
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
事務職員 1人 ５９ 155,700円 社会福祉法人　美幌町社会 網走郡美幌町字東３条北２丁目 8:45～17:30 雇用・労災 普通自動車免許

以下 ～ 福祉協議会 しゃきっとプラザ内 健康・厚生 雇用　7/1～
170,100円 社会福祉協議会又は社会福祉

施設、介護施設、病院等において

常用 01051-    301391 0152-72-1165　（従業員数  6人） 相談業務の従事経験を有する方

製材工場工員 1人 ５９ 154,000円 有限会社　大野林協 網走郡美幌町字仲町１丁目３０番地 7:30～17:00 雇用・労災 ＊
以下 ～ 就労地：美幌町美禽３２７ 健康・厚生 ＊

常用 176,000円 01051-    303991 0152-73-2236　（従業員数  9人） ＊
冷凍食品製造工員 5人 144,038円 クレードル食品　株式会社 網走郡美幌町字稲美１６４番地 8:00～17:00 雇用・労災 ＊

不問 ～ 健康・厚生 ＊
常用 144,038円 01051-    304491 0152-73-3175　（従業員数  401人） ＊

現場代理人 1人 ５９ 230,000円 津別建設　株式会社 網走郡津別町字東２条２３番地 8:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許
以下 ～ 就労地：事業所及び網走管内 9:00～17:00 健康・厚生 1級・2級土木施工管理技士

285,000円 土木工事の現場代理人
常用 01051-    306891 0152-76-2174　（従業員数   17人） 又は主任技術者経験者

准看護師 1人 186,900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 准看護師
不問 ～ 7:45～16:30 健康・厚生 ６ヶ月毎の契約更新

常用 266,500円 01051-    308591 0152-73-4111　　（従業員数  138人） ＊
歯科衛生士 1人 170,000円 医療法人社団　トム 網走郡美幌町字東町１丁目１０番地２ 9:00～12:30 雇用・労災 歯科衛生士

不問 ～ 東町歯科 14:00～17:30 健康・厚生 ＊
常用 190,000円 01051-    309191 0152-73-0066（従業員数   6人） 17:30～21:00 ＊

支援員 2人 ５９ 140,238円 社会福祉法人　北海道療育園 網走郡美幌町字美富９番地 6:30～15:00 雇用・労災 ＊
以下 ～ 美幌療育病院 9:30～18:00 健康・厚生 ＊

191,860円 13:10～21:40 ＊
常用 01051-   310691 0152-73-3145　（従業員数   200人） 21:20～6:50 ＊

◎一般求人
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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２０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。） 

 

 



介護支援専門員 1人 ５９ 175,000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 8:45～17:15 雇用・労災 介護支援専門員・
以下 ～ 就労地：網走郡津別町字共和２５－１　いちいの園内 健康・厚生 普通自動車免許

235,500円 　　　　「津別町居宅介護支援事業所」 ＊
常用 01051-   311991 0152-76-3205　（従業員数  4人） ＊

事務員 1人 150,000円 株式会社　美幌自動車学校 網走郡美幌町字稲美２５５番地 9:00～18:00 雇用・労災 １年毎の契約更新
不問 ～ 健康・厚生 普通自動車免許（ＡＴ限定可）

常用 150,000円 01051-   312491 0152-73-2996　（従業員数  12人） パソコン操作（ワード・エクセル）

営業 1人 ３５ 146,960円 株式会社　宮田建設 網走郡美幌町字仲町２丁目８６番地 8:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許
以下 ～ 健康・厚生 ＊

常用 325,900円 01051-   316591 0152-73-3248　（従業員数  23人） ＊
介助員 2人 ５９ 120,000円 社会福祉法人　北海道療育園 網走郡美幌町字美富９番地 6:30～13:00 雇用・労災 ＊

以下 ～ 美幌療育病院 15:10～21:40 健康・厚生 ＊
常用 120,000円 01051-   317191 0152-73-3145　（従業員数   200人） ＊

介護職員 1人 131,695円 有限会社　シルバーサポートノア 網走郡美幌町字元町２８番地４３ 6:00～10:00 雇用・労災 経験者尚可
不問 ～ 就労地：美幌町元町２８番地４２ 6:00～15:00 健康・厚生 ＊

