北海道夕張市南清水沢３丁目２７ 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

～令和6年4月30日

1人 契約更新の可能性あり（原則更新） 他

パート労働者 北海道夕張郡長沼町西１線北３番 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

～令和6年4月30日

2人 契約更新の可能性あり（原則更新） 他

パート労働者 北海道夕張市南清水沢４丁目６３ 18歳以上

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

～令和6年3月31日

1人 契約更新の可能性あり（条件あり） 他

パート労働者 北海道夕張市紅葉山２３０番地 不問

～

雇用期間の定めなし

1人 日他

パート労働者 北海道夕張市末広２丁目１－６ 不問

～

雇用期間の定めなし

1人 日他

パート労働者 北海道夕張市本町４丁目２番地 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 契約更新の可能性あり（原則更新） 土日祝

パート労働者 北海道夕張市紅葉山２３０番地 不問

～

雇用期間の定めなし

2人 日祝他

パート労働者 北海道夕張市沼ノ沢５１０－１１ 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

令和5年3月16日～令和5年9月30日

10人 契約更新の可能性あり（原則更新） 他

パート労働者 北海道夕張市紅葉山２３０番地 18歳以上

～

雇用期間の定めなし

1人 他

パート労働者 北海道夕張市紅葉山２４３－６ 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 契約更新の可能性あり（原則更新） 他

パート労働者 北海道夕張市日吉１４－６ 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 契約更新の可能性あり（原則更新） 他

パート労働者 北海道夕張市日吉１６番４ 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 契約更新の可能性あり（原則更新） 他

厨房において、調理補助業務全般に従事する。
（調理、食材切り込み、盛り付け、配膳、食器洗浄、厨房内清掃な
ど）



(1)6時00分～13時30分
(2)12時30分～19時00分

雇用・労災 1000円
(3)14時00分～19時00分

1200円

01240- 6920531 株式会社　日総 調理スタッフ（夕
張市）

920円

01240- 6822231 株式会社　日総 （パート社員）調
理スタッフ（夕張

920円
変形（1ヶ月単位） 厨房において、食材切り込み・食器洗浄・盛り付け等、給食調理業

務全般に従事する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※５名体制で１２０食を調理しています
※未経験の方も歓迎します！

(1)6時00分～14時00分
(2)11時00分～19時00分

雇用・労災・健康・厚
生

施設の厨房において、調理及び調理補助業務全般に従事していた
だきます。
・調理　・食材切込　・盛り付け　・配膳
・食器洗浄および厨房内清掃　など


(1)6時00分～15時00分
(2)10時00分～19時00分

雇用・労災・健康・厚
生

1500円

925円

01240- 6994231 株式会社　日総 （パート社員）調
理スタッフ（夕張

920円
変形（1ヶ月単位）

01251-  231431 社会福祉法人　北海道博愛舎 介護スタッフ（夜
間・休日専門）

924円
変形（1ヶ月単位） ◎夜間専門生活支援員（月５～６回程度）

　障がい者の方の日常生活支援
　食事介助（配膳・見守り）
　排泄介助（トイレ移動補等）
　清拭（オムツ・衣類等汚れ物交換）

(1)16時00分～8時00分
(2)8時00分～17時00分

雇用・労災

チョコレート材料を型に流し込み機械にセットし冷却する作業
冷やされた型からチョコレートを外す作業
型から外されたチョコレートを選別する検品作業
検品されたチョコレートを包装する作業
完成したチョコレートを箱に詰める作業

(1)8時00分～17時00分

雇用・労災・健康・厚
生

1800円 又は8時00分～19時00
分の間の4時間以上

1300円

01251-  268631 株式会社ＤＡＤＡＣＡ　夕張
工場

菓子製造スタッフ 950円

01251-  278031 社会福祉法人　北海道博愛舎 看護師 1200円
変形（1年単位） 利用者に対する看護業務全般

生活改善に係る利用者への指導
服薬管理及び健康管理
簡易的な医療処置
通院支援

(1)8時00分～17時00分

雇用・労災・健康・厚
生

＊後方オペレーション事務・預金業務
＊電話対応
＊窓口業務
＊庶務など
　※研修制度あり

雇用・労災・健康・厚
生

銀行経験者優遇 940円 又は9時00分～17時00
分の間の5時間程度

930円 又は8時30分～19時00
分の間の5時間程度

01251-  311431 株式会社　北洋銀行夕張支店 【急募】銀行後方
事務・窓口業務

940円

01251-  364931 有限会社　ビックショップ
かね安

スーパーマーケッ
ト販売員

920円
交替制あり スーパーマーケットにおける　レジ打ちが主な業務。

品出し、発注作業、簡単な後片付け、その他軽作業。
シフト制で　週３～５日程度の出勤。
日曜日定休日です。
時間は８時半から１４時・１４時から１９時の二交代制。

(1)8時30分～14時00分
(2)14時00分～19時00分

雇用・労災

クリーニング品の仕分け作業、仕上げ作業、たたみ作業
アイロンかけ、プレス仕上げ、袋入れ作業等
大型洗濯機・乾燥機への出し入れ
同洗濯機・乾燥機の運転操作など全般


雇用・労災 920円 又は8時00分～17時00
分の間の4時間程度

1030円

01251-  406831 社会福祉法人　北海道博愛舎 クリーニング作業
員

920円
変形（1年単位）

01251-  403931 社会福祉法人　雪の聖母園
ライフネットゆうばり

夜勤専門員 1030円
交替制あり ２１時～朝６時までの入居利用者の

見守り支援、若干の介助支援、相談支援、記録少々

＊雇用期間満了後は年度毎の更新です

(1)21時00分～6時00分

労災

商品販売、陳列、発注業務、配達業務及び本部への諸届業務など
を行っていただきます。

＊未経験の方にも丁寧に指導いたしますので安心してご応募下さ
い

(1)8時40分～14時40分
(2)15時00分～20時20分

雇用・労災・健康・厚
生

930円

940円

01230- 9365531 ＤＣＭニコット　株式会社 販売員（夕張郡長
沼町）５Ｈ

930円
交替制あり

01230- 9332431 ＤＣＭニコット　株式会社 販売員（夕張市）
７．５Ｈ

940円
交替制あり 商品販売、陳列、発注業務、配達業務及び本部への諸届業務など

を行っていただきます。

＊未経験の方にも丁寧に指導いたしますので安心してご応募下さ
い

(1)8時40分～17時30分
(2)11時30分～20時20分

雇用・労災・健康・厚
生

(2)16時20分～20時20分
雇用・労災 940円

賃金
（ a + b

）
就業時間 仕事の内容

01230- 9324531 ＤＣＭニコット　株式会社 販売員（夕張市）
４Ｈ

940円
交替制あり 商品販売、陳列、発注業務、配達業務及び本部への諸届業務など

を行っていただきます。

＊未経験の方にも丁寧に指導いたしますので安心してご応募下さ
い

(1)8時40分～12時40分

夕張市パートタイム-1



求人番号 事業所名 職種名
雇用形態 就業場所／住所 年齢制限
加入保険 雇用期間 必要な経験
募集人数 休日

有期雇用派遣パー 北海道夕張郡由仁町東栄８６番地 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

1人 契約更新の可能性あり（条件あり） 他

パート労働者 北海道夕張郡由仁町馬追２１５番 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 契約更新の可能性あり（原則更新） 他

