
職　種 募集人数 年齢 賃　金 求 　人 　者 　名 所　　　在　　　地 就業時間 加入保険等 必 要 な 免 許 資 格
工務係 1人 170,000円 株式会社　共成レンテム 帯広市西１８条北１丁目１４番地 8:30～17：30 雇用・労災 雇用　～６ヶ月　

不問 ～ 就労地：網走郡美幌町字美禽２９６－３ 健康・厚生 契約更新の可能性あり
300,000円 　　「美幌営業所」 財形 普通自動車免許（ＡＴ

常用 01040-　3326991 0152-75-2166　（従業員数　8人） 限定不可）

工務係 1人 ６０ 149,760円 株式会社　共成レンテム 帯広市西１８条北１丁目１４番地 8:30～17：30 雇用・労災 雇用　～６ヶ月　契約更新の可能性あり/

以上 ～ 就労地：網走郡美幌町字美禽２９６－３ 健康・厚生 普通自動車免許（ＡＴ限定不可）※業務上

149,760円 　　「美幌営業所」 財形 中型免許（８ｔ限定可）が必要なため、中型免許

常用 01040-　3327491 0152-75-2166　（従業員数　8人） 未取得の方は入社後取得（費用は自己負担）

電工 1人 152,000円 株式会社　土田電業社 網走郡津別町字東四条１８番地 8:00～17:30 雇用・労災 二種電気工事士免許以上/

不問 ～ 就労地：津別・美幌近郊 健康・厚生 普通自動車免許（ＡＴ限定

常用 345,000円 01051-　　211191 0152-76-2031　（従業員数　4人） 不可）/即戦力者優遇
栄養士 1人 ７９ 180,000円 株式会社　ＬＥＯＣ 札幌市中央区北１条西４丁目　札幌ノースプラザビル６階 9:00～18:00 雇用・労災 栄養士免許

以下 ～ 就労地：網走郡津別町幸町６１番地 健康・厚生 栄養士業務
常用 220,000円 01010-10078391 011-200-8808　（従業員数　8人） ＊

営業員 1人 ３５ 230,000円 株式会社　ビホロサッシ工業 網走郡美幌町字稲美２１２番地３６ 8:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許（ＡＴ限定不可）

以下 ～ 健康・厚生 パソコン操作できる方
常用 240,000円 01051-　　212091 090-9529-1498　（従業員数　8人） （ワード・エクセル）

セルフスタンド 1人 ５９ 147,750円 株式会社　自動車検査場 旭川市住吉４条２丁目８番１３号 8:00～17:15 雇用・労災 危険物乙種４類
スタッフ 以下 ～ （モダ石油グループ） 就労地：網走郡美幌町鳥里４丁目３－６ 健康・厚生 普通自動車免許（ＡＴ

183,000円 　　「モダ石油美幌給油所」 限定不可）
常用 01030-　4217691 0120-005-121　（従業員数　13人） ＊

店舗運営スタッフ 3人 １８ 165,000円 株式会社　太陽流通 札幌市中央区南１条西４丁目４－１　太陽ビル８Ｆ 8:00～16:30 雇用・労災 雇用　～Ｈ３２．１/１０
以上 ～ 就労地：網走郡美幌町美芳１２－３８ 8:30～17:00 健康・厚生 １年毎更新の可能性あり

165,000円 　　「パーラー太陽　美幌店」 15:30～0:00 財形 ＊
16:00～0:30 ＊
16:30～1:00 ＊

又は8:00～1:00の ＊
常用 01010-10399891 011-210-0311　（従業員数　18人） 間の８時間程度 ＊

歯科衛生士 1人 165,000円 医療法人社団　 旭川市宮下通９丁目３９６番地３ 8:30～20:30 雇用・労災 歯科衛生士　
不問 ～ 弘英アライアンス 就労地：網走郡美幌町字三橋南 14:00～20:30 健康・厚生 経験者優遇

