
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
施設運営・調理 1人 200,000円 北海道つべつまちづくり 網走郡津別町字幸町１２番地 8:30～21:00 雇用・労災 普通自動車免許
責任者（店長候補） 不問 ～ 株式会社 就労地：津別町共和１２７番地（木材工芸館キノス横） の間の８時間 健康・厚生 飲食店での調理経験あれば

300,000円 尚可/ワード・エクセル・
常用 01051-   157401 0152-77-6081　（従業員数  0人） パワーポイントでの基本操作

介護職員 1人 １８ 150,000円 有限会社　ラポートケア 北見市東稜町５７－１０ 6:00～15:00 雇用・労災 介護職員初任者研修
～ ～ 就労地：美幌町鳥里２－５ 9:00～18:00 健康・厚生 修了者
６４ 180,000円 　　　　　「グループホーム和　とりさと館」 12:00～21:00 介護福祉士あれば尚可

常用 01050-  1024301 0152-75-3975　（従業員数  21人） 21:00～6:00 ＊
介護職員 1人 １８ 143,633円 有限会社　ラポートケア 北見市東稜町５７－１０ 6:00～15:00 雇用・労災 ＊

～ ～ 就労地：美幌町鳥里２－５ 9:00～18:00 健康・厚生 ＊
６４ 143,633円 　　　　　「グループホーム和　とりさと館」 12:00～21:00 ＊

常用 01050-  1025601 0152-75-3975　（従業員数  21人） 21:00～6:00 ＊
清掃員 1人 128,400円 有限会社　ランドサポート・ 網走郡美幌町字元町７番地の１１ 8:30～17:00 雇用・労災 ＊

不問 ～ ビホロ 就労地：網走郡美幌町美富９「美幌療育病院」 健康・厚生 ＊
常用 135,000円 01051-    159801 0152-72-0410　（従業員数  8人） ＊

ソフトバンク携帯 2人 ５９ 197,650円 北信テレック　株式会社 函館市大川町８番２６号 9:30～19:00 雇用・労災 ＊
電話販売スタッフ 以下 ～ 就労地：網走郡美幌町三橋南「ソフトバンク美幌」 健康・厚生 ＊

常用 242,600円 01020-   2496701 0138-45-9900 （従業員数  2人） ＊
調理師 1人 ５９ 138,800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 5:30～14:00 雇用・労災 調理師

以下 ～ 美幌療育病院 9:00～17:30 健康・厚生 ＊
常用 244,800円 01051-　  160301 0152-73-3145 （従業員数  200人） 10:30～19:00 ＊

調理師補 1人 ５９ 133,100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 5:30～14:00 雇用・労災 ＊
以下 ～ 美幌療育病院 9:00～17:30 健康・厚生 ＊

常用 181,000円 01051-　  161601 0152-73-3145 （従業員数  200人） 10:30～19:00 ＊

現場代理人 1人 220,000円 株式会社　四ッ輪工業 網走郡美幌町字仲町１丁目１４３番地３４ 8:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許(AT限定可）

不問 ～ 就労地：事業所及び主に美幌町内 他に 健康・厚生 １級管工事施工管理技士

280,000円 　　　　　　　　　　　　　　　網走管内の各現場 工事現場管理経験
常用 01051-　 165701 0152-73-3673 （従業員数  14人） パソコン知識、ＣＡＤ使用必須

現場監理責任者 2人 177,800円 安全建設　株式会社 網走郡美幌町字青山南２５番地１ 7:00～16:00 雇用・労災 １・２級土木施工管理技士又は

不問 ～ 就労地：事業所他、主に美幌町周辺、他網走管内 健康・厚生 １・２級建築施工管理技士などの

常用 188,500円 01051-　 166801 0152-72-4151 （従業員数  13人） 管理技士資格/現場監理経験あれば尚可

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
不問 ～ 就労地：事業所及び網走管内 健康・厚生 １級土木施工管理技士

