
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
道路・公園維持 1人 259,300円 美幌町役場 網走郡美幌町字東２条北２丁目２５番地 8:45～17:30 雇用・労災 雇用　４/１～　１年毎更新の可能性あり

管理作業 不問 ～ 就労地：網走郡美幌町字報徳 7:45～16:30 健康・厚生 /大型自動車/大型特殊自動車/

259,300円 　　「車両センター」他、町内全域 車両系建設機械（整地・運搬・

常用 01051-　　137301 0152-73-1111　（従業員数　550人） 積込用及び掘削用）運転技能者

介護員 2人 ６４ 170,000円 有限会社　ラポートケア 北見市東陵町５７－１０ 8:30～17:30 雇用・労災 介護福祉士
（介護福祉士） 以下 ～ 就労地：網走郡美幌町大通北４丁目１９番４号 健康・厚生 普通自動車運転免許

170,000円 　　「希望のつぼみ　美幌」 ＊
常用 01050-　　734101 0152-77-3086　（従業員数　13人） ＊

機能訓練指導員 1人 ６４ 235,500円 有限会社　ラポートケア 北見市東陵町５７－１０ 8:30～17:30 雇用・労災 理学療法士・作業療法士

以下 ～ 就労地：網走郡美幌町大通北４丁目１９番４号 健康・厚生 いずれかの免許・資格所持

235,500円 　　「希望のつぼみ　美幌」 普通自動車運転免許
常用 01050-　　737801. 0152-77-3086　（従業員数　13人） ＊

（嘱）調理員 1人 151,536円 日清医療食品　株式会社 札幌市中央区北３条西４丁目１－１　日本生命札幌ビル２０階 4:00～13:00 雇用・労災 雇用　１年
不問 ～ 北海道支店 就労地：網走郡美幌町字田中 9:00～18:00 健康・厚生 １２ヶ月毎更新の可能性あり

158,400円 　　「陸上自衛隊　美幌駐屯地」 ＊
常用 01010-　5272601 011-219-6203　（従業員数　13人） ＊

スクールバス運転手兼 1人 177,000円 美幌町役場 網走郡美幌町字東２条北２丁目２５番地 8:45～17:30 雇用・労災 雇用　４/１～Ｒ３．３/３１　更新の

施設管理 不問 ～ 就労地：網走郡美幌町字稲美５６番地の３ 健康・厚生 可能性あり/中型自動車免許

177,000円 　　「美幌町学校給食センター」 ※限定解除要（８ｔ限定では不可）

常用 01051-　　139901 0152-73-2526　（従業員数　22人） ワード・エクセル基本操作

特別支援教育 5人 147,400円 美幌町役場 網走郡美幌町字東２条北２丁目２５番地 8:00～15:30 雇用・公災 雇用　４/１～Ｒ３．３/３１
支援員 不問 ～ 就労地：美幌町内の小中学校 8:00～16:15 健康・厚生 更新の可能性あり
常用 157,900円 01051-　　141801 0152-73-1111　（従業員数　550人） ＊

一般事務 1人 154,800円 美幌町森林組合 網走郡美幌町字稲美２３４番地３ 8:00～17:00 雇用・労災 普通自動車運転免許
不問 ～ 健康・厚生 パソコン操作（ワード・エクセルを使って

常用 182,000円 01051-　　142201 0152-73-1281　（従業員数　15人） 定型フォームの入力ができる事）

一般事務兼 1人 ３５ 155,300円 美幌町森林組合 網走郡美幌町字稲美２３４番地３ 8:00～17:00 雇用・労災 普通自動車運転免許
現場管理 以下 ～ 就労地：当社事務所及び工場 健康・厚生 ＊

常用 249,100円 01051-　　143501 0152-73-1281　（従業員数　15人） ＊
営業員 1人 ５９ 165,000円 株式会社　ヰセキ北海道 岩見沢市東町２条７丁目１００４番地１ 8:30～17:30 雇用・労災 普通自動車運転免許

以下 ～ 就労地：網走郡美幌町字美禽３５８－１ 9:00～17:30 健康・厚生 （ＡＴ限定不可）
240,000円 　　「美幌営業所」 ＊

常用 01110-　　707801 0126-22-3388　（従業員数　8人） ＊
総務事務 1人 146,800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 普通自動車運転免許あれば尚可/