パート労働者 北海道夕張郡由仁町新光５３番地 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 契約更新の可能性あり（原則更新） 土日祝他

パート労働者 北海道夕張郡由仁町新光５３番地 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 契約更新の可能性あり（原則更新） 土日祝他

パート労働者 北海道夕張郡由仁町中央２５番地 不問

～

雇用期間の定めなし

2人 他

パート労働者 北海道夕張郡由仁町伏見１２２番 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

～令和6年3月31日

1人 契約更新の可能性あり（原則更新） 他

パート労働者 北海道由仁町馬追１－１ 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

～令和6年3月31日

2人 契約更新の可能性あり（原則更新） 他

パート労働者 北海道夕張郡由仁町馬追１－１ 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

令和5年4月1日～令和6年3月31日

1人 契約更新の可能性あり（原則更新） 他

パート労働者 北海道夕張郡由仁町東栄８７番地 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

令和5年4月1日～令和6年3月31日

1人 契約更新の可能性あり（原則更新） 火木土日祝

パート労働者 北海道夕張郡由仁町東栄８７番地 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

令和5年4月1日～令和6年3月31日

1人 契約更新の可能性あり（原則更新） 土日他

パート労働者 主に栗山・由仁・長沼・南幌 不問

～

雇用期間の定めなし

5人 他

パート労働者 北海道夕張郡由仁町伏見１２２番 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

令和5年4月1日～令和6年3月31日

1人 契約更新の可能性あり（原則更新） 他

パート労働者 北海道夕張郡由仁町西三川４３９ 不問

～

雇用期間の定めなし

2人 他

パート労働者 北海道夕張郡由仁町本町２９９ 不問

～

雇用期間の定めなし

1人 他

パート労働者 北海道夕張郡由仁町伏見１２２番 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

令和5年4月1日～令和6年3月31日

1人 契約更新の可能性あり（原則更新） 他

パート労働者 北海道夕張郡由仁町馬追１－１ 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

～令和6年3月31日

1人 契約更新の可能性あり（原則更新） 他

920円 又は7時00分～19時00
分の間の8時間程度

01251-  244131 日盛ビル管理株式会社　由仁
営業所

配膳業務（由仁町
立診療所）

920円 由仁町立診療所での食事の配膳業務。
７時～１４時の６時間（休憩６０分）と１７時～１９時の２時間で実働８
時間程度となります。休憩室もありますが一旦帰宅していただいて
も構いません。

労災

レストラン及び宴会場での接客業務全般
・ドリンクや簡単な料理作り
・配膳、下膳、オーダー取り、レジ打ち業務
・早出の場合は宿泊客への朝食の配膳あり


(1)6時30分～11時00分
(2)17時00分～20時30分

雇用・労災 1000円

1000円 又は11時00分～20時
00分の間の3時間以上

01251-  273731 東武緑地株式会社　ユンニの
湯

レストランホール
スタッフ

920円
変形（1年単位）

01251-  276931 Ｙ－ＮＥＴカンパニー株式会
社（東京ホルモン）

ホールスタッフ 1000円
交替制あり ・ホール配膳・店頭販売（レジ係）

・皿洗い、店内清掃
・簡単な調理補助（野菜切り・盛り付け）

◆土日祝働ける方優遇しますが、平日短時間のみも可

労災

畑作物の草取り、箱詰め作業、収穫作業等

※未経験者歓迎
※就業時間・日数・休日等相談に応じます
※由仁町外の方には通勤手当を支給します

(1)8時00分～17時00分

雇用・労災 1200円 又は8時00分～17時00
分の間の4時間以上

950円 又は7時00分～21時00
分の間の3時間以上

01251-  282331 スリーリバーファーム　早坂
之男

農作業（通年雇
用）

1000円

01251-  297531 東武緑地株式会社　ユンニの
湯

フロントスタッフ 950円
変形（1年単位） フロント接客業務全般

＊チェッイン・チェックアウト業務
＊電話対応（予約受付）
＊売店の業務
＊来客者の対応等を行っていただきます

労災

交通誘導、イベント、その他の警備員
主に栗山・由仁・長沼・南幌（夕張・岩見沢もあり）

経験資格はあれば尚可（未経験者・無資格者も応募可）

(1)8時00分～17時00分

雇用・労災・健康・厚
生・財形

経験あれば尚可 1200円

1090円 又は8時30分～17時15
分の間の6時間程度

01251-  294031 株式会社　日東総業 警備員 1000円

01251-  306631 社会福祉法人　由仁町社会福
祉協議会

介護職員 1000円 デイサービスセンターでの介護業務全般
（入浴・排泄・食事・レクリエーション・送迎時の補助）

＊就業時間・日数相談に応じます

労災 福祉関係の資格あ
れば尚可

由仁町内の透析患者を自宅から栗山の赤十字病院まで送迎してい
ただきます（月・水・金のみの勤務）

※ワゴン車（リフト付きハイエース）を使用します
※６０歳以上の方も応募可能です

(1)17時00分～19時00分

労災 1030円

920円 又は5時00分～20時30
分の間の4時間以上

01251-  308131 社会福祉法人　由仁町社会福
祉協議会

送迎運転手 970円

01251-  313331 日盛ビル管理株式会社　由仁
営業所

ボイラー業務 920円
交替制あり 由仁町立診療所のボイラー等施設管理業務

雇用・労災 ボイラー業務

由仁町立診療所での清掃業務を行っていただきます
（床清掃、トイレ清掃等）(1)7時30分～16時30分

雇用・労災 920円

1000円 又は7時00分～20時00
分の間の3時間以上

01251-  326831 日盛ビル管理株式会社　由仁
営業所

清掃員 920円

01251-  362331 東武緑地株式会社　ユンニの
湯

調理補助スタッフ 920円
交替制あり 厨房内における調理補助業務全般。

調理の補助、食器洗浄、料理の盛り付け等をしていただきます。

※扶養範囲内で働くことができます（労働日数相談に応じます）
※マイカー通勤できる方を希望

雇用・労災

・特にパソコン打ち込み
　手書き伝票からパソコン入力
・ガソリンスタンドによる自動車給油

＊勤務時間、日数は相談に応じます

雇用・労災・健康・厚
生

1000円 又は8時00分～18時00
分の間の5時間以上

970円

01251-  428631 協進商事株式会社 一般事務 950円
交替制あり

01240- 4425231 株式会社　日総 （パート社員）調
理スタッフ（由仁

940円 学校給食施設の厨房において、調理業務全般に従事していただき
ます。

・調理補助
・食材の切り込み　

(1)8時00分～15時30分

雇用・労災・健康・厚
生

学校給食施設の厨房において、調理業務全般に従事していただき
ます。

・調理補助
・食材の切り込み　

(1)8時30分～15時15分
(2)8時30分～12時30分

雇用・労災 970円
(3)13時30分～15時30分

1200円

01240- 4424831 株式会社　日総 （パート社員）調
理スタッフ（由仁

940円

01240- 8801131 株式会社　日総 盛付・配膳（夕張
郡由仁町）

950円
交替制あり 厨房において、調理補助業務全般に従事していただきます。

＊食材切り込み
＊盛り付け
＊配膳
＊食器洗浄

(1)6時30分～11時00分
(2)14時00分～18時30分

労災

雇用・労災・健康・厚
生

1200円

賃金
（ a + b

）
就業時間 仕事の内容

01010-20023331 株式会社　Ｔｒｕｓｔ　Ｇｒ
ｏｗｔｈ　北海道支社

夜勤専従介護ス
タッフ（由仁町東

1000円
変形（1ヶ月単位） 特別養護老人ホームでの夜勤専従介護のお仕事です。

排泄介助、食事介助、入浴介助等の介護業務を行って頂きます。

＊週１回～相談可能です。
＊夜勤に入る前に日勤でならしもありますので、ならしも出られる

(1)20時30分～8時30分

由仁町パートタイム-1



求人番号 事業所名 職種名
雇用形態 就業場所／住所 年齢制限
加入保険 雇用期間 必要な経験
募集人数 休日

賃金
（ a + b

）
就業時間 仕事の内容

パート労働者 北海道夕張郡由仁町中央３１２番 不問

～

雇用期間の定めなし

2人 他

パート労働者 北海道夕張郡由仁町東栄８７－１ 64歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 日祝他

