
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
農業用機械の 1人 200,000円 有限会社　とうこう 網走郡美幌町字仲町２丁目９６番地３３ 8:30～17：30 雇用・労災 普通自動車免許（ＡＴ

修理 不問 ～ 就労地：網走郡美幌町高野９２－２９ 健康・厚生 限定不可）/大型免許、
266,000円 整備士資格保持者優遇/

常用 01051-　　291791 0152-77-6565　（従業員数　7人） 車輌修理経験２年以上
設計・施工管理 2人 150,000円 有限会社　鉄鋼クリエート 網走郡美幌町字美禽３１９番地 8:00～17：00 雇用・労災 普通自動車免許

補助 不問 ～ 8:30～17:00 健康・厚生 ＪＷ－ＣＡＤ経験あれば
常用 200,000円 01051-　　292891 0152-73-5245　（従業員数　3人） 尚可

清掃員 1人 128,000円 有限会社　 網走郡美幌町字元町７番地の１１ 8:30～17:00 雇用・労災 ＊
不問 ～ ランドサポート・ビホロ 就労地：網走郡美幌町字美富９番地 健康・厚生 ＊

135,000円 　　「北海道療育園　美幌療育病院」 ＊
常用 01051-　　295191 0152-72-0410　（従業員数　13人） ＊

農業土木工事の 2人 350,000円 株式会社　アイエンジニア 札幌市中央区北２条東１７丁目２番地 8:00～17:00 雇用・労災 １・２級土木施工管理技士

土木施工管理 不問 ～ リングスタッフ 就労地：網走郡津別町 健康・厚生 あれば尚可
常用 550,000円 01010-15561891 011-206-0085　（従業員数　0人） 現場経験のある方

ホールスタッフ 3人 １８ 176,550円 株式会社　合田観光商事 札幌市中央区南２条西１０丁目１０００番地２　クワガタビル９Ｆ 8:00～16:30 雇用・労災 雇用　～Ｒ２.４/１５
以上 ～ 就労地：網走郡美幌町字日の出１丁目９番地 15:30～0:00 健康・厚生 １年毎更新の可能性あり

176,550円 　　「パチンコひまわり美幌店」 普通自動車免許（ＡＴ限定可）

常用 01010-15566391 011-251-8055　（従業員数　22人） ＊
現場代理人 1人 ６４ 250,000円 有限会社　さんけん 網走郡美幌町東２条北４丁目１番地 7:30～17:00 雇用・労災 中型自動車免許（８ｔ限定可）

以下 ～ 就労地：網走管内 健康・厚生 （ＡＴ限定不可）/１級または

常用 250,000円 01051-　　296091 0152-72-5811　（従業員数　25人） ２級土木施工管理技士
介護職員 1人 ５９ 154,500円 社会福祉法人　恵和福祉会 網走郡美幌町字稲美１０５番地の７ 8:30～17:00 雇用・労災 介護福祉士資格または

以下 ～ 就労地：網走郡美幌町字野崎１１番地の１ 7:00～15:30 健康・厚生 介護職員初任者研修
205,400円 　　「すろー・らいふ美幌」 12:30～21:00 経験者優遇

常用 01051-　　297391 0152-73-5212　（従業員数　23人） 16:30～9:30 ＊
歯科衛生士 1人 160,000円 医療法人社団　 網走郡美幌町字東一条南３丁目８番地 8:30～19:30 雇用・労災 歯科衛生士免許

不問 ～ 池田歯科クリニック 8:30～18:30 健康・厚生 ＊
常用 160,000円 01051-　　298691 0152-72-3388　（従業員数　6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
日常清掃スタッフ 1人 860円 株式会社　クリーンワールド 北見市寿町２丁目３－１２ 6:30～10:00 労災 ＊

不問 ～ 就労地：網走郡美幌町仲町２－３８ 6:30～9:30 ＊
常用 860円 01050-　2187391 0157-25-4525　　（従業員数　3人） ＊

歯科衛生士 2人 900円 医療法人社団　 網走郡美幌町字東一条南３丁目８番地 8:30～19:30の 労災 歯科衛生士免許
不問 ～ 池田歯科クリニック 間の２時間以上 ＊

常用 920円 01051-　　299991 0152-72-3388　（従業員数　6人） ＊
歯科助手 2人 840円 医療法人社団　 網走郡美幌町字東一条南３丁目８番地 8:30～19:30の 労災 ＊

不問 ～ 池田歯科クリニック 間の２時間以上 ＊
常用 900円 01051-　　300091 0152-72-3388　（従業員数　6人） ＊

清掃員 2人 １８ 960円 株式会社　クリーンプロ 釧路市浦見４丁目３番２１号 23:00～0:00 労災 雇用　～１２ヶ月
以上 ～ 就労地：網走郡美幌町字美芳１２－３８ 0:45～1:45 契約更新の可能性あり

常用 1,152円 01090-　3947791 0154-65-5485　（従業員数　7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
鉄工作業員・ 1人 150,000円 有限会社　鉄鋼クリエート 網走郡美幌町字美禽３１９番地 8:00～17:00 雇用・労災 雇用　～１２/３１　普通自動車

溶接工 不問 ～ 健康・厚生 免許（必須）/アーク溶接・ガス

臨時 200,000円 01051-　　　18390 0152-73-5245　（従業員数　15人） 溶接技能講習修了者尚可

土木作業員 2人 264,500円 株式会社　道和建設 網走郡美幌町字美禽１６番地 7:30～17:00 雇用・労災 雇用　～１２/２０
不問 ～ 就労地：主に美幌町内 健康・厚生 普通自動車免許

臨時 310,500円 01051-　　　19290                    　（従業員数　35人） 経験者優遇

◎一般求人

◎期間雇用求人

◎パート求人
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＊ 応募を希望される方は、ハローワークで『紹介状』の交付を受けてください。 

＊ ハローワークの受付時間は、祝祭日を除く月～金曜日の８：３０～１７：１５です。 

＊ 掲載求人のうち、すでに内定済み・条件変更等の場合がありますので、ご了承ください。 

＊ この求人情報（美幌版）は次の施設でもご利用できます。 

●美幌町役場別館２階    ●津別町役場戸籍係ロビー   ●大空町役場町民係ロビー   ●大空町東藻琴総合支所 １階正面カウンター 

＊ 次の発行は５月８日の予定です。（事情により変更になることがあります。ご了承ください。） 
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