不問 ～ 健康・厚生 会計、労務管理に必要な知識あれば尚可/

173,800円 ワード・エクセル基本操作（関数

常用 01051-　　147901 0152-73-1215　（従業員数　96人） （SUMIF,VLOOKUP）も使用できれば尚可

冷凍食品の 2人 ５９ 198,100円 サンマルコ食品　株式会社 札幌市厚別区厚別東４条１丁目１番４８号 8:00～17:00 雇用・労災 普通自動車運転免許
開発職 以下 ～ 就労地：網走郡津別町字活汲８６番地　 健康・厚生 食品開発等の業務経験者

223,600円 　　「サンマルコ食品（株）　津別工場」 ワード・エクセル入力等
常用 01230-　3210401 011-897-1711　（従業員数　120人） 基本操作出来る方

給油所スタッフ 1人 149,640円 網走交通　株式会社 網走市新町２丁目３－１ 8:00～19:30の 雇用・労災 雇用　～３/２０　更新の
不問 ～ 就労地：網走郡美幌町字仲町２丁目１６番地 間の８時間程度 健康・厚生 可能性あり/普通自動車運転

156,520円 　　「網走交通株式会社　美幌給油所」 免許（ＡＴ限定不可）/危険物

常用 01180-　　343001 0152-45-1010　（従業員数　4人） 取扱者（乙種）あれば尚可

施設管理スタッフ 1人 １８ 171,000円 株式会社　道央環境センター 網走郡美幌町字東３条南４丁目１番地１３ 8:30～17:30 雇用・労災 普通自動車運転免許/２級
～ ～ 美幌支店 就労地：網走郡美幌町字報徳７９番地の１ 17:15～8:40 健康・厚生 ボイラー技士あれば尚可（入社後

４０ 243,000円 　　「美幌町下水道終末処理場」 取得可）/エクセル・ワード

常用 01051-　　148101 0152-72-2480　（従業員数　18人） 基本操作できれば尚可
調理員 1人 177,100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 5:30～13:30 雇用・労災 雇用　～９/３０

不問 ～ 就労地：網走郡津別町幸町６１番地 9:00～19:00 健康・厚生 １年毎更新の可能性あり

常用 177,100円 01010-　6440901 011-200-8808　（従業員数　7人） 調理業務
調理補助 1人 148,925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 5:30～13:30 雇用・労災 雇用　～９/３０

不問 ～ 就労地：網走郡津別町幸町６１番地 9:00～19:00 健康・厚生 １年毎更新の可能性あり

常用 148,925円 01010-　6449601 011-200-8808　（従業員数　7人） ＊
調理師 1人 250,000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 5:30～13:30 雇用・労災 雇用　～Ｒ３．４/３０

不問 ～ 就労地：網走郡津別町幸町６１番地 9:00～19:00 健康・厚生 １年毎更新の可能性あり

常用 300,000円 01010-　6500201 011-200-8808　（従業員数　7人） 調理師/調理業務
主任介護支援専門員 1人 169,100円 美幌町役場 網走郡美幌町字東２条北２丁目２５番地 9:00～17:00 雇用・労災 雇用　４/１～Ｒ３．３/３１　更新の可能性あり/

又は介護支援専門員 不問 ～ 健康・厚生 普通自動車運転免許/介護支援専門員

169,100円 （ケアマネージャー）/主任介護支援専門員

あれば尚可/介護支援専門員として実務

常用 01051-　　149401 0152-73-1111　（従業員数　550人） 経験３年以上/ワード・エクセル基本操作

食品加工作業員 5人 146,370円 （株）ネイヴルソリューションスタッフ 北見市とん田東町３９７番地　グローリビル５Ｆ 8:00～17:00 雇用・労災 雇用　３ヶ月
（日勤） 不問 ～ 北見営業所 就労地：網走郡美幌町字稲美１６４ 健康・厚生 更新の可能性あり
常用 146,370円 01050-　　927901 0157-33-5825　（従業員数　33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
医療事務員 1人 ６４ 166,100円 株式会社　医療保険経理研究所 釧路市光陽町２－１１ 8:30～17:30 雇用・労災 医療事務経験者

以下 ～ 就労地：網走郡美幌町字仲町２丁目３８番地１ 健康・厚生 パソコン～キーボードの
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171,100円 　　「美幌町立国民健康保険病院」 打てる方
常用 01090-　1449601 0154-22-0005　（従業員数　12人） ＊