常用 366,000円 01051-　 167201 0152-73-4314 （従業員数  14人） 現場代理人及び主任技術者経験者

土木施工管理 1人 200,000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 普通自動車免許
技士 不問 ～ 就労地：事業所及び津別近郊 健康・厚生 １級または２級土木施工管理

常用 320,000円 01051-　 168501 0152-76-2672 （従業員数  22人） 技士/大型、大特あれば尚良

管工事施工管理 1人 200,000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 普通自動車免許
技士 不問 ～ 就労地：事業所及び津別近郊 健康・厚生 １級または２級管工事施工管理

常用 320,000円 01051-　 169001 0152-76-2672 （従業員数  22人） 技士/大型、大特あれば尚良

水道工事技術者 1人 200,000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 普通自動車免許
不問 ～ 就労地：事業所及び津別近郊 健康・厚生 排水設備工事責任技術者又は

320,000円 給水装置工事主任技術者/

常用 01051-　 170901 0152-76-2672 （従業員数  22人） 大型、大特あれば尚良
病棟薬剤師 1人 ５９ 207,800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 公災 薬剤師免許

以下 ～ 市町村 ＊
常用 301,100円 01051-   171101 0152-73-4111  （従業員数  138人） 共済組合 ＊

正看護師 1人 １８ 213,396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 正看護師
～ ～ 美幌療育病院 9:30～18:00 健康・厚生 ＊
５９ 343,988円 13:10～21:40 ＊

常用 01051-　 172401 0152-73-3145 （従業員数  200人） 21:20～6:50 ＊
准看護師 1人 １８ 176,204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 准看護師

～ ～ 美幌療育病院 9:30～18:00 健康・厚生 ＊
５９ 231,960円 13:10～21:40 ＊

常用 01051-　 173701 0152-73-3145 （従業員数  200人） 21:20～6:50 ＊
看護師・ 1人 １８ 171,100円 社会医療法人　恵和会 網走郡美幌町字仲町２丁目３８番地 8:45～17:15 雇用・労災 正看護師又は

准看護師 ～ ～ 介護老人保健施設　アメニティ美幌 16:30～9:30 健康・厚生 准看護師免許
常用 ５９ 294,700円 01051-   175201 0152-75-2210 （従業員数  90人） ＊

歯科衛生士 1人 180,000円 医療法人社団　聖徳会 網走郡美幌町字稲美６８－８６ 9:30～20:30 雇用・労災 歯科衛生士
不問 ～ 玉川歯科 の間の８時間程度 健康・厚生 ＊

常用 230,000円 01051-   177001 0152-73-6800 （従業員数  11人） ＊
歯科衛生士 2人 200,000円 医療法人社団　敬愛会 網走郡美幌町字仲町２丁目９６－１ 8:15～12:00 雇用・労災 歯科衛生士

不問 ～ ９時歯科 14:00～17:00 厚生 経験者尚可
常用 230,000円 01051-   179601 0152-72-0299 （従業員数  7人） 17:30～21:00 歯科医師国保 ＊

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
支援相談員 1人 ５９ 172,000円 社会医療法人　恵和会 網走郡美幌町字仲町２丁目３８番地 8:45～17:15 雇用・労災 介護支援専門員、社会福祉士、

以下 ～ 介護老人保健施設　アメニティ美幌 健康・厚生 社会福祉主事のいずれか

常用 195,000円 01051-   182801 0152-75-2210 （従業員数  90人） 普通自動車免許（ＡＴ限定可）
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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３月１９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。） 

 

 



社会福祉士 1人 ５９ 178,000円 社会医療法人　恵和会 網走郡美幌町字仲町２丁目３８番地 8:45～17:15 雇用・労災 社会福祉士
以下 ～ 介護老人保健施設　アメニティ美幌 就労地：美幌町東３条北２「美幌町地域包括支援センター」 健康・厚生 ＊

常用 205,000円 01051-   183201 0152-75-2210 （従業員数  12人） ＊
グループホーム 3人 １８ 175,000円 株式会社　びーと 網走郡津別町字一条通１０番地１ 9:00～18:00 雇用・労災 普通自動車免許あれば尚可