1100円 又は8時30分～18時00
分の間の4時間以上

01090- 3123231 株式会社キッズランド 保育士（由仁町） 1100円
交替制あり 児童発達支援施設で保育業務及び付随する業務全般をお任せい

たし
ます。
１日定員１０名程度ですので、子どもたち１人１人に寄り添った療
育に取り組むことができる環境です。

労災

フィットネスクラブにおけるフロント受付業務
・各種手続き（入会受付、チェックイン・アウト）
・電話応対
・清掃業務
・その他、上記に付随する業務

労災 920円 又は9時30分～21時30
分の間の4時間以上

01070- 1951431 株式会社　ブシロードウェル
ビー

フロント業務（由
仁町：ユニウォー

920円

由仁町パートタイム-2



求人番号 事業所名 職種名
雇用形態 就業場所／住所 年齢制限
加入保険 雇用期間 必要な経験
募集人数 休日

有期雇用派遣パー 北海道夕張郡長沼町西１線北３番 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

1人 契約更新の可能性あり（条件あり） 他

有期雇用派遣パー 北海道夕張郡長沼町西１線北３番 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

1人 契約更新の可能性あり（条件あり） 他

パート労働者 北海道夕張郡長沼町西町１丁目８ 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 契約更新の可能性あり（条件あり） 月水金土日

パート労働者 北海道夕張郡長沼町西１１線南６ 不問

～

雇用期間の定めなし

1人 他

パート労働者 北海道夕張郡長沼町東６線北１５ 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

令和5年6月1日～令和5年11月30日

1人 契約更新の可能性なし 土日祝

パート労働者 北海道夕張郡長沼町東５線北４番 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

2人 契約更新の可能性あり（原則更新） 日

パート労働者 北海道夕張郡長沼町南町２丁目３ 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

～令和6年3月31日

1人 契約更新の可能性あり（原則更新） 他

パート労働者 北海道夕張郡長沼町東６線北４番 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

～令和6年3月31日

1人 契約更新の可能性あり（原則更新） 他

パート労働者 北海道夕張郡長沼町西１２線南６ 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

令和5年6月1日～令和5年12月25日

1人 契約更新の可能性あり（条件あり） 土日祝他

パート労働者 北海道夕張郡長沼町錦町北１丁目 59歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 他

パート労働者 北海道夕張郡長沼町錦町南１丁目 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 契約更新の可能性あり（原則更新） 土日祝他

パート労働者 北海道夕張郡長沼町南町２丁目３ 不問

～

雇用期間の定めなし

2人 土他

パート労働者 北海道夕張郡長沼町宮下２丁目１ 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

～令和6年3月31日

2人 契約更新の可能性あり（原則更新） 土日祝

パート労働者 北海道夕張郡長沼町南町２丁目３ 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

～令和6年3月31日

2人 契約更新の可能性あり（原則更新） 他

パート労働者 北海道夕張郡長沼町西町１丁目８ 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

～令和6年3月31日

1人 契約更新の可能性あり（条件あり） 土日祝他

パート労働者 北海道夕張郡長沼町東１０線南７ 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

～令和6年3月31日

1人 契約更新の可能性あり（原則更新） 他

1000円 又は7時30分～16時30
分の間の7時間程度

01251-  356931 株式会社　キャメルマオイ 道の駅マオイの丘
公園　清掃員

1000円
交替制あり ・道の駅マオイの丘公園センターハウス内の清掃

・さわやかトイレ（外の２４時間トイレ）清掃

＊雇用期間満了後は１年毎の更新となります（原則更新）

雇用・労災

長沼町にある介護施設（有料老人ホーム）や個人宅への訪問歯科
診療をお願いいたします。

最初は介護施設への訪問が中心となります。


(1)8時30分～17時30分

雇用・労災 訪問歯科でのご経
験

※訪問歯科未経験

4375円

1268円 又は7時00分～22時00
分の間の4時間程度

01251-  378431 医療法人社団　緑稜会　みど
りクリニック長沼

【非常勤】歯科医
師（訪問歯科）長

4375円

01251-  379731 社会福祉法人　迎光会 介護職員 1268円
交替制あり 特別養護老人ホーム（６ユニット：２３～２４人定員）にて、ご利用者

様に対する生活全般の介護サービスを提供いただきます。
＜主な業務＞
・移動、食事、入浴、排泄などの日常生活介助
・誕生会などレクリェーション等

雇用・労災・健康・厚
生

高齢者や身体に障害を抱える方へ、日常生活上で困難なことの援
助やケアを行っていただきます。
＜主な業務＞
・排泄介助、入浴介助、調理、清掃、買い物援助、通院介助など


労災 訪問介護員 940円 又は8時30分～17時00
分の間の4時間程度

920円

01251-  394431 社会福祉法人　長沼町社会福
祉協議会

ホームヘルパー 940円
交替制あり

01251-  393531 株式会社　日東総業 施設清掃スタッフ
（長沼町）

920円
交替制あり 町管理施設内（長沼町総合保健福祉センターりふれ）の玄関・廊

下・トイレ・ロビー等の清掃業務

※就業時間はシフト制ですが、１週毎に（１）（２）の固定となります

(1)6時30分～15時00分
(2)15時00分～22時00分

雇用・労災・健康・厚
生

知的にしょうがいを持たれた方の日中活動支援の補助を行ってい
ただきます。主にパン製造に関する軽作業（電話対応、袋詰め、伝
票処理等）に従事していただきます。

(1)8時30分～14時00分

労災 パン製造に経験あ
れば尚良し

950円

1100円 又は9時00分～17時00
分の間の3時間以上

01251-  408531 社会福祉法人　長沼陽風会 （臨）支援員補助
員

950円

01251-  399131 バレーペアレンツ　株式会社 介護福祉士 920円 地域密着型通所介護の仕事です。入浴介助、更衣・排泄介助、送
迎、食事介助、レクレーション等が主な仕事内容です。看護師、作
業療法士と介護福祉士が丁寧にご指導いたします。労災 実務経験あれば尚

可

◆片手で持てる程度のコンクリート製品の製造・梱包・出荷業務な
どを行っていただきます。
◆就業時間は柔軟に個別対応可能ですが、朝の８時から就業でき
る方を希望。
◆繁忙期の期間雇用となります。雇用期間満了後は翌年３月下旬