152,992円 　　　　　「グループホームほうゆう」 9:30～18:30 ＊
12:00～21:00 ＊

常用 01051-   318091 0152-72-0606　（従業員数  19人） 21:00～6:00 ＊
介護職員 3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 7:00～15:30 雇用・労災 ホームヘルパー２級以上（必須）

以下 ～ 就労地：特別養護老人ホーム　緑の苑 9:00～17:30 健康・厚生 介護福祉士あれば尚可
205,400円 11:00～19:30 経験者優遇

常用 01051-   320791 0152-73-1215　（従業員数   93人） 16:30～9:30 ＊
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 7:00～15:30 雇用・労災 ホームヘルパー２級以上（必須）

以下 ～ 就労地：網走郡津別町字共和２５－１ 8:45～17:15 健康・厚生 介護福祉士あれば尚可
205,400円 　　　「特別養護老人ホーム　いちいの園」 11:30～20:00 経験者優遇

常用 01051-   321891 0152-76-3205　（従業員数  33人） 16:30～9:30 ＊
歯科受付兼助手 1人 155,000円 医療法人社団　トム 網走郡美幌町字東町１丁目１０番地２ 9:00～12:30 雇用・労災 経験者優遇

不問 ～ 東町歯科 14:00～17:30 健康・厚生 ＊
常用 185,000円 01051-   322291 0152-73-0066（従業員数   6人） 17:30～21:00 ＊

フロント係 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 7:30～15:30 雇用・労災 ＊
以下 ～ 13:30～21:30 健康・厚生 ＊

常用 160,000円 01051-   324191 0152-73-5101（従業員数   25人） ＊
接客・カラオケ店 1人 １８ 145,824円 タカハシエンターテイメント株式会社 網走郡美幌町字仲町１丁目１８番地 10:00～6:00 雇用・労災 ＊

業務 以上 ～ みゅうじっくはうす歌屋美幌店 の間の８時間程度 健康・厚生 ＊
常用 145,824円 01051-   325091 0152-44-8784 　（従業員数  11人） ＊

接客・カラオケ店 1人 120,960円 タカハシエンターテイメント株式会社 網走郡美幌町字仲町１丁目１８番地 10:00～17:00 雇用・労災 ＊
業務 不問 ～ みゅうじっくはうす歌屋美幌店 健康・厚生 ＊
常用 120,960円 01051-   326391 0152-44-8784 　（従業員数  11人） ＊

接客・カラオケ店 1人 １８ 126,000円 タカハシエンターテイメント株式会社 網走郡美幌町字仲町１丁目１８番地 17:00～0:00 雇用・労災 ＊
業務 以上 ～ みゅうじっくはうす歌屋美幌店 健康・厚生 ＊
常用 126,000円 01051-   327691 0152-44-8784 　（従業員数  11人） ＊
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◎一般求人



接客・カラオケ店 1人 １８ 166,320円 タカハシエンターテイメント株式会社 網走郡美幌町字仲町１丁目１８番地 20:00～4:00 雇用・労災 ＊
業務 以上 ～ みゅうじっくはうす歌屋美幌店 健康・厚生 ＊
常用 166,320円 01051-   328991 0152-44-8784 　（従業員数  11人） ＊

ホール・カウンター 1人 １８ 180,000円 東和商事株式会社 網走郡美幌町字日の出２丁目３番地 8:30～17:00 雇用・労災 普通自動車免許(AT限定可）

スタッフ 以上 ～ （パーラー東和美幌店） 17:00～0:00 健康・厚生 ＊
常用 200,000円 01051-   329491 0152-75-2526 　（従業員数  14人） ＊

学童保育所 1人 155,500円 美幌町役場 網走郡美幌町字東２条北２丁目２５番地 12:30～17:30 雇用・公災 普通自動車免許
補助員 不問 ～ 就労地：学童保育所（美幌町内小学校３ヵ所に併設） 8:30～17:30 健康・厚生 雇用　～9/30
常用 155,500円 01051-   330291 0152-73-1111   （従業員数  10人） ６ヶ月毎の更新契約

運転手兼 2人 200,000円 有限会社　三雄産業 網走郡美幌町字青山北１１番地の９ 8:00～17:00 雇用・労災 大型・大特（どちらか）／けん引、

倉庫管理 不問 ～ 健康・厚生 フォークリフト、作業免許等あれば尚可

常用 250,000円 01051-   332191 0152-73-1502　 （従業員数  4人） 大型運転経験あれば尚可
ダンプ・トレーラー 5人 220,000円 三星運輸　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 大型自動車免許

