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千歳市・恵庭市	 2021年3月
夜間・休日当番医案内夜間・休日当番医案内

注）外科診療とは、救急当番医療機関でのけが等の外傷の軽症外来患者の診療です。外科診療日には、
内科医不在のため、内科診療はできません。夜間･休日急病診療所で受診してください。夜間・休日
急病診療所は、子どもから大人まで対応するために内科・小児科系診療を行っておりますが、小児科
専門の診療所ではありませんので、あらかじめご理解のうえ受診されますようお願い致します。

外科系 内科系
救急当番医療機関 休日夜間急病センター

平日 	 17 時～深夜０時 	 19 時～翌朝７時
土曜日 	 12 時～深夜０時 	 14 時～翌朝７時

日曜日、祝日
9時～深夜 0時

※	7日、14日、21日、28日は	
9時～22時

	 ９時～翌朝７時

	年末年始（12月29日～1月3日）	 ９時～深夜０時 	 ９時～翌朝７時

夜間・休日救急診療体制

※上記の診療時間と異なる日程がありますので、ご留意願います。
※	当日の救急当番医は急きょ変更になることがあります。最新情報は千歳市ホームページにてご
確認願います。
※体調不良のときは、「ちとせ健康・医療相談ダイヤル 24」をご利用ください。

開　設　日 内科・小児科系診療	
《夜間 ･休日急病診療所》

外科診療（けが等の外傷）
《救急当番医療機関》

平日（月～金曜） 20時～翌朝 7時
	（受付 6時 30分まで） 18時～ 21時 30分

土曜日 14時～翌朝 7時
	（受付 6時 30分まで） 14時～ 20時

日曜日、祝日 9時～翌朝 7時
	（受付 6時 30分まで） 9時～ 20時

夜間・休日救急診療体制

千歳市 3月の診療日程

ちとせ健康・医療相談ダイヤル 24
千歳市にお住まいの方がご利用になれます。

0120-010-293
（24時間対応　通話料・相談料無料　携帯可）

IP 電話からは 03-3839-5604（通話料有料）

北海道小児救急電話相談
夜間の子どもの急な病気やけがなどの際に、看護師や小児科医師
が電話により助言を行います。

☎ 011-232-1599（相談時間：毎日 19時～翌朝 8時）
【短縮ダイヤル】♯ 8000
（※この短縮ダイヤルは、プッシュ回線、携帯電話からご利用いただけます。）

恵庭市 3月の診療日程

日 曜日 外科系 内科系
6 土 休日夜間急病センター	 ☎ 25-6131
7 日 休日夜間急病センター※	 ☎ 25-6131 休日夜間急病センター	 ☎ 25-6131
13 土 市立千歳市民病院	 ☎ 24-3000 休日夜間急病センター	 ☎ 25-6131
14 日 休日夜間急病センター※	 ☎ 25-6131 休日夜間急病センター	 ☎ 25-6131
20 土・祝 休日夜間急病センター	 ☎ 25-6131
21 日 休日夜間急病センター※	 ☎ 25-6131 休日夜間急病センター	 ☎ 25-6131
27 土 休日夜間急病センター	 ☎ 25-6131
28 日 休日夜間急病センター※	 ☎ 25-6131 休日夜間急病センター	 ☎ 25-6131

日 曜日 内科・小児科系 外科（けが等の外傷）

6 土 夜間・休日急病診療所	
14 時～翌 6時 30分 ☎25-5891 えにわ病院	

14 時～ 20時 ☎33-2333

7 日 夜間・休日急病診療所	
9 時～翌 6時 30分 ☎25-5891 恵み野病院	

9 時～ 20時 ☎36-7555

13 土 夜間・休日急病診療所	
14 時～翌 6時 30分 ☎25-5891 恵み野病院	

14 時～ 20時 ☎36-7555

14 日 夜間・休日急病診療所	
9 時～翌 6時 30分 ☎25-5891 えにわ病院	

9 時～ 20時 ☎33-2333

20 土・祝 夜間・休日急病診療所	9 時～翌 6時 30分 ☎25-5891 えにわ病院	
9 時～ 20時 ☎33-2333

21 日 夜間・休日急病診療所	
9 時～翌 6時 30分 ☎25-5891 恵庭第一病院	

9 時～ 20時 ☎34-1155

27 土 夜間・休日急病診療所	
14 時～翌 6時 30分 ☎25-5891 えにわ病院	

14 時～ 20時 ☎33-2333

28 日 夜間・休日急病診療所	
9 時～翌 6時 30分 ☎25-5891 恵み野病院	

9 時～ 20時 ☎36-7555

フリーターフリーターさん、さん、
学生学生さん さん 歓迎!!歓迎!!

恵庭市栄恵町64創作しゃぶしゃぶDahlia
ダリア

仕　事▶�ホール、ドリンク、簡単な調理
資　格▶�経験不問、日曜出勤可能な方�

★フリーター、学生歓迎
給　与▶時給900円（22時以降/時給1,100円）
時　間▶��11:00～24:00の間で応相談
勤　務▶�週3日～　　待　遇▶�制服貸与、交通費規定支給

応募☎0123-25-3997担当/小松

Wワーク
OK!!