(1)8時00分～17時00分

雇用・労災・健康・厚
生

920円 又は8時00分～17時00
分の間の4時間程度

980円

01251-  422831 有限会社　北海道ウォール コンクリート製品
製造梱包スタッフ

920円

01251-  419331 株式会社　キャメルマオイ ながぬま温泉「ジ
ンギスカン　ひつ

980円
交替制あり リニューアルオープンしたばかりの焼き肉レストランでの

ホール接客と簡単な洗い物のお仕事となります。

未経験者の応募も大歓迎！ほとんどの従業員が未経験から
スタートしているので安心してご応募ください。

(1)9時00分～15時00分
(2)15時00分～21時00分

雇用・労災

施設利用者の食事の調理業務
（調理・盛付・配膳・下膳・洗浄・食材の切菜等）(1)5時30分～13時00分

(2)10時00分～19時00分
雇用・労災・健康・厚

生
1051円

920円 又は8時00分～16時00
分の間の4時間以上

01251-  425431 社会福祉法人　迎光会 調理員（パート） 1051円
交替制あり

01251-  441731 医療法人社団恵庭南病院　介
護老人保健施設マオイの里

清掃員 920円 施設内の清掃
・併設のクリニックの清掃も含みます
・拭き・掃き掃除が中心ですが簡単な消毒作業も行っていただき
　ます
・男女トイレの清掃あり

(1)8時00分～12時00分
(2)9時00分～12時00分

雇用・労災

・作物グループ配属

・実験器具の洗浄、薬品等の計量、データ集計
・畑での試験研究調査の補助業務


(1)9時00分～16時00分

雇用・労災・健康・厚
生

ほ場等での農作業
経験があれば尚可

1137円

1650円

01251-  440431 地方独立行政法人　北海道立
総合研究機構農業研究本部

パート職員（研究
補助）

920円

01010-11622531 株式会社クリーンコーポレー
ション札幌

日常清掃（長沼
町）

1200円 店舗開店前の清掃
トイレ・床等の清掃がメイン

＊６０歳以上の方の応募歓迎


(1)6時30分～9時30分

労災

施設内の清掃業務

＊火・木のお仕事です。

＊６０歳以上の方の応募歓迎

(1)9時00分～14時00分

労災 920円

1050円 又は13時00分～21時
00分の間の4時間以上

01010-14174331 株式会社　矢島システムサー
ビス

施設内清掃（長沼
町）

920円

01010-20034131 株式会社　Ｔｒｕｓｔ　Ｇｒ
ｏｗｔｈ　北海道支社

レジスタッフ（夕
張郡長沼町）

1000円
交替制あり スーパーでのレジのお仕事です。

スーパーにて接客、レジ、サービスカウンター業務を行って
頂きます。

＊レジ経験ある方大歓迎です。

労災 レジ実務経験

雇用・労災 スーパー経験 950円 又は7時00分～15時00
分の間の7時間程度

賃金
（ a + b

）
就業時間 仕事の内容

01010-20033931 株式会社　Ｔｒｕｓｔ　Ｇｒ
ｏｗｔｈ　北海道支社

調理補助等スタッ
フ（夕張郡長沼

950円
交替制あり スーパーでの接客や販売、品出し・陳列、商品加工等を行って頂き

ます。
＊調理補助業務だけではなく陳列やそれに伴う接客もあります。

＊接客方法など、基本は先輩が丁寧に指導しますのでご安心

長沼町パートタイム-1



求人番号 事業所名 職種名
雇用形態 就業場所／住所 年齢制限
加入保険 雇用期間 必要な経験
募集人数 休日

賃金
（ a + b

）
就業時間 仕事の内容

パート労働者 北海道夕張郡長沼町東１０線南７ 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

～令和5年11月30日

1人 契約更新の可能性あり（条件あり） 他

パート労働者 北海道夕張郡長沼町北町２丁目５ 不問

～

雇用期間の定めなし

2人 土日祝

パート労働者 北海道夕張郡長沼町中央北１丁目 不問

～

雇用期間の定めなし

1人 土日祝他

パート労働者 北海道夕張郡長沼町南町２丁目３ 不問

～

雇用期間の定めなし

1人 日祝他

パート労働者 主に栗山・由仁・長沼・南幌 不問

～

雇用期間の定めなし

5人 他

パート労働者 北海道夕張郡長沼町東町北１丁目 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

2人 契約更新の可能性あり（原則更新） 土日他

パート労働者 北海道夕張郡長沼町東７線南３号 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

令和5年4月15日～令和5年10月29日

1人 契約更新の可能性あり（原則更新） 月火金祝他

パート労働者 北海道夕張郡長沼町東５線南６ 不問

～

雇用期間の定めなし

2人 他

パート労働者 北海道夕張郡長沼町東１０線南７ 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

～令和6年3月31日

2人 契約更新の可能性あり（条件あり） 他

パート労働者 北海道夕張郡長沼町栄町１丁目７ 59歳以下

～

雇用期間の定めなし

2人 他

パート労働者 北海道夕張郡長沼町西１線北３番 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

～令和6年4月30日

1人 契約更新の可能性あり（原則更新） 他

パート労働者 北海道夕張郡長沼町西１２線南６ 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

2人 契約更新の可能性あり（原則更新） 他

パート労働者 北海道夕張郡長沼町西３線南１番 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

2人 契約更新の可能性あり（原則更新） 他

○主に野菜の袋詰め作業を行います
・セイコーマート向けに野菜（長ネギ、ニラ他）を袋詰めします（手作
業及び簡易な機械操作）
・袋詰め後の出荷作業、その他、付随する作業


(1)9時00分～15時00分

労災 920円

920円
(3)12時00分～21時00分
又は7時00分～22時00
分の間の4時間以上

01080-  726931 株式会社　北栄ファーム 野菜のパック作業
員（長沼支店）

920円

01230- 9299131 出光リテール販売　株式会社
北海道カンパニー

セルフガソリンス
タンドスタッフ

920円
交替制あり お客様の給油サポート業務をお願いします。お客様ご自身が給油

するセルフのガソリンスタンドの為、給油作業はありません。各種
キャンペーンのご案内やご来店頂いた方への接客業務をお願いし
ます。

(1)7時00分～16時00分
(2)10時00分～19時00分

労災

商品販売、陳列、発注業務、配達業務及び本部への諸届業務など
を行っていただきます。

＊未経験の方にも丁寧に指導いたしますので安心してご応募下さ
い

(1)8時40分～17時30分
(2)11時30分～20時20分

雇用・労災・健康・厚
生

930円

1000円
(3)10時00分～19時00分

01230- 9422331 ＤＣＭニコット　株式会社 販売員（夕張郡長
沼町）７．５Ｈ

930円
交替制あり

01251-  246831 有限会社　桃野石油店 ガソリンスタンド
スタッフ

920円
交替制あり ガソリンスタンド店頭での接客業務、その他様々な仕事をしていた

だきます。

＜取扱品目＞
店頭

(1)7時30分～16時30分
(2)9時00分～18時00分

雇用・労災・健康・厚
生

自動車整備業務、
板金業務経験者優

遇

・ピッツェリアトニーノのホール業務全般をお願いします。
・接客、配膳がメインとなり未経験でも元気と明るさがあれば
　大丈夫なお仕事です！
・短時間ＯＫ！長時間ＯＫ！週２回でもＯＫ！５回でもＯＫ！
　幅広い要望にも対応します。