190,000円 　　「美幌かみあわせ歯科クリニック」 8:30～13:00 ＊
常用 01030-　4445391 0166-26-1622　（従業員数　4人） ＊

栄養士 1人 150,000円 日清医療食品　株式会社 札幌市中央区北３条４丁目１－１　日本生命札幌ビル２０階 9:00～18:00 雇用・労災 雇用　～１２ヶ月
不問 ～ 北海道支店 就労地：網走郡津別町字達美２１３番地８ 健康・厚生 １年毎更新の可能性あり

150,000円 　　「ケアハウスつべつ」 栄養士免許
常用 01010-11142591 011-219-6203　（従業員数　5人） ＊

調理師 1人 ５９ 205,000円 日清医療食品　株式会社 札幌市中央区北３条４丁目１－１　日本生命札幌ビル２０階 4:00～13:00 雇用・労災 調理師免許
以下 ～ 北海道支店 就労地：網走郡美幌町字田中 9:30～18:30 健康・厚生 ＊

205,000円 　　「陸上自衛隊　美幌駐屯地」 ＊
常用 01010-11171991 011-219-6203　（従業員数　13人） ＊

看護師 1人 ６４ 147,000円 医療法人社団　田中医院 網走郡美幌町字西１条北３丁目 9:00～17:00 雇用・労災 看護師及び准看護師
以下 ～ 健康・厚生 ＊

常用 220,500円 01051-　　214691 0152-73-2913　　（従業員数　18人） ＊
調理補助 1人 ５９ 145,000円 株式会社　美幌グランドホテル 網走郡美幌町字栄町２丁目１番地 7:00～15:00 雇用・労災 経験者尚可

以下 ～ 13:00～21:00 健康・厚生 ＊
常用 150,000円 01051-　　215991 0152-73-5101　　（従業員数　24人） ＊

コンクリート製品 1人 ５９ 189,750円 株式会社　横山土建 網走郡美幌町字稲美２１２番地 8:00～17:00 雇用・労災 ＊
製造工員 以下 ～ 　　「横山コンクリート工業所」 健康・厚生 ＊

常用 207,000円 01051-　　216491 0152-73-1331　　（従業員数　28人） ＊
医師事務作業 2人 141,900円 美幌町立国民健康保険病院 網走郡美幌町字仲町２丁目３８番地 8:30～17：15 雇用・労災 雇用　４/１～　６ヶ月毎の契約

補助者 不問 ～ 健康・厚生 更新/パソコン操作が可能な

常用 141,900円 01051-　　218891 0152-73-4111　（従業員数　138人） 方（医療事務経験があれば尚良）

現場代理人 1人 190,000円 芙蓉建設　株式会社 網走郡美幌町字東２条北１丁目１２番地 8:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許/１級土木施工

不問 ～ 就労地：事業所及び網走管内（現場） 健康・厚生 管理技士/現場代理人及び

316,000円 主任技術者（公共事業の施工

常用 01051-　　219291 0152-73-4314　（従業員数　14人） 管理を行ったことがある方）

清掃員 1人 ５９ 110,220円 東京美装北海道株式会社 網走郡美幌町字稲美２１２番地２９ 8:00～15:00 雇用・労災 普通自動車免許（通勤用）

以下 ～ 北見支店　美幌出張所 就労地：事業所他、美幌町内外 健康・厚生 ＊
常用 110,220円 01051-　　220091 0152-72-4127　（従業員数　3人） ＊

職　種 募集人数 年齢 賃　金 求 　人 　者 　名 所　　　在　　　地 就業時間 加入保険等 必 要 な 免 許 資 格
販売 3人 835円 株式会社　大創産業 広島県東広島市西条吉行東１丁目４番１４号 9:30～20:30の 労災 雇用　６ヶ月