運転手 不問 ～ 就労地：美幌町字日の出　三星運輸（株）美幌営業所 6:00～15:00 健康・厚生 けん引免許
常用 260,000円 01051-   333091 0152-73-0102　　（従業員数  61人） 財形 ＊

ダンプ運転手 3人 ４０ 180,000円 有限会社　シビル 網走郡美幌町字高野９１番地２ 7:00～17:00 雇用・労災 大型自動車免許
以下 ～ 就労地：網走管内及びその他 健康・厚生 大特・車両系建設機械あれば尚可

常用 200,000円 01051-   334391 0152-73-5333　　（従業員数  26人） ＊
重機運転手 3人 ４０ 180,000円 有限会社　シビル 網走郡美幌町字高野９１番地２ 7:00～17:00 雇用・労災 大特・車両系建設機械

以下 ～ 就労地：網走管内及びその他 健康・厚生 ＊
常用 200,000円 01051-   335691 0152-73-5333　　（従業員数  26人） ＊

普通作業員 2人 ４０ 160,000円 有限会社　シビル 網走郡美幌町字高野９１番地２ 7:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許
以下 ～ 就労地：主に網走管内 健康・厚生 ＊

常用 180,000円 01051-   336991 0152-73-5333　　（従業員数  26人） ＊
牛の飼育 2人 210,000円 株式会社　津別ファーム 網走郡津別町字栄５８－２ 6:00～15:00 雇用・労災 普通自動車免許(AT限定可）

管理作業員 不問 ～ 8:00～17:00 健康・厚生
常用 250,000円 01051-   337491 0152-76-1420　　（従業員数  22人） 17:00～6:00

造林作業員 2人 230,000円 有限会社　北野産業 網走郡津別町字幸町６１番地１２ 7:00～16:00 雇用・労災 普通自動車免許
不問 ～ 就労地：津別・東藻琴・その他 健康・厚生 ＊

常用 230,000円 01051-   338791 0152-76-2096　　（従業員数  15人） ＊
製材工場工員 1人 172,500円 加賀谷木材　株式会社 網走郡津別町字緑町２２ 8:00～17:00 雇用・労災 ＊

不問 ～ 健康・厚生 ＊
常用 230,000円 01051-   341091 0152-76-2145　（従業員数   59人） ＊

木工工場工員 1人 149,960円 加賀谷木材　株式会社 網走郡津別町字緑町２２ 8:00～17:00 雇用・労災 ＊
不問 ～ 健康・厚生 ＊

常用 149,960円 01051-   342391 0152-76-2145　（従業員数   59人） ＊
経木工場工員 1人 149,960円 加賀谷木材　株式会社 網走郡津別町字緑町２２ 8:00～17:00 雇用・労災 ＊

不問 ～ 健康・厚生 ＊
常用 149,960円 01051-   343691 0152-76-2145　（従業員数   59人） ＊

ＤＩＹ工場工員 1人 149,960円 加賀谷木材　株式会社 網走郡津別町字緑町２２ 8:00～17:00 雇用・労災 ＊
不問 ～ 健康・厚生 ＊

常用 149,960円 01051-   344991 0152-76-2145　（従業員数   59人） ＊
製材に関する軽作業員 1人 178,000円 熊谷林産　株式会社 網走郡津別町字共和１２５番地 8:00～17:30 雇用・労災 普通自動車免許
または製材製造工 不問 ～ 健康・厚生 木材加工機械取扱経験者優遇



常用 188,000円 01051-   345491 0152-76-2365　（従業員数   17人） ＊
木製食品容器の 2人 ６２ 144,956円 有限会社　三共 網走郡津別町字共和３９番地２号 7:50～17:10 雇用・労災 ＊
製造スタッフ 以下 ～ 健康・厚生 ＊

常用 144,956円 01051-   347891 0152-76-2676　（従業員数   25人） ＊
電気工事作業員 2人 ３５ 145,000円 有限会社　北新電設 網走郡美幌町字東３条北３丁目９番１ 8:00～17:00 雇用・労災 第１種又は第２種電気工事士免許