(1)8時30分～17時00分
(2)11時00分～16時00分

雇用・労災・健康・厚
生

1000円

950円

01251-  261031 株式会社　キャメルマオイ 道の駅マオイの丘
公園　ピッツェリ

1000円
交替制あり

01251-  291631 株式会社　高田モータース ＜急募＞タクシー
乗務員

950円 タクシー事業新規立ち上げにつき乗務員を募集します。
タクシー運転、洗車、清掃他

◆就業時間・労働日数は都合の良い時間帯で結構です。
（面接時要相談）

(1)16時30分～0時00分

雇用・労災・健康・厚
生

レストランでのホールサービス及び調理補助業務

＊水木土日のうち２日程度の勤務です（日数・曜日相談可）労災 930円 又は10時00分～15時

00分の間の4時間程度

1800円 又は9時00分～17時00
分の間の3時間以上

01251-  289531 有限会社　ハートデザインズ
（田園レストラン里日和）

ホール及び調理補
助スタッフ

920円

01251-  295831 バレーペアレンツ　株式会社 正看護師、准看護
師

1200円 訪問看護サービスの業務となります。サービス指定地域は長沼町
を中心に北広島市、南幌町、由仁町等となります。また町内にある
デイサービスでの兼務をお願いする場合もあります。雇用・労災・健康・厚

生
実務経験あれば尚

可

交通誘導、イベント、その他の警備員
主に栗山・由仁・長沼・南幌（夕張・岩見沢もあり）

経験資格はあれば尚可（未経験者・無資格者も応募可）

(1)8時00分～17時00分

雇用・労災・健康・厚
生・財形

経験あれば尚可 1200円

937円

01251-  294031 株式会社　日東総業 警備員 1000円

01251-  335231 株式会社　日東総業 施設給食調理ス
タッフ（長沼町）

937円 中央保育所（長沼町）の調理業務や調理場の片付・清掃等
(1)8時30分～10時30分
(2)8時30分～14時30分

労災 調理経験あれば尚
可

・床、廊下、階段等の床清掃（掃き・拭き）
・ゴミ等処理
・トイレ清掃

(1)5時30分～10時00分

雇用・労災 925円

1000円 又は9時00分～17時00
分の間の4時間以上

01251-  334831 株式会社　日東総業 施設清掃員（長沼
町）

925円

01251-  352431 南空知リサイクルパーク株式
会社

障がい者就労支援
員（パート）

950円
交替制あり １．就労継続支援Ａ型事業所で障がい者の職業支援、生活支援と

して下記の業務を行います。＊市町村からの資源ゴミの分別作業
（声掛けや見守りなどの支援を行います）
＊送迎業務（送迎範囲：長沼町、南幌町、栗山町）
＊記録の作成（パソコンへの入力）

雇用・労災

・主に調理補助員として働いて頂ける人材を募集します。
・食事の盛り付け・洗い場がメインとなります。
・未経験者でも出来るお仕事です。
・基本的に１１月までの季節パートとなりますが
　通年雇用を希望する場合はご相談ください。

雇用・労災 1000円 又は10時00分～16時
00分の間の6時間程度

01251-  357131 株式会社　キャメルマオイ 道の駅マオイの丘
公園　調理補助

1000円
交替制あり

長沼町パートタイム-2



求人番号 事業所名 職種名
雇用形態 就業場所／住所 年齢制限
加入保険 雇用期間 必要な経験
募集人数 休日

パート労働者 北海道夕張郡栗山町松風４丁目２ 不問

～

雇用期間の定めなし

1人 土日祝他

パート労働者 北海道夕張郡栗山町錦３丁目１０ 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

2人 契約更新の可能性あり（条件あり） 他

パート労働者 北海道夕張郡栗山町松風４丁目２ 不問

～

雇用期間の定めなし

1人 土日祝他

パート労働者 北海道夕張郡栗山町字旭台２３－ 69歳以下

～

雇用期間の定めなし

2人 日祝

パート労働者 北海道夕張郡栗山町錦３丁目３４ 不問

～

雇用期間の定めなし

3人 他

パート労働者 北海道夕張郡栗山町朝日３丁目－ 不問

～

雇用期間の定めなし

3人 他

パート労働者 北海道夕張郡栗山町桜丘１丁目８ 不問

～

雇用期間の定めなし

1人 他

パート労働者 北海道夕張郡栗山町中央３丁目４ 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 契約更新の可能性あり（原則更新） 土日祝他

パート労働者 北海道夕張郡栗山町錦３丁目１０ 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 契約更新の可能性あり（条件あり） 土日祝他

パート労働者 北海道夕張郡栗山町錦２丁目６２ 不問

～

雇用期間の定めなし

1人 土日祝他

パート労働者 北海道栗山町字共和２００－５ 不問

～

雇用期間の定めなし

2人 月火木金土日

パート労働者 北海道夕張郡栗山町大井分１０８ 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

～令和6年3月20日

1人 契約更新の可能性あり（条件あり） 他

パート労働者 北海道夕張郡栗山町朝日４丁目３ 59歳以下

～

雇用期間の定めなし

1人 土日祝他

パート労働者 北海道夕張郡栗山町字湯地９５－ 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

3人 契約更新の可能性あり（原則更新） 他

パート労働者 北海道夕張郡栗山町字湯地９５－ 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

3人 契約更新の可能性あり（原則更新） 他

パート労働者 北海道夕張郡栗山町字湯地９５－ 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 契約更新の可能性あり（原則更新） 他