介護補助 以上 ～ 就労地：津別町共和４４－３３「オフタイムハウス　くりん荘」 18:00～9:00 健康・厚生 エクセル・ワードでの簡単な

常用 175,000円 01051-   184501 0152-77-9955  （従業員数   3人） 書類作成程度できる方

営業員 1人 ４０ 185,300円 エム・エス・ケー農業機械 網走郡美幌町字稲美１４８番地１ 8:30～17:30 雇用・労災 普通自動車免許（ＡＴ限定不可）

以下 ～ 株式会社　道東支社 就労地：道東支社（美幌）又は中標津営業所 健康・厚生 エクセル・ワード操作可能な方

常用 296,600円 01051-　 187601 0152-73-1121  （従業員数  36人） ＊
営業員 1人 ３５ 232,000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 244,880円 01051-　 188901 　　　　　 　　　　 （従業員数  8人） （ワード・エクセル）

訪問介護員 1人 ４０ 155,000円 有限会社　ライフサポート企画 網走郡美幌町字稲美５９番地１２９ 8:30～17:30 雇用・労災 普通自動車免許
以下 ～ （いなみ介護支援センター・いなみ薬局） 就労地：利用者宅（美幌町） 8:30～12:30(土） 健康・厚生 ホームヘルパー２級、介護

常用 160,000円 01051- 　191201 0152-75-0300  （従業員数　16人） 福祉士、看護師のいずれか

寿司職人及び 1人 ４５ 170,000円 有限会社　小国商事 網走郡美幌町字美富５６－７９ 10:00～22:00 雇用・労災 ＊
見習い 以下 ～ 就労地：美幌町稲美　「グルメ寿し　すし若丸」 の間の８時間 健康・厚生 ＊
常用 240,000円 01051-   192501 0152-73-4077  （従業員数   20人） ＊

保育助手 1人 １８ 108,000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 6:30～15:30 雇用・労災 ＊
～ ～ 美幌療育病院 8:00～16:30 健康・厚生 ＊
５９ 120,000円 13:30～22:00 ＊

常用 01051-   193001 0152-73-3145　（従業員数   200人） 21:50～7:20 ＊
ハイヤー・タクシー 3人 １８ 141,120円 美幌北海道交通ハイヤー 網走郡美幌町字報徳８９番地７ 6:00～15:30 雇用・労災 普通自動車免許２種
乗務員 以上 ～ 株式会社 8:00～17:30 健康・厚生 （２種免許取得養成

常用 310,000円 01051-　 194301 0152-73-3123　 （従業員数  41人） 18:30～4:00 制度あり）
大型ダンプ運転手 1人 ５９ 250,000円 美幌貨物自動車　株式会社 網走郡美幌町字稲美９６番地 8:00～17:00 雇用・労災 大型・大特・車両系建設機械

または重機運転手 以下 ～ 就労地：美幌町周辺 健康・厚生 （整地）いずれかの免許所持者

常用 300,000円 01051-　 196901 0152-73-5388　 （従業員数  38人） 大型ダンプ及び重機運転経験者尚可

技術員 1人 ４０ 185,300円 エム・エス・ケー農業機械 網走郡美幌町字稲美１４８番地１ 8:30～17:30 雇用・労災 普通自動車免許(AT限定不可）

以下 ～ 株式会社　道東支社 就労地：道東支社（美幌）又は中標津営業所 健康・厚生 エクセル・ワード操作可能な方

常用 296,600円 01051-　 198401 0152-73-1121　 （従業員数  36人） ＊
配管工 1人 200,000円 株式会社　四ッ輪工業 網走郡美幌町字仲町１丁目１４３番地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 １級または２級配管技能士