以下 ～ 就労地：網走管内 健康・厚生 (入社後免許を取る事も可能）

常用 240,000円 01051-   349591 0152-72-2255　（従業員数   4人） 普通自動車免許
整備士 1人 190,000円 三星運輸　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(AT限定不可）

不問 ～ 就労地：美幌町字栄町４－１　三星運輸（株）寿自動車サービスセンター 健康・厚生 大型自動車整備可能な方
常用 250,000円 01051-   351691 0152-73-3128　（従業員数  17人） 財形 ＊

工場作業員 2人 138,320円 北見通運株式会社 網走郡美幌町字美里２２番地の１ 8:30～16:30 雇用・労災 フォークリフト免許あれば尚可

不問 ～ オホーツク支店 就労地：美幌・女満別各ＪＡ選果場 健康・厚生 ＊
常用 203,840円 01051-   355891 0152-73-3148　（従業員数   0人） ＊

工場作業員 2人 141,120円 北見通運株式会社 網走郡美幌町字美里２２番地の１ 8:30～17:00 雇用・労災 フォークリフト免許あれば尚可

不問 ～ オホーツク支店 就労地：美幌町報徳 健康・厚生 ＊
常用 219,520円 01051-   356291 0152-73-3148　（従業員数   0人） ＊

普通作業員 1人 200,000円 株式会社　四ツ輪工業 網走郡美幌町字仲町１丁目１４３番３４ 8:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許(AT限定不可）

不問 ～ 就労地：主に美幌町内　他に網走管内 健康・厚生 大型、中型免許・車両系建設

常用 245,000円 01051-   357591 0152-73-3673　（従業員数   14人） 機械・小型移動式クレーンあれば尚可

青果加工・ 3人 145,290円 株式会社　ウエニシ 網走郡美幌町字美富３１８番地 8:00～17:00 雇用・労災 ＊
選別作業員 不問 ～ 健康・厚生 ＊

常用 147,900円 01051-   358191 0152-73-2814　（従業員数  60人） ＊
販売職 3人 ６４ 157,000円 株式会社　道東アークス 北見市卸町３丁目３番地３ 8:00～22:00 雇用・労災 普通自動車免許（ＡＴ限定可）

以下 ～ 就労地：北見市内もしくは美幌町内の各店舗 の間の８時間 健康・厚生 ＊
常用 256,300円 01050-  2348391 0157-36-5121　（従業員数  100人） ＊

搬送車の運転 1人 145,200円 北見トヨペット　株式会社 北見市とん田東町６１６ 9:30～18:30 雇用・労災 中型自動車免許
不問 ～ 就労地：網走郡美幌町東町１「北見トヨペット美幌店」 健康・厚生 （８ｔ限定可/ＡＴ限定不可）

常用 145,200円 01050-  2358691 0157-24-6191　（従業員数  13人） または準中型自動車免許

介護職員 1人 １８ 140,811円 有限会社　ラポートケア 北見市東陵町５７－１０ 6:00～15:00 雇用・労災 ＊

～

～ 就労地：美幌町鳥里２丁目５－１２ 9:00～18:00 健康・厚生 ＊
６４ 140,811円 　　  「グループホーム和　とりさと館」 12:00～21:00 ＊

常用 01050-  2454691 0152-75-3975 　（従業員数  20人） 21:00～6:00 ＊
サービス・ステー 1人 156,240円 北日本石油株式会社 北見市花月町１５番地８ 8:30～17:30 雇用・労災 普通自動車免許（ＡＴ限定不可）

ションスタッフ 不問 ～ 北見販売支店 就労地：美幌町新町１－３７－１０「美幌サービスステーション」 9:00～18:00 健康・厚生 雇用　６ヶ月
常用 156,240円 01050-  2496991 0157-61-1261　（従業員数   5人） 10:00～19:00 契約更新の可能性あり

整備工 1人 165,050円 阿寒バス株式会社 釧路市愛国１９１番地２０８ 9:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許
不問 ～ 就労地：美幌町栄町４－８－５「美幌営業所」 9:00～12:00(土) 健康・厚生 自動車整備士、大型あれば尚可

常用 179,400円 01090-  4207891 0154-37-2221　（従業員数   22人） 雇用　２４ヶ月 契約更新の可能性あり

バス運転手 2人 166,100円 阿寒バス株式会社 釧路市愛国１９１番地２０８ 5:00～22:00 雇用・労災 大型２種
不問 ～ 就労地：美幌町栄町４－８－５「美幌営業所」 の間の６時間４０分 健康・厚生 雇用　２４ヶ月