1070円

01190- 3103231 株式会社　コメリ　北海道ス
トアサポートセンター

売場担当（花売
場）（栗山店）

966円 ◆コメリ　ハード＆グリーン　栗山店にて売場管理及びレジ業務に
　従事していただきます
　
　・売場管理
　・商品の発注、補充、品出し

(1)11時45分～20時15分

雇用・労災・健康・厚
生

◆コメリ　ハード＆グリーン　栗山店にてレジ業務に従事
　していただきます

　・レジ業務
　・その他、店舗作業　等

(1)12時45分～17時00分

労災 950円

1018円

01190- 3102831 株式会社　コメリ　北海道ス
トアサポートセンター

レジアルバイト
（栗山店）【夕張

950円

01190- 3699431 株式会社　コメリ　北海道ス
トアサポートセンター

レジ業務（午後）
（栗山店）【夕張

966円 ◆コメリ　ハード＆グリーン　栗山店にてレジ業務に
　従事していただきます
　
　・レジ業務
　・職場環境の整備（簡単な清掃等）等

(1)12時45分～17時00分

労災

機能訓練型デイサービスにおける介護業務及び送迎業務（長沼・
由仁・栗沢方面）

＊時間・日数相談に応じます（Ｗワーク可）

(1)8時30分～12時30分
(2)13時00分～17時15分

雇用・労災 介護福祉士　初任
者研修・実務者研

修修了者

1200円
(3)10時00分～15時00分
又は8時15分～17時15
分の間の5時間程度

1000円

01251-  342831 ＪＥＷＥＬＬ株式会社（機能
訓練型デイサービスすまい

介護職 950円
交替制あり

01251-  363631 社会福祉法人　栗山ゆりの会
ハローＥＮＪＯＹ

障がい者支援員 1000円 知的に障がいのある方の朝の迎えと事業所周りの環境整備、給食
の配達を行ってもらいます。(1)8時00分～12時30分

雇用・労災 介護に関する経験
や知識

・ごみ収集車の運転業務による栗山町内のごみ収集
・工場内でのごみ処理作業
（分別・破砕・梱包・出荷・たい肥化・埋め立て）

※水曜日のみの勤務になります

(1)8時00分～16時00分

労災 1000円

1200円
(3)7時30分～13時30分
又は7時30分～17時30
分の間の5時間程度

01251-  365131 道央建設運輸株式会社 ＜急募＞ごみ収集
運搬車運転及びゴ

1000円
交替制あり

01251-  370331 学校法人　栗山立正学園　幼
保連携型栗山めぐみこども園

保育補助 1000円
交替制あり ◆保育業務全般の補助業務に従事していただきます。

　・お散歩
　・預かり保育担当　　等

(1)10時00分～16時00分
(2)11時00分～17時00分

雇用・労災・健康・厚
生

・製品作り（検びん、ラベル貼り等）
・びん詰作業補助（検びん、びん洗い）

＊お子様がいる親世代も大歓迎
＊雇用期間は勤務状況により更新（６ヶ月毎）

(1)8時30分～17時00分

雇用・労災 920円

955円
(3)9時30分～16時00分

01251-  374031 小林酒造株式会社 製品工場作業員 920円

01251-  375831 株式会社　北洋銀行　栗山支
店

預金業務全般 925円
交替制あり ・窓口（テラー）業務および後方事務サポート

・預金の入出金、税金、振込等の受入・処理
・端末機器の操作

(1)8時40分～15時10分
(2)9時00分～15時30分

雇用・労災

２ユニット１８名定員のグループホームです。
＜主な業務＞
生活全般の介護サービス提供
・食事の買い出し、移動、食事、入浴、排泄などの日常生活の介助
　機能訓練、レクリエーションの開催など

(1)8時30分～17時00分
(2)7時30分～16時00分

雇用・労災 920円
(3)10時30分～19時00分

927円
(3)8時00分～16時00分

01251-  381131 株式会社　クオス 介護職員（栗山町
／ほのかの里）

920円
交替制あり

01251-  382031 株式会社　日東総業 病院施設内の清掃
（栗山町）

927円
交替制あり １．外来棟：３～５階入院病棟の廊下、病室、トイレ等清掃

２．透析棟：廊下、部屋、トイレ等清掃(1)8時00分～12時00分
(2)8時00分～15時00分

雇用・労災

清掃、草刈、廃棄物等の作業
(1)8時00分～17時00分

雇用・労災・健康・厚
生・財形

大型特殊、４ｔ車
運転経験あれば尚

可

960円

950円

01251-  392231 株式会社　日東総業 作業員 940円

01251-  420131 株式会社　ＫＵＲＩＭＵ 加工野菜作業員 920円
交替制あり 野菜の加工作業になります。

（基本的に立ち仕事で、どなたでも簡単にできる作業です）
＊１日３時間から働けますので、扶養の範囲内や子育て中の方の
時間にも対応できます。
＊能力次第で正社員への登用も可能です。

(1)9時00分～17時00分
(2)9時00分～15時00分

雇用・労災・健康・厚
生

訪問診療の歯科衛生士業務
(1)9時00分～18時00分

雇用・労災 1500円

920円 又は9時30分～17時00
分の間の3時間以上

01251-  432431 医療法人社団　永山歯科医院 歯科衛生士業務
（訪問診療）

1300円

01251-  438031 小林酒造株式会社 販売員 920円 ・栗山町の北の錦記念館において、商品販売業務、商品の管理お
よび陳列、レジ業務の他、店舗内外の清掃など
＊土日祝勤務の場合は休日勤務手当１日５００円支給
＊扶養範囲内での勤務が可能です（日数や休日は相談に応じま
す）

(1)9時30分～17時00分
(2)9時30分～16時00分

雇用・労災

雇用・労災 1500円

賃金
（ a + b

）
就業時間 仕事の内容

01251-  433731 医療法人社団　永山歯科医院 歯科衛生士業務 1300円
変形（1ヶ月単位） 診療所内でのパート衛生士業務
(1)9時00分～18時00分

