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千歳・恵庭近郊のお仕事探し応援します！

℡0123-27-2611
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千歳市・恵庭市 2022年12月
夜間・休日当番医案内

※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。

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 03-5524-8500（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。）

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。

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

年末年始
（12月 29日～ 1月 3日） 休診 ９時～翌朝９時

（内科・外科系）

夜間・休日救急診療体制

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
年末年始

（12月29日～1月3日）

9時～深夜 0時
※　4日は9時～14時
※　11日は9時～17時
※　18日は9時～19時
※　25日は9時～14時
※　30日は10時～18時
※　31日は10時～17時 

 ９時～翌朝７時

夜間・休日救急診療体制

千歳市 12月の診療日程
日 曜日 外科系 内科系
3 土 市立千歳市民病院 ☎ 24-3000 休日夜間急病センター☎ 25-6131
4 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
10 土 休日夜間急病センター☎ 25-6131
11 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
17 土 休日夜間急病センター☎ 25-6131
18 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
24 土 休日夜間急病センター☎ 25-6131
25 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
29 木 休日夜間急病センター☎ 25-6131
30 金 休日夜間急病センター※ ☎ 25-6131 休日夜間急病センター☎ 25-6131
31 土 休日夜間急病センター※ ☎ 25-6131 休日夜間急病センター☎ 25-6131

恵庭市 12月の診療日程
日 曜日 内科・小児科系 外科（けが等の外傷）

3 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

4 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

10 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

11 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

17 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

18 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

24 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

25 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

29 木 恵庭南病院 (内科 )
9 時～翌 9時 ☎ 32-3850 休診日

30 金 恵み野病院（内科・外科）9時～翌 9時
（11時 30分～ 13時は受付中止・緊急時のみ可） ☎ 36-7555

31 土 恵み野病院（内科・外科）9時～翌 9時
（11時 30分～ 13時は受付中止・緊急時のみ可） ☎ 36-7555

千歳市北斗2丁目（国道36号線沿）Tel 0123-24-1181 

家　　  具
インテリア
介護用品

●営業時間/10:00～18:30 ●定休日/水曜日 ●駐車場完備

■オーダーカーテン
2022年 11月26日土～12月11日日 25%~50%

OFF

■お手頃価格から有名メーカー品まで取り揃え!!

まずはお電話ください。面接は勤務先で行います。

期　間▶試用期間3ヶ月、以降6ヶ月毎の更新
仕　事▶ 新千歳空港内のオフィス、廊下、トイレ等の清掃
給　与▶ 時給920円
時　間▶ ①9:00～12:00　②13:00～16:00 

※実働3h、残業なし
勤　務▶週4～5日　※シフト制
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、車通勤可、施設内分煙
勤務先▶ 新千歳空港ターミナルビル（千歳市美々）

時給
920円

札幌市中央区北5条西2丁目5
JRタワーオフィスプラザさっぽろ16F三幸㈱北海道支店

011-261-8753

新千歳空港清掃
未経験者歓迎!　車通勤可!

千歳 ア パ 清掃
◆学校給食配送ドライバー（パート）
期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 恵庭市内の中学校へ 

給食コンテナの配送と回収業務
資　格▶中型自動車免許(8t限定不可）
時　間▶ 9:00～15:00の間で5h程度　※残業なし
休　日▶ 土日祝、他（学校の休み期間等） 

※年間184日程度の勤務です。
給　与▶日給5,000円
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、 

車通勤可（無料駐車場有） 
まずはお気軽にお電話ください！

テーオー運輸株式会社
0123-32-1111

恵庭市北柏木町3丁目74-1 〒061-1433

担当/
世永（よなが)

恵庭 パ 配送ドライバー

急募!

千歳 ア 除雪作業
新千歳空港の除雪作業員
期　間▶12月～翌3月
仕　事▶ 新千歳空港駐車場内にて、車の間の除雪

（手作業で行います。）　※現場へは、送迎
車でまとまって出勤します。（応相談）

資　格▶ 未経験者歓迎、シルバー世代歓迎
給　与▶時給1,430円
時　間▶  24hの間で4～8h、降雪状況による 

※休憩1h、降雪状況により延長の可能性有
勤　務▶ 降雪状況による　※降雪があり、人力除雪

が必要と判断した際に勤務発生
待　遇▶ 送迎有、敷地内禁煙
勤務先▶新千歳空港駐車場

千歳市末広7丁目1番14号

まずはお気軽にお電話ください。

0123-24-0585
株式会社　大淵造園土木

受付/10～17時
担当/和田

4～5名 
追加募集!