常用 245,000円 01051-　 199701 0152-73-3673  （従業員数  14人） 配管工事現場での経験あれば尚可

電工 1人 162,000円 株式会社　土田電業社 網走郡津別町字東４条１８番地 8:00～17:30 雇用・労災 普通自動車免許(AT限定不可）

不問 ～ 就労地：津別・美幌近郊 健康・厚生 第２種電気工事士免許以上

常用 427,900円 01051-　 200601 0152-76-2031  （従業員数  4人） ワード・エクセル操作可能な方

製材工場 1人 151,536円 伊藤林業　株式会社 網走郡美幌町字上町２０番地 8:00～17:30 雇用・労災 ＊
軽作業員 不問 ～ 健康・厚生 ＊

常用 158,400円 01051-　 202101 0152-73-3502 （従業員数  6人） ＊
介護職員 1人 １８ 154,500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級もしくは

～ ～ 就労地：美幌町稲美１０５番地の６ 8:45～17:15 健康・厚生 介護職員初任者研修以上

６２ 205,400円 　　「アメニティ美幌あさひグループホーム」 11:00～19:30 介護福祉士資格取得者優遇

常用 01051- 　203401 0152-72-0072  （従業員数　104人） 16:30～9:30 経験者優遇
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 普通自動車免許(AT限定不可）

不問 ～ 就労地：美幌町字美禽２９６－３「美幌営業所」 健康・厚生 雇用　６ヶ月　契約更新の可能性あり

300,000円 財形 玉掛け・天井クレーン・車両系建設

常用 01040-  2596201 0152-75-2166 （従業員数  8人） 機械・その他作業有資格者優遇

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 普通自動車免許(AT限定不可）

以上 ～ 就労地：美幌町字美禽２９６－３「美幌営業所」 健康・厚生 雇用　６ヶ月　契約更新の可能性あり

149,760円 財形 玉掛け・天井クレーン・車両系建設

常用 01040-  2597501 0152-75-2166 （従業員数  8人） 機械・その他作業有資格者優遇

運転手（大型 1人 184,000円 株式会社　幸運 網走郡美幌町字美禽２８９番地４ 8:00～17:00 雇用・労災 大型・大特/玉掛け・移動式

ユニック車・ダンプ） 不問 ～ 健康・厚生 クレーンあれば尚可/大型ユニック車・

常用 214,000円 01051-　 204701 0152-73-6144 （従業員数  4人） ダンプカーの運転経験あれば尚可

フロント補助 1人 157,681円 旭川トヨタ自動車　株式会社 旭川市４条通２丁目 9:30～17:50 雇用・労災 ６ヶ月毎の更新契約
不問 ～ 就労地：美幌町美芳１８－２　「旭川トヨタ自動車（株）美幌店」 健康・厚生 普通自動車免許(AT限定不可）

常用 157,681円 01030-  3308601 0166-22-6111 （従業員数  11人） 大型自動車免許あれば尚可

営業スタッフ 1人 ４０ 160,000円 株式会社　ベストミント 北見市ひかり野１丁目１－１ 9:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許
以下 ～ 就労地：美幌町大通り北４－２　「（株）ベストミント美幌店」 健康・厚生 ＊

常用 210,000円 01050-  1258501 0157-24-8117 （従業員数  2人） ＊
店員 2人 159,000円 有限会社　ライフワーク 北見市東三輪４丁目１３番地７ 10:00～0:30 雇用・労災 ＊

不問 ～ さんぱちラーメン北見店 就労地：美幌町稲美　「美幌さんぱちラーメン」 ８時間のシフト 健康・厚生 ＊
常用 226,000円 01050-  1261101 0152-73-3801 （従業員数  5人） ＊

林業作業員（伐倒、 1人 214,000円 佐土林　佐藤　成一 網走郡美幌町字西１条南２丁目１５の３ 7:00～15:30 雇用・労災 車両系建設機械、伐木等機械

重機オペレーター） 不問 ～ 就労地：網走市・北見市・佐呂間町近辺 健康・厚生 運転技能者、立木の伐木作業者

常用 403,000円 01051-　 205801 0152-72-4471 （従業員数  2人） 又はチェーンソー作業者あれば尚可

ミニローリー運転手 1人 153,100円 網走交通　株式会社 網走市新町２丁目３－１ 7:30～19:30 雇用・労災 危険物（丙種）
及び給油所スタッフ 不問 ～ 就労地：美幌町仲町２　「網走交通（株）美幌給油所」 の間の８時間程度 健康・厚生 中型（８ｔ限定・ＡＴ限定可）