栗山町パートタイム-1



求人番号 事業所名 職種名
雇用形態 就業場所／住所 年齢制限
加入保険 雇用期間 必要な経験
募集人数 休日

賃金
（ a + b

）
就業時間 仕事の内容

パート労働者 北海道夕張郡栗山町朝日４丁目３ 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

～令和5年6月30日

1人 契約更新の可能性あり（原則更新） 月水木金土日

パート労働者 北海道夕張郡栗山町中央３丁目１ 不問

～

雇用期間の定めなし

1人 月他

パート労働者 北海道夕張郡栗山町錦３丁目１０ 不問

～

雇用期間の定めなし

1人 火木土日祝

パート労働者 北海道夕張郡栗山町中央２丁目１ 不問

～

雇用期間の定めなし

1人 他

パート労働者 北海道夕張郡栗山町字旭台１番地 59歳以下

～

雇用期間の定めなし

2人 日他

パート労働者 北海道夕張郡栗山町朝日３丁目２ 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

令和5年4月1日～令和6年3月31日

2人 契約更新の可能性あり（原則更新） 他

パート労働者 北海道夕張郡栗山町字中里６１番 18歳以上

～

雇用期間の定めなし

2人 他

パート労働者 北海道夕張郡栗山町雨煙別５４７ 不問

～

雇用期間の定めなし

1人 他

パート労働者 北海道夕張郡栗山町字中里６１番 不問

～

雇用期間の定めなし

1人 他

パート労働者 主に栗山・由仁・長沼・南幌 不問

～

雇用期間の定めなし

5人 他

パート労働者 北海道夕張郡栗山町朝日３丁目２ 不問

～

雇用期間の定めなし

1人 月火水木金

パート労働者 北海道夕張郡栗山町中央２－１２ 不問

～

雇用期間の定めなし

2人 火他

パート労働者 北海道夕張郡栗山町錦３丁目３４ 不問

～

雇用期間の定めなし

1人 火水木土日祝

パート労働者 北海道夕張郡栗山町字旭台２３番 不問

～

雇用期間の定めなし

1人 月火日

パート労働者 北海道夕張郡栗山町松風３丁目４ 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

2人 契約更新の可能性あり（原則更新） 他

パート労働者 北海道夕張郡栗山町松風３丁目４ 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

2人 契約更新の可能性あり（原則更新） 他

1070円
(3)13時00分～22時00分

01240- 5924031 株式会社　元気な介護 介護スタッフ（サ
ンヴィレッジ栗山

1040円
変形（1ヶ月単位） ご利用者さまによってご事情はさまざまなので、個人個人に合わせ

た食事や入浴、排泄などの介助全般が主になります。

＊無理なく働けるよう短時間や勤務曜日のご相談が可能です。


(1)8時30分～17時30分
(2)10時30分～19時30分

雇用・労災・健康・厚
生

介護経験

ご利用者さまのご自宅を訪問し、身の回りにおける食事や入浴、
排泄介助など介護業務全般が主です。

訪問介護はご利用者さまひとりひとりと向き合えるからこそ気づけ
ることが多く、やり甲斐のあるお仕事です。

労災 介護業務経験 1280円 又は7時30分～17時30
分の間の2時間以上

920円

01240- 5921631 株式会社　元気な介護 訪問介護スタッフ
（訪問介護栗山／

1280円
変形（1ヶ月単位）

01251-  217631 株式会社　日東総業 工場内ボイラー管
理

920円 ボイラー点火、温度上昇確認や管理を行っていただきます。
ボイラー資格、経験は不問です。(1)5時00分～8時00分

(2)12時00分～17時00分
労災

軽トラックでの廃棄物収集
収集先は長沼町内の事業所（月・金の週２日勤務）(1)8時00分～12時00分

労災 930円

1100円

01251-  216331 株式会社　日東総業 廃棄物収集運搬業
務

930円

01251-  249431 株式会社　イムラ（そば処
井むら）

ホール係 950円 ・厨房で食器等の洗い物、片付け等
・ホールの清掃や注文、配膳係(1)10時00分～14時00分

雇用・労災

病院の休日に電話対応や患者対応の仕事
※土日祝のみの勤務です(1)8時00分～17時00分

労災 1000円

1200円

01251-  296231 株式会社　日東総業 事務当直（栗山
町）

1000円

01251-  294031 株式会社　日東総業 警備員 1000円 交通誘導、イベント、その他の警備員
主に栗山・由仁・長沼・南幌（夕張・岩見沢もあり）

経験資格はあれば尚可（未経験者・無資格者も応募可）

(1)8時00分～17時00分

雇用・労災・健康・厚
生・財形

経験あれば尚可

ローソン店内で調理しているお弁当やお惣菜の調理作業。
調理するタイミングは、１日３回です。
あらかじめ下処理されている食材を、温めたり・油で揚げたり・包丁
でカットしたりとシンプルな作業内容にまとめてあります。
必要に応じてご飯を炊いたりといった作業もありますが、料理経験

(1)7時00分～9時00分
(2)10時00分～12時00分

労災 1000円 又は14時00分～16時
00分の間の2時間程度

1000円

01251-  302531 有限会社　藤柳商事（ローソ
ン栗山中里店）

調理スタッフ 920円
交替制あり

01251-  300831 飯島牧場 酪農作業員 1000円 餌やりや寝床の清掃。
具体的には、餌をやる前のほうきでの掃き掃除やフォークでの除フ
ン作業。
フォークは慣れるまで使いにくいとは思いますが、どの作業も特別
な資格も技術も不要です。

(1)8時00分～12時00分

労災

店舗レジでのレジ対応（最新レジシステム導入の為、作業負担が軽
減された最新版レジシステム）
バックヤードから売り場への商品の品出し作業（作業ついでに屈伸
運動が出来て楽しい）
店内の清掃、店外のゴミ拾いやガラス清掃（お掃除が好きな方には

(1)5時00分～8時00分
(2)19時00分～22時00分

雇用・労災 1000円
(3)20時00分～23時00分
又は5時00分～23時00
分の間の4時間以上

1000円 又は7時00分～17時00
分の間の1時間以上

01251-  299731 有限会社　藤柳商事（ローソ
ン栗山中里店）

コンビニスタッフ 920円
交替制あり

01251-  312731 日本赤十字社　栗山赤十字病
院

送迎運転手 1000円
交替制あり 出張医師の送迎業務


＜送迎先＞北広島駅、岩見沢駅、南千歳駅　等
１日１～３回の送迎があり、送迎以外の時間は帰宅可能です。


労災 普通乗用車運転経
験２０年以上

ペットフード（犬・猫用）製造作業全般
１．原料入出庫管理、前処理作業
２．ジャーキー（練り物）製造作業及び包装作業雇用・労災・健康・厚

生
920円 又は8時30分～17時00

分の間の2時間以上

924円 又は7時30分～15時30
分の間の6時間

01251-  317031 株式会社　ＪＡＰＡＮ　ＰＲ
ＥＭＩＵＭ

ペットフード
（犬・猫用）製造

920円
変形（1年単位）

01251-  316131 株式会社　日東総業 施設清掃員（栗山
町）

924円 施設内の清掃業務
（ロビー、部屋、トイレ等）

雇用・労災

委託事業所内のトイレ清掃（３ヶ所）
週３日のお仕事です(1)7時30分～9時30分

労災 925円

925円 又は9時00分～17時00
分の間の3時間程度

01251-  336531 株式会社　日東総業 トイレ清掃員（栗
山町）

925円

01251-  333031 株式会社　日東総業 日常清掃員（栗山
町）

925円 施設の清掃業務（ホール、各部屋の掃き拭き、トイレ清掃他）
＊土日祝のお仕事です

労災

就業先店舗内の清掃業務
＊洗浄機・掃除機・モップ等使用による店内床清掃
＊店内トイレ・窓ガラス・マット等の清掃
＊ゴミ回収
＊採用決定後、速やかに開始となります。

(1)15時00分～17時00分

労災 920円

15010-13424931 株式会社ウエストクリーン （請）清掃員（夕
張郡栗山町）

920円

栗山町パートタイム-2



求人番号 事業所名 職種名
雇用形態 就業場所／住所 年齢制限
加入保険 雇用期間 必要な経験
募集人数 休日

賃金
（ a + b

）
就業時間 仕事の内容

パート労働者 北海道夕張郡栗山町松風３丁目４ 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

2人 契約更新の可能性あり（原則更新） 他

パート労働者 北海道夕張郡栗山町中里６１－１ 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

2人 契約更新の可能性あり（原則更新） 他

パート労働者 北海道夕張郡栗山町中里６１－１ 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

2人 契約更新の可能性あり（原則更新） 他

パート労働者 北海道夕張郡栗山町字共和１２－ 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 契約更新の可能性あり（原則更新） 土祝他

パート労働者 北海道夕張郡栗山町中央１丁目１ 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

～令和6年3月31日

3人 契約更新の可能性あり（原則更新） 土日祝他

パート労働者 北海道夕張郡栗山町字旭台２３－ 18歳以上

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

～令和6年3月31日

4人 契約更新の可能性あり（条件あり） 日祝他

パート労働者 北海道夕張郡栗山町字湯地９５－ 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 契約更新の可能性あり（原則更新） 他

◆コメリ　ハード＆グリーン　栗山店にて売場管理及びレジ業務に
　従事していただきます
　
　・売場管理
　・商品の発注、補充、品出し

(1)11時45分～20時15分

雇用・労災・健康・厚
生

1070円

1200円
(3)16時45分～2時00分

01190- 1992031 株式会社　コメリ　北海道ス
トアサポートセンター

売場担当（塗料・
文具）（栗山店）

966円

01010-11576531 日本食品製造　合資会社 食品の製造（栗山
町）

920円
交替制あり 朝食シリアル（コーンフレーク、グラノーラ、オートミール）及びスイー

トコーン缶詰の製造を行います。
・製造員は、各製造工程の機械操作、選別作業、原材料投入、配
合
　、包装資材の投入、包装機械の管理、製造後の清掃等を行いま

(1)7時45分～17時00分
(2)11時45分～21時00分

雇用・労災 食品安全知識、食
品製造の経験、包
装機械の制御、

栗山町立学校給食センターでの
調理補助員として業務に従事していただきます
・調理補助業務
・洗浄作業
・調理に付随する業務

(1)8時00分～16時00分
(2)7時00分～12時00分

雇用・労災 1000円

950円

01010-12677631 株式会社　東洋食品　北日本
事業部　北海道支店

調理補助員（栗山
町）

1000円

01232-  708331 ヤンマーアグリジャパン株式
会社　北海道支社

一般事務〔夕張郡
栗山町〕

950円 ○農業機械の販売・修理に伴う事務に従事します。

・お問い合わせ等の電話対応、来客応対（お茶出し等あり）

・売上伝票等の伝票起票、各種帳票の整理、パソコンによる各種デ

(1)10時00分～15時30分
(2)9時00分～14時30分

雇用・労災 パソコン（ワー
ド・エクセル）入
力程度できる方

簡単な調理作業や食器の洗浄、片付け、厨房の清掃などの業務を
行います。
提供する料理はあらかじめ決まっており、ご利用者様によっては、
流動食など調理法が異なることがありますが、先輩スタッフが丁寧
に指導しますので、ご安心ください。