不問 ～ （ＤＡＩＳＯ/ダイソー） 就労地：網走郡美幌町字三橋南６７番 間の３時間以上 契約更新の可能性あり
854円 　　「ダイソー　コープ札幌美幌店」 ＊

常用 34020-　4125091 0120-100-569　　（従業員数　8人） ＊
栄養士 1人 1,000円 日清医療食品　株式会社 札幌市中央区北３条４丁目１－１　日本生命札幌ビル２０階 9:00～15:00 雇用・労災 雇用　～１２ヶ月

不問 ～ 北海道支店 就労地：網走郡津別町字達美２１３番地８ 健康・厚生 １年毎更新の可能性あり

1,500円 　　「ケアハウスつべつ」 栄養士免許
常用 01010-11141291 011-219-6203　（従業員数　5人） ＊

職　種 募集人数 年齢 賃　金 求 　人 　者 　名 所　　　在　　　地 就業時間 加入保険等 必 要 な 免 許 資 格
調理員 1人 850円 日清医療食品　株式会社 札幌市中央区北３条４丁目１－１　日本生命札幌ビル２０階 4:00～8:00 雇用・労災 雇用　～１２ヶ月

不問 ～ 北海道支店 就労地：網走郡美幌町字田中 9:30～13:30 １年毎更新の可能性あり

◎一般求人

◎パート求人

◎パート求人
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900円 　　「陸上自衛隊　美幌駐屯地」 14:45～18:45 ＊
常用 01010-11169191 011-219-6203　（従業員数　13人） ＊

清掃員 1人 835円 オホーツク美装興業 北見市花月町２８番地１２ 7:30～9:30 労災 ＊
不問 ～ 株式会社 就労地：網走郡美幌町稲美 8:30～10:30 ＊

835円 　　「ホーマック美幌店」 ＊
常用 01050-　1660091 0157-25-5892　（従業員数　1人） ＊

農産担当 1人 835円 生活協同組合 網走郡美幌町字三橋南３の１ 8:00～12:00 労災 雇用　～１２ヶ月
不問 ～ コープさっぽろ　びほろ店 １年毎の更新契約

常用 835円 01051-　　217791 0152-75-2300　　（従業員数　70人） ＊
清掃員 1人 835円 東京美装北海道株式会社 網走郡美幌町字稲美２１２番地２９ 5:00～8:00 労災 普通自動車免許（通勤用）

不問 ～ 北見支店　美幌出張所 就労地：網走郡大空町女満別西４条５丁目４－２ 5:00～8:30 ＊
835円 　　「ひまわり温泉」 ＊

常用 01051-　　221391 0152-72-4127　（従業員数　1人） ＊

職　種 募集人数 年齢 賃　金 求 　人 　者 　名 所　　　在　　　地 就業時間 加入保険等 必 要 な 免 許 資 格
コンクリート製品 1人 189,750円 株式会社　横山土建 網走郡美幌町字稲美２１２番地 8:00～17:00 雇用・労災 雇用　５/７～１２/２５

製造工員 不問 ～ 　　「横山コンクリート工業所」 健康・厚生 ＊
臨時 207,000円 01051-　　　11890 0152-73-1331　（従業員数　28人） ＊

コンクリート補修 2人 146,625円 株式会社　横山土建 網走郡美幌町字稲美２１２番地 8:00～17:00 雇用・労災 雇用　５/７～１２/２５
作業員 不問 ～ 　　「横山コンクリート工業所」 健康・厚生 ＊
臨時 155,250円 01051-　　　12090 0152-73-1331　（従業員数　28人） ＊

土木・建築現場 2人 192,000円 株式会社　清水建設 網走郡津別町字共和５１番地２ 7:30～17:00 雇用・労災 雇用　５/７～１２/２８　普通

作業員 不問 ～ 就労地：津別町近郊 健康・厚生 自動車免許/車輌系免許

臨時 288,000円 01051-　　　13690 0152-76-2672　　（従業員数　20人） 有資格者尚良/現場経験者尚良

◎期間雇用求人
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