一般事務員 2人 142,000円 美幌町農業協同組合 網走郡美幌町字青山南３０番地１ 8:30～17:00 雇用・労災 雇用　４/１～Ｒ３．３/３１　更新の　

不問 ～ 健康・厚生 可能性あり/普通自動車免許/

常用 194,000円 01051-　　150201 0152-72-1111　（従業員数　131人） ワード・エクセルの基本操作

動物看護士 1人 ５９ 190,000円 有限会社アースベッツ 網走郡美幌町字青山北５１－８ 8:30～18:30の 雇用・労災 動物看護士
以下 ～ 美幌動物病院 間の８時間 健康・厚生 パソコン基本操作

常用 190,000円 01051-　　151501 0152-73-1011　（従業員数　4人） ＊
セルフスタンド 1人 ５９ 150,500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 普通自動車運転免許

スタッフ 以下 ～ （モダ石油グループ） 就労地：網走郡美幌町字鳥里４丁目３番地６ 健康・厚生 （ＡＴ限定不可）
183,000円 　　「モダ石油　美幌給油所」 危険物取扱者（乙種）

常用 01030-　2418101 0120-005-121　（従業員数　13人） ＊
農業機械の 1人 ５９ 186,000円 東洋農機株式会社 帯広市西２２条北１丁目２番５号 8:30～17:30 雇用・労災 普通自動車運転免許

整備、修理 以下 ～ 就労地：網走郡美幌町字稲美２２０－１４ 健康・厚生 ＊
279,000円 　　「美幌営業所」 ＊

常用 01040-　2108101 0155-37-3191　（従業員数　7人） ＊
肉牛育成スタッフ 3人 215,000円 株式会社　美幌牛肥育センター 網走郡美幌町字都橋２１１番地 7:00～17:00 雇用・労災 普通自動車運転免許（ＡＴ

不問 ～ 健康・厚生 限定不可）/大型・大型特殊・

常用 325,000円 01051-　　153301 0152-72-3373　（従業員数　6人） 牽引免許あれば尚可
農業土木工事の 2人 350,000円 株式会社　アイエンジニアリングスタッフ 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級土木施工管理技士、２級

土木施工管理 不問 ～ 就労地：網走郡津別町 健康・厚生 土木施工管理技士あれば

常用 550,000円 01010-　7116401 011-206-0085　（従業員数　0人） 尚可/現場経験のある方

あん摩マッサージ 1人 240,000円 ＫＥＩＲＯＷ北見ステーション 北見市東相内町２３番地　サザンクロス１０２号 9:00～18:00 雇用・労災 あん摩マッサージ指圧師、はり師、

指圧師・鍼灸師 不問 ～ 山田　真司 就労地：網走市・美幌町・大空町または北見市内 実務経験２年以上/普通自動車免許/

常用 240,000円 01050-　967601 0157-57-7364　（従業員数　0人） 簡単なパソコンの打ち込みなど

あん摩マッサージ 1人 160,000円 ＫＥＩＲＯＷ北見ステーション 北見市東相内町２３番地　サザンクロス１０２号 9:00～18:00 雇用・労災 あん摩マッサージ指圧師、

指圧師 不問 ～ 山田　真司 就労地：網走市・美幌町・大空町または北見市内 普通自動車運転免許
常用 180,000円 01050-　968901 0157-57-7364　（従業員数　0人） 簡単なパソコンの打ち込みなど

鍼師・灸師 1人 160,000円 ＫＥＩＲＯＷ北見ステーション 北見市東相内町２３番地　サザンクロス１０２号 9:00～18:00 雇用・労災 はり師・きゅう師
不問 ～ 山田　真司 就労地：網走市・美幌町・大空町または北見市内 普通自動車運転免許

常用 170,000円 01050-　969101 0157-57-7364　（従業員数　0人） 簡単なパソコンの打ち込みなど

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
販売員 1人 865円 株式会社　西松屋チェーン 網走郡美幌町字三橋南３－１ 15:00～19:00 労災 雇用　６ヶ月　更新の

不問 ～ 美幌三橋店 13:30～19:00 可能性あり/数値入力等
常用 900円 01051-　　138601 050-5577-9082　（従業員数　7人） （エクセルでの簡単な操作）

セルフスタンド 1人 １８ 920円 茂田石油　株式会社 旭川市住吉４条２丁目８番１３号 20:00～8:00 雇用・労災 危険物取扱者（乙種）
スタッフ 以上 ～ 就労地：網走郡美幌町字鳥里４丁目３番地６ 普通自動車運転免許