常用 179,400円 01090-  4209591 0154-37-2221　（従業員数   22人） 契約更新の可能性あり

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
バス運転手 1人 141,525円 阿寒バス株式会社 釧路市愛国１９１番地２０８ 9:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許（取得後

◎一般求人



不問 ～ 就労地：美幌町栄町４－８－５「美幌営業所」 の間の６時間４０分 健康・厚生 ３年以上、ＡＴ限定不可）
常用 141,525円 01090-  4210391 0154-37-2221　（従業員数   22人） 雇用　２ヶ月　契約更新の可能性あり

◎パート求人
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

一般事務職 1人 915円 美幌町役場 網走郡美幌町字東２条北２丁目２５番地 9:30～15:30 雇用・公災 普通自動車免許
（学校図書館司書） 不問 ～ 就労地：美幌町内の小中学校 雇用　学期毎の雇用

常用 915円 01051-    302691 0152-73-3016（従業員数  550人） ＊
冷凍食品製造工員 5人 835円 クレードル食品　株式会社 網走郡美幌町字稲美１６４番地 9:00～15:30 労災 ＊

不問 ～ 10:30～15:30 ＊
常用 835円 01051-    305791 0152-73-3175　（従業員数  401人） ＊

正・准看護師 2人 1,400円 医療法人社団　平間医院 網走郡美幌町字東１条北３丁目４番地 8:30～13:30 労災 正・准看護師
不問 ～ の間の３～４時間 ＊

常用 1,400円 01051-    307291 0152-72-1881　（従業員数  8人） ＊
医療事務員 1人 840円 びほろ耳鼻咽喉科クリニック 網走郡美幌町字仲町１丁目１０１－３ 8:30～18:00 雇用・労災 コンピュータ資格者、医療

不問 ～ の間の４時間程度 事務資格者尚可
900円 コンピュータ入力経験者、

常用 01051-    313791 0152-73-3900　（従業員数  5人） 医療事務経験者尚可
レジ係 2人 835円 北雄ラッキー　株式会社 網走郡美幌町字青山北５３－３ 9:00～13:00 雇用・労災 ６ヶ月毎の契約更新

不問 ～ シティびほろ店 又は12:00～21:00 ＊
常用 835円 01051-    314891 0152-72-3111　（従業員数  182人） の間の４時間以上 ＊

店内業務全般 1人 835円 有限会社　柳瀬食品店 網走郡津別町字東２条３３番地 8:00～17:00 雇用・労災 ＊
不問 ～ の間の４時間程度 ＊

常用 835円 01051-    315291 　　　　　　　　　　（従業員数  8人） ＊
介護職員 1人 900円 有限会社　シルバーサポートノア 網走郡美幌町字元町２８番地４３ 6:00～10:00 雇用・労災 経験者尚可

不問 ～ 就労地：美幌町元町２８番地４２ 6:00～15:00 ＊
1,250円 　　　　　「グループホームほうゆう」 9:30～18:30 ＊

12:00～21:00 ＊
常用 01051-    319391 0152-72-0606　（従業員数  19人） 21:00～6:00 ＊

ホール接客係 1人 850円 レストランとらや　虎谷　秀人 網走郡美幌町字青山南３０番地 18:00～20:00 労災 ＊
不問 ～ ＊

常用 850円 01051-  　323591 0152-72-1100　（従業員数  7人） ＊
保育士及び 2人 930円 社会福祉法人　夢つべつ 網走郡津別町字新町２１ 7:30～19:00 雇用・労災 保育士・幼稚園教諭
幼稚園教諭補助 不問 ～ の間の５時間程度 （どちらかでも可）

常用 930円 01051-    331591 0152-77-3231　（従業員数  34人） 雇用　～3/31　年度毎の契約更新

製造員 2人 835円 北雄ラッキー　株式会社 網走郡美幌町字青山北５３－３ 7:30～11:30 雇用・労災 ６ヶ月毎の契約更新
（惣菜部門） 不問 ～ シティびほろ店 14:00～18:00 ＊