常用 185,100円 01180-   446401 0152-45-1010 （従業員数  4人） ＊
ミニローリー運転手 1人 149,640円 網走交通　株式会社 網走市新町２丁目３－１ 7:30～19:30 雇用・労災 危険物（丙種）
及び給油所スタッフ 不問 ～ 就労地：美幌町仲町２　「網走交通（株）美幌給油所」 の間の８時間程度 健康・厚生 中型（８ｔ限定・ＡＴ限定可）

156,520円 雇用　～R3.3/20
常用 01180-   451301 0152-45-1010 （従業員数  4人） 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

調理員 1人 1,000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 13:00～17:00 労災 雇用　～9/30
不問 ～ 就労地：美幌町稲美１０５番地７号 １年毎の更新の可能性あり

常用 1,000円 01010- 7236601 011-200-8808 （従業員数  9人） 調理業務経験
パチンコ店の 5人 １８ 1,040円 中越クリーンサービス 札幌市西区八軒６条西４丁目２－１　１０３号室 22:45～23:45 労災 深夜手当込時給1,300円

閉店後清掃 以上 ～ 株式会社　札幌営業所 就労地：美幌町日の出１－９「パチンコひまわり　美幌店」 ＊
常用 1,040円 01010- 7404601 011-676-8309 （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　１年　契約更新の可能性あり

以上 ～ 就労地：美幌町美芳１２－３８ 0:45～1:45 深夜手当込時給
常用 1,120円 01090- 1628901 0154-65-5485 （従業員数  8人） 1,200円～1,400円



ゆで麺作業員 1人 １８ 900円 株式会社　マルワ製麺 網走郡美幌町字大通南５丁目４番地 4:30～8:00 労災 ＊
以上 ～ ＊

常用 1,126円 01051-   154601 0152-73-3371  （従業員数  17人） ＊
チーズ製造、工房管理 1人 1,000円 北海道つべつまちづくり 網走郡津別町字幸町１２番地 9:00～21:00 雇用・労災 普通自動車免許
＆ホールスタッフ補助 不問 ～ 株式会社 就労地：津別町共和１２７番地（木材工芸館キノス横） の間の５時間程度 チーズ製造経験、工房

1,000円 勤務経験あれば尚可
常用 01051-   158701 0152-77-6081　（従業員数  0人） ワード・エクセルの基本操作

調理 1人 ５９ 900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 6:00～10:00 雇用・労災 ＊
以下 ～ 美幌療育病院 11:00～15:00 ＊

常用 1,000円 01051-　 162901 0152-73-3145 （従業員数  200人） 15:00～19:00 ＊
ソフトバンク携帯 1人 ５９ 1,000円 北信テレック　株式会社 函館市大川町８番２６号 9:30～15:00 労災 ＊
電話販売スタッフ 以下 ～ 就労地：網走郡美幌町三橋南「ソフトバンク美幌」 ＊

常用 1,000円 01020-   2497801 0138-45-9900 （従業員数  2人） ＊
看護業務 2人 1,300円 社会医療法人　恵和会　訪問 網走郡美幌町字仲町２丁目３８番地２　アメニティ美幌内 8:45～17:15 雇用・労災 看護師又は准看護師

不問 ～ 看護ステーション　美幌すずらん 就労地：事業所及び町内の利用者宅 の間の３～６時間 普通自動車免許（ＡＴ限定可）

常用 3,500円 01051-   174801 0152-75-2210 （従業員数  8人） 病院での看護業務５年以上の経験者優遇

看護師・ 1人 ５９ 1,300円 社会医療法人　恵和会 網走郡美幌町字仲町２丁目３８番地 8:45～17:15 雇用・労災 正看護師免許又は
准看護師 以下 ～ 介護老人保健施設　アメニティ美幌 の間の４～６時間 准看護師免許