◆札幌工場（恵庭市戸磯47-7）
期　間▶即日～長期
資　格▶ 未経験者歓迎、主婦（夫）・フリーター歓迎
時　間▶ 9:00～18:00、10:00～19:00、22:00～翌7:00 

※休憩1h、残業月20h程度、時間前後要相談
給　与▶ 時給920円～ 

※22:00～翌5:00/深夜手当有
休　日▶週2日　※シフト制
待　遇▶ 各種社会保険完備、 

有給休暇有、制服貸与、 
昇給有（人事考課による）、 
車通勤可、交通費規定支給、喫煙室有

製造

株式会社エフビーエス
〒061-1405　恵庭市戸磯47-7札幌工場

 31-0900
まずはお気軽にお電話ください。

受付/9～17時 
担当/原田・本間

パン

セブン-イレブン・ジャパン向けパンの 
製造をしている会社です。

スタッフ募集

パンが
 良い匂い♪

恵庭 パ 製造

千歳支店 〒066-0077 千歳市上長都1050番地1

履歴書（写真付）に、送迎バス・車利用の有無を記入の上、
電話にて面接日を調整します。採否は電話にてお知らせします。

0123-24-2126
【受付/9～17時 担当/佐藤】

★以前当社で働いた方は電話してください!!

冬休みの 
間だけでも
OK！

期　間▶12月24日～1月15日
仕　事▶ ホテル客室用品（シーツ、タオルなど）の 

分類及び仕上げ、包装作業など
資　格▶ 高校生以上、未経験者歓迎、 

かけもち勤務OK
時　間▶ 9:00～17:00（休憩70分※変動有）
給　与▶ 時給980円
勤　務▶週5日程度
待　遇▶ 送迎バス有、車通勤可、喫煙室有

未経験者歓迎 高校生OK!

12月24日～1月15日

募集‼短期 アルバイト

時給980円!!

年末年始に 
出勤できる方を
積極採用!!

20名
募集!!

千歳 ア 工場軽作業

憩の郷

期　間▶12/1～雇用期間の定め無し
仕　事▶ 利用者様の生活の見守り、トイレ等の

付き添い、簡単な朝食の準備等
給　与▶  夜勤1回16,500円（夜勤手当含む）
時　間▶ 16:30～翌9:30 ※休憩3h
勤　務▶ 週2回 ※応相談
資　格▶ 無資格OK、ブランクがある方も歓迎、 

土日勤務できる方歓迎、介護職員初任
者研修（旧ヘルパー2級）あれば尚可

待　遇▶ 雇用保険、交通費規定支給、 
施設内禁煙、屋外に喫煙有

小規模多機能型
事業所

いこい

憩の郷
さと

〒066-0073
千歳市北斗4丁目5番6号

電話連絡の上、写真付履歴書を
郵送またはお持ちください。 26-5300

夜勤専属スタッフ
2名募集

優しい先輩が丁寧に指導します！

WワークOK‼
◆夜勤専属スタッフ (パート)

千歳 パ 夜勤専属スタッフ

◆送迎ドライバー
仕　事▶ 新千歳空港からマイクロバスでの送迎
資　格▶ 年齢不問、要大型免許または中型免許 

（限定解除）保持者、自衛隊OBの方大歓迎

千歳市美々
2187-2アイシーパーキング

011-398-9471担当/堀まずはお電話くだ
さい。面接時履歴
書は不要です!

◆駐車場受付スタッフ
仕　事▶受付カウンターにて利用者様や電話の対応
資　格▶経験不問
期　間▶雇用期間の定めなし
給　与▶時給920円～
時　間▶ 6:00～14:30(実働6～7.5h) 

14:30～22:00(実働6～7.5h) 
※6h以下は休憩・残業なし

勤　務▶ 週1～5日程度　 
※シフト制、平日、土日のみ勤務OK

待　遇▶ 労災保険、昇給有、交通費規定支給、車通勤可、
受動喫煙対策有（屋外にて喫煙可）

共
通
項
目

千歳 ア パ 送迎、受付