ア 店内業務全般

医）住吉歯科医院千歳市住吉3丁目14-14千歳市住吉3丁目14-14
http://sumi-dc.net/

歯科衛生士・清掃募集!歯科衛生士・清掃募集!

給　与▶時給1,200円〜
時　間▶�①9:30～13:00　②15:00～19:00（応相談）
勤　務▶週1日以上

［パート］歯科衛生士

給　与▶時給950円
時　間▶7:00～2h程度　　勤　務▶週3日

［パート］清掃

採用係☎23-7005応募

パ 歯科衛生士、清掃

休　日▶�日曜、祝日、お盆、年末年始
待　遇▶�交通費規定支給、制服貸与、

車通勤可

共通
項目

1名急募!!

1名急募!!

Qua ity & Discount

千歳市北陽1丁目2-1フードD365千歳店
担当/加々谷☎27-5370

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

土日勤務できる方大歓迎!!
スタッフ募集

◆レジ部門◆レジ部門
◆生鮮部門◆生鮮部門 精肉 寿司

【共通項目】
給　与▶�時給881円　　　時　間▶�8:00～13:00
勤　務▶週4日以上で応相談
待　遇▶�雇用保険（勤務時間により加入）、�

有給休暇、制服貸与

パ 店内業務　

千歳市豊里
2丁目10-4

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-40-7166
伊藤建設工業有限会社

[期間社員]土木作業員�
給　与▶�日給8,000円〜�※能力･経験による
[期間社員]重機運転手
給　与▶�日給10,000円〜�※能力･経験による
[正社員]土木施工管理技士
給　与▶�月給270,000円〜�※能力･経験による

《共通項目》
時　間▶�8:00～17:00�※現場により変動有
休　日▶�日曜、お盆・年末年始
待　遇▶�社会保険（勤務時間による）、

厚生年金、雇用・労災保険、�
通勤手当（社内規定有）�

経験者･技能者は
優遇します!!

正期 下記参照

◆空港内清掃（夜間） ※車通勤不可
仕　事▶新千歳空港内商業施設エリアのトイレ清掃
給　与▶��時給1,000円�★月収60,000円可能
時　間▶�19:00～22:00（実働3h）
勤　務▶月20日（シフト制）
◆空港共用部清掃（深夜） ★車通勤OK
仕　事▶新千歳空港内商業施設エリア共用部の清掃
給　与▶��時給900円�※22時以降/時給1,125円�

★月収64,125円可能
時　間▶�21:00～翌1:00（実働4h）
勤　務▶月15日（シフト制）

千歳市千代田町6丁目20�第12ふじやビル
㈱東洋実業�千歳営業所
☎22-5280 採用係

電話連絡のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

WワークOK
実働3〜4時間

扶養内勤務OK 夜間清掃スタッフ

JR新千歳空港駅直結で
通勤しやすい職場です♪

未経験者・シニアも歓迎♪
もくもくと作業したい方に
オススメ！

待　遇▶�各社保完備、制服貸与、交通費規定支給�
（月18,000円まで）

《共通項目》

パ 清掃スタッフ

①フロント

②コース管理

◆キャディ�★扶養控除内勤務OK
④レストランホールスタッフ�★未経験者歓迎

③調理補助�★経験者歓迎

⑤ポーター

シャムロックカントリー倶楽部

資　格▶未経験者歓迎
給　与▶月180,000〜250,000円
時　間▶�6:30～18:00（シフト制）

《①～⑤共通項目》
給　与▶�①、③〜⑤時給900円��

②時給1,000円
時　間▶�6:00～18:00の間でシフト制�

※短時間、土日のみの勤務も可（現場による）

千歳市柏台1390番地3☎0123-22-2111電話の上､写真付履歴書
をお持ちください｡

《全体共通項目》
休　日▶週1日以上(応相談)
待　遇▶�社保完備、制服貸与、�

交通費規定支給

3月中旬〜12月上旬（予定）
勤務期間（全職種共通）

※公共交通機関が不便な為、※公共交通機関が不便な為、
　車通勤できる方の募集です。　車通勤できる方の募集です。

2021年2021年スタッフ募集!!スタッフ募集!! 新千歳空港から車で新千歳空港から車で

約約55分分
期ア 下記参照

㈱清
せ い  ふ う  ど う

風堂 札幌市東区北16条東1丁目
2-15�グランメールアサヒ1F

採用係☎011-748-6868
まずはお気軽にお電話ください。

勤務先▶�恵庭市恵み野西1-3-1�
（JR恵み野駅�徒歩1分)

時　間▶�23:00～24:00
給　与▶�時給1,450円
勤　務▶�週5日～（シフト制）�

※応相談
待　遇▶�車通勤可、制服貸与

高時給高時給!!!!
パチンコ店での清掃スタッフ募集中!パチンコ店での清掃スタッフ募集中!

車通勤車通勤OK !OK !

シニア・未経験者シニア・未経験者
OKです!!OKです!!

パ 清掃スタッフ
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