920円 　　「モダ石油　美幌給油所」 （ＡＴ限定不可）
常用 01030-　1877301 0120-005-121　（従業員数　10人） ＊

配達及び薬局事務 1人 1,100円 有限会社　久山薬局 網走郡美幌町字大通北３丁目１２番地 12:45～16:45 労災 普通自動車運転免許
不問 ～ 自動車運転で配達ができる方

常用 1,100円 01051-　　140701 0152-73-2837　（従業員数　9人） エクセル表への入力程度

保健師 1人 1,341円 美幌町役場 網走郡美幌町字東２条北２丁目２５番地 8:45～17:30の 雇用・労災 雇用　４/１～Ｒ３．３/３１　

不問 ～ 間の５時間程度 更新の可能性あり
常用 1,341円 01051-　　145301 0152-73-1111　（従業員数　550人） 保健師/保健師経験

管理栄養士 1人 1,341円 美幌町役場 網走郡美幌町字東２条北２丁目２５番地 8:45～17:30の 雇用・労災 雇用　４/１～Ｒ３．３/３１　

不問 ～ 間の５時間程度 更新の可能性あり
常用 1,341円 01051-　　146601 0152-73-1111　（従業員数　550人） 管理栄養士/栄養士経験

調理補助 1人 925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 14:00～18:00 労災 雇用　～９/３０
不問 ～ 就労地：網走郡美幌町稲美１０５番地７ １年毎更新の可能性あり

常用 925円 01010-　6498001 011-200-8808　（従業員数　9人） ＊
食品加工作業員 5人 861円 （株）ネイヴルソリューションスタッフ 北見市とん田東町３９７番地　グローリビル５Ｆ 17:00～22:00 雇用・労災 雇用　３ヶ月

（夜勤） 不問 ～ 北見営業所 就労地：網走郡美幌町字稲美１６４ 更新の可能性あり
常用 861円 01050-　　928101 0157-33-5825　（従業員数　33人） ＊

あん摩マッサージ 2人 1,000円 ＫＥＩＲＯＷ北見ステーション 北見市東相内町２３番地　サザンクロス１０２号 9:00～21:00の 労災 あん摩マッサージ師
指圧師 不問 ～ 山田　真司 就労地：網走市・美幌町・大空町または北見市内 間の８時間程度 普通自動車運転免許
常用 1,100円 01050-　　970801 0157-57-7364　（従業員数　0人） 簡単なパソコンの打ち込みなど

鍼灸師 1人 1,000円 ＫＥＩＲＯＷ北見ステーション 北見市東相内町２３番地　サザンクロス１０２号 9:00～21:00の 労災 はり師、きゅう師
不問 ～ 山田　真司 就労地：網走市・美幌町・大空町または北見市内 間の１～３時間程度 普通自動車運転免許

常用 1,100円 01050-　　971201 0157-57-7364　（従業員数　0人） 簡単なパソコンの打ち込みなど

あん摩マッサージ 1人 1,300円 ＫＥＩＲＯＷ北見ステーション 北見市東相内町２３番地　サザンクロス１０２号 9:00～18:00の 労災 あん摩マッサージ指圧師/

指圧師・鍼灸師 不問 ～ 山田　真司 就労地：網走市・美幌町・大空町または北見市内 間の２時間程度 はり師/普通自動車免許
常用 1,500円 01050-　　972501 0157-57-7364　（従業員数　0人） 経験者

販売員 1人 １８ 861円 株式会社　サッポロドラッグストアー 札幌市北区太平３条１丁目２番１８号　 8:30～22:15の 雇用・労災 雇用　～４/１５
以上 ～ 就労地：網走郡美幌町字稲美９０－２ 間の５時間 半年毎更新の可能性あり

常用 901円 01240-　3260001 011-771-8102　（従業員数　12人） ＊
職業指導員 1人 870円 株式会社　ちから 北見市常盤町４丁目１６番地３ 9:00～13:00 雇用・労災 ＊

不問 ～ 就労地：網走郡美幌町字青山南５番地 ＊
900円 　　「カレーのちから　美幌店」 ＊

常用 01050-　　962801 0157-69-7878　（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
工場内での 5人 151,536円 株式会社　アウトソーシング 北見市とん田東町３９７番地　グローリービル５－Ａ 8:00～17:00 雇用・労災 雇用　～３/３１

食品製造 不問 ～ 北見サテライト 就労地：網走郡津別町活汲８６番地 健康・厚生 ＊
臨時 151,536円 01050-　　876501 0157-57-3215　（従業員数　6人） ＊

◎パート求人

◎期間雇用求人



第４５１号 ２月２０日発行（２月５日～２月１９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３月５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。） 

 

 