(1)5時00分～8時00分
(2)9時00分～12時30分

労災 940円
(3)15時00分～18時30分

1070円
(3)10時30分～19時30分

01240- 5934231 株式会社　元気な介護 厨房スタッフ（廣
樹庵／夕張郡栗山

940円

01240- 5931131 株式会社　元気な介護 介護スタッフ（廣
樹庵／夕張郡栗山

1040円
変形（1ヶ月単位） ご利用者様の身の回りにおける食事や入浴、排泄介助など介護業

務全般が主です。

＊経験がなくても知識や技術を身につけながら、ゆくゆくは新人の
指導や教育にも携わることができます。また、グループ事業所を

(1)7時00分～16時00分
(2)8時30分～17時30分

雇用・労災・健康・厚
生

介護経験

レシピはあらかじめ決まっておりますので、そのレシピに沿って作り
ます。
※煮る、焼く、蒸すなどの調理はございません。冷凍された食材を
湯煎解凍して、盛り付けします。


(1)5時15分～8時15分
(2)9時00分～12時00分

労災 940円
(3)14時30分～17時30分

01240- 5928431 株式会社　元気な介護 厨房スタッフ（サ
ンヴィレッジ栗山

940円

栗山町パートタイム-3



求人番号 事業所名 職種名
雇用形態 就業場所／住所 年齢制限
加入保険 雇用期間 必要な経験
募集人数 休日

正社員以外 北海道夕張郡長沼町字幌内１０６ 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

令和5年5月15日～令和5年12月8日

1人 契約更新の可能性なし 土日祝

正社員以外 北海道夕張郡長沼町馬追台 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

令和5年7月3日～令和5年9月29日

2人 契約更新の可能性なし 土日祝

正社員以外 北海道夕張市南清水沢２丁目２１ 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

令和5年5月20日～令和5年9月10日

2人 契約更新の可能性なし 日祝

正社員以外 北海道夕張郡長沼町字幌内１０６ 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

令和5年4月10日～令和5年12月8日

2人 契約更新の可能性なし 土日祝

正社員以外 北海道夕張郡栗山町字本沢１番地 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

令和5年4月21日～令和5年11月3日

1人 契約更新の可能性なし 他

正社員以外 北海道夕張郡長沼町東４線北４番 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

令和5年4月1日～令和5年12月22日

5人 契約更新の可能性なし 日他

正社員以外 北海道夕張郡長沼町旭町南１丁目 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

令和5年4月1日～令和5年12月27日

3人 契約更新の可能性なし 日他

正社員以外 北海道夕張郡栗山町字桜山６３－ 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

令和5年4月20日～令和5年10月20日

1人 契約更新の可能性なし 他

正社員以外 北海道夕張郡栗山町桜丘２丁目３ 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

令和5年4月20日～令和5年11月5日

2人 契約更新の可能性なし 他

正社員以外 北海道夕張郡栗山町朝日４丁目２ 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

令和5年6月1日～令和5年12月31日

2人 契約更新の可能性なし 日

正社員以外 厚真町、安平町、むかわ町、夕張 不問

～

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

令和5年5月1日～令和5年10月31日

1人 契約更新の可能性なし 土日祝他

札幌出張所が担当する区域の山林で、出張所の職員の指示によ
り、伐採予定木の印付けや直径の測定などを行います。
森林内を歩き回って行う仕事です。
（４～５ｋｍ程度、急斜面、段差あり体力を要する仕事です）


(1)8時00分～17時00分

労災 210000円

286000円

01010-   70330 一般財団法人　北海道森林整
備公社

森林調査作業員
（厚真町周辺）

140000円

01251-   18830 株式会社　富士創建 土木作業員 220000円 土木請負工事の作業員として作業に従事していただきます

※現場は主に栗山町内及び近郊になります
※雇用期間は工事状況などにより前後する可能性あり。
※更新の可否は当社の業績により決定いたします。

(1)7時30分～17時00分

雇用・労災・健康・厚
生

経験者あれば尚可
（未経験者可）

●栗山公園内の売店にてかき氷や揚げ物等の注文に応じ、簡単な
調理をし販売します。
未経験者でもレクチャーしますので大丈夫です。
私達と一緒に、栗山公園を訪れるお客様に楽しい思い出を提供し
ましょう。

(1)10時30分～16時15分
(2)9時15分～15時15分

労災 94000円
(3)11時15分～17時15分

76000円

01251-   19030 株式会社　たかはしダリア 栗山公園売店・ぽ
けっとスタッフ

37200円
交替制あり

01251-   24530 株式会社　日東総業 草刈りその他の業
務（栗山町桜山）

76000円 草刈り、建物、各部所の清掃、その他の業務（週２～３日の勤務）
(1)8時00分～17時00分

労災

道路、用排水路、その他工事の土工作業全般
バックホウによる掘削作業の手元及び床付作業
構造物の基礎、布設、埋戻し作業、測量の手元作業等

(1)7時30分～17時00分

雇用・労災・健康・厚
生

作業員の経験あれ
ば尚可

299000円

233000円 又は7時00分～17時00
分の間の8時間程度

01251-   23930 長沼酪苑観光株式会社 普通作業員 253000円

01251-   25830 長沼鉄建株式会社 建設業 186400円
変形（1年単位） 建設工事の現場作業

工場での鉄骨溶接作業
重機での基礎工事作業

季節労働者として雇用後、希望者は翌年度から正社員又は季節雇

雇用・労災・健康・厚
生

栗山ダムパークゴルフコースにおいての受付業務
入場料の集計・管理や清掃等

＊月１６日程度のお仕事です

(1)7時00分～13時00分
(2)12時00分～18時00分

労災 82400円

172510円

01251-   27330 クリーンセンター株式会社 パークゴルフ場の
受付業務

82400円
交替制あり

01251-   28230 雪印種苗株式会社　北海道研
究農場

試験圃場の管理作
業

172510円 試験圃場の種まき、除草、収穫作業、種子精選業務など。
(1)8時40分～17時30分

雇用・労災・健康・厚
生

メロン加工作業、原料受入れ・集荷等
　＊メロン果肉を取る作業
　＊缶詰作業（花豆）
　＊トラックから原料の受け入れ作業
　＊農家へ訪問しメロンの集荷作業

(1)8時30分～16時00分

労災 149500円

180400円

01251-   29130 株式会社　北沢食品工場 メロン加工作業員 119600円

01251-   30630 航空自衛隊　第１１高射隊 基地内環境整備作
業員（非常勤隊

164000円 ＊基地内等の草刈り、集草、草捨て、草刈機の手入れ
(1)8時15分～17時00分

公災・健康・厚生

雇用・労災・健康・厚
生

トラクターによる
圃場管理作業

（ロータリー、ス

206336円

賃金
（ a + b

）
就業時間 仕事の内容

01251-   31930 雪印種苗株式会社　北海道研
究農場

試験圃場の管理作
業

189423円 試験圃場の種まき、除草、収穫作業、種子精選業務。トラクター等
の農作業機械で圃場管理作業。(1)8時40分～17時30分
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