常用 835円 01051-  　339891 0152-72-3111　（従業員数  182人） ＊

◎パート求人
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

製造員（惣菜部門・ 1人 １８ 835円 北雄ラッキー　株式会社 網走郡美幌町字青山北５３－３ 22:00～3:30 雇用・労災 ６ヶ月毎の契約更新
デリカセンター） 以上 ～ シティびほろ店 就労地：シティびほろ店内　シティデリカセンター 深夜は加算込時給１，０４４円



常用 835円 01051-    340191 0152-75-2060　（従業員数  182人） ＊
製材に関する軽作業員 3人 1,000円 熊谷林産　株式会社 網走郡津別町字共和１２５番地 8:00～17:30 労災 ＊
または製材製造工 不問 ～ の間の３時間以上 ＊

常用 1,000円 01051-    346791 0152-76-2365　（従業員数   17人） ＊
新聞配達員 3人 １８ 880円 有限会社　ワイ・エム・エス 網走郡美幌町字東１条北４丁目２１番地の４ 3:30～4:30 労災 普通自動車免許

以上 ～ 3:30～4:45 （自家用車所有）
常用 880円 01051-    352991 0152-73-5335  （従業員数   5人） 3:30～5:00 深夜加算込時給１，１００円

青果加工・ 3人 835円 株式会社　ウエニシ 網走郡美幌町字美富３１８番地 8:00～17:00 雇用・労災 ＊
選別作業員 不問 ～ 9:00～15:00 ＊

常用 850円 01051-    359091 0152-73-2814 　（従業員数  60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
造林作業員 5人 184,000円 有限会社　安藤組 網走郡津別町字柏町１５番地５２ 7:00～16:00 雇用・労災 雇用　～11/30

不問 ～ 就労地：津別町・美幌町民有林 健康・厚生 普通自動車免許・重機等
臨時 299,000円 01051-     20090 0152-76-3198　（従業員数  2人） 作業資格あれば尚可

軽量鉄骨の組立 2人 176,000円 ハウス富士　廣田　好幸 網走郡美幌町字報徳９２－１３０ 7:00～17:00 雇用・労災 雇用　～12/30
不問 ～ 就労地：主に網走管内 普通自動車免許

臨時 264,000円 01051-     21690 0152-72-1551　（従業員数  3人） ＊
大工 2人 200,000円 株式会社　ダイイチ 網走郡美幌町字美禽２８９番地６ 7:30～17:00 雇用・労災 雇用　6/1～12/31

不問 ～ 就労地：北見・網走管内 8:00～17:30 健康・厚生 普通自動車免許(AT限定不可）

臨時 360,000円 01051-     22990 0152-73-2626　（従業員数  10人） ＊
土木作業員 3人 200,000円 株式会社　ダイイチ 網走郡美幌町字美禽２８９番地６ 7:30～17:00 雇用・労災 雇用　6/1～12/31

不問 ～ 就労地：北見・網走管内 健康・厚生 普通自動車免許(AT限定不可）

臨時 300,000円 01051-     23190 0152-73-2626　（従業員数  10人） ＊
一般作業員 3人 140,280円 便利屋・住まいる 網走郡美幌町字東２条南１丁目３番地 7:00～17:00 雇用・労災 雇用　～12/25

不問 ～ 就労地：北見・網走管内（美幌が中心、他に北見・網走） 健康・厚生 普通自動車免許
臨時 231,000円 01051-   　24490 0152-77-6033　（従業員数  3人） 作業免許あれば尚可

土木作業員 3人 189,000円 株式会社　だいけん 網走郡津別町字共和５１番地の２ 7:00～17:00 雇用・労災 雇用　～12/31
不問 ～ 健康・厚生 普通自動車免許

臨時 241,500円 01051-  　 25790 0152-76-2510　（従業員数  20人） 土木作業経験
コンクリート製造 2人 172,000円 株式会社　アスクゲートイースト 北見市中央三輪１丁目３７１－７ 8:00～17:30 雇用・労災 雇用　～11/30

不問 ～ 就労地：美幌町野崎 健康・厚生 ＊
臨時 172,000円 01050-  2501491 0157-33-4546　（従業員数  0人） ＊

◎期間雇用求人



第４３２号 ５月８日発行（４月１９日～５月７日受理分） ハローワークびほろ  ℡ 0152-73-3555 

 

 

 

＊ 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２０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。） 

 

 