常用 1,400円 01051-   176501 0152-75-2210 （従業員数  90人） 経験あれば尚可
歯科衛生士 1人 1,000円 医療法人社団　聖徳会 網走郡美幌町字稲美６８－８６ 9:30～20:30 労災 歯科衛生士

不問 ～ 玉川歯科 の間の１時間以上 １年毎の契約更新
常用 1,200円 01051-   178301 0152-73-6800 （従業員数  11人） ＊

歯科衛生士 2人 1,000円 医療法人社団　敬愛会 網走郡美幌町字仲町２丁目９６－１ 8:30～12:00 労災 歯科衛生士
不問 ～ ９時歯科 14:00～17:00 経験者尚可

常用 1,200円 01051-   180401 0152-72-0299 （従業員数  7人） 17:30～21:00 ＊
歯科衛生士 1人 1,250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 9:30～12:30 労災 歯科衛生士/経験者

不問 ～ 東町歯科 14:00～17:30 雇用　１年
常用 1,340円 01051-   181701 0152-73-0066 （従業員数  6人） 17:30～21:00 契約更新の可能性あり

グループホーム 3人 900円 株式会社　びーと 網走郡津別町字一条通１０番地１ 18:00～9:00 雇用・労災 普通自動車免許（ＡＴ限定可）

介護補助 不問 ～ 就労地：津別町共和４４－３３「オフタイムハウス　くりん荘」 9:00～13:00 ありの方歓迎

常用 900円 01051-   185001 0152-77-9955  （従業員数   3人） 14:00～18:00 ＊
◎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
化粧品販売員 1人 861円 株式会社　ツルハ　 網走郡美幌町字稲美８９－４ 12:00～20:00の 雇用・労災 ３ヶ月毎の契約更新

不問 ～ ツルハドラッグ　美幌店 間の４～５時間程度 ＊
常用 861円 01051-   186301 0152-75-0345  （従業員数  15人） ＊

施設スタッフ 1人 １８ 861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 18:00～23:30 雇用・労災 １年毎の契約更新
以上 ～ 美幌支店 就労地：美幌町都橋４０「峠の湯　びほろ」 5:30～10:00 普通自動車免許（通勤用）

常用 900円 01051-   189101 0152-72-2480 （従業員数  24人） 21:30～23:00 ＊
介護職員 1人 870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 8:00～13:00 労災 ホームヘルパー２級又は

不問 ～ 就労地：特別養護老人ホーム　緑の苑 13:00～17:00 介護福祉士資格あれば尚可

常用 1,000円 01051-   190801 0152-73-1215  （従業員数  92人） 9:00～17:00 経験者優遇/１年毎の更新契約

ハイヤー・タクシー 3人 900円 美幌北海道交通ハイヤー 網走郡美幌町字報徳８９番地７ 7:00～11:00 労災 普通自動車免許２種
乗務員 不問 ～ 株式会社 17:00～21:00 （１種のみの方も相談可）

常用 900円 01051-　 195601 0152-73-3123  （従業員数  41人） １年毎の更新契約
冷凍食品製造工員 5人 910円 クレードル食品　株式会社 網走郡美幌町字稲美１６４番地 17:00～22:00 雇用・労災 ＊

不問 ～ ＊
常用 910円 01051-   197101 0152-73-3175　（従業員数  401人） ＊

技術員 1人 870円 社会福祉法人　恵和会 網走郡美幌町字仲町２丁目３８番地 8:30～17:00 雇用・労災 普通自動車免許
不問 ～ 介護老人保健施設　アメニティ美幌 の間の４～６時間 大型免許あれば尚可

常用 870円 01051-   201901 0152-75-2210 （従業員数  90人） 経験あれば尚可
販売 3人 861円 株式会社　大創産業 東広島市西条吉行東１丁目４番１４号 9:10～20:30 雇用 雇用　６ヶ月

不問 ～ （ＤＡＩＳＯ/ダイソー） 就労地：美幌町三橋南「ダイソーコープさっぽろ美幌店」 の間の３時間以上 契約更新の可能性あり
常用 880円 34020-  2954501 0120-100-569 （従業員数  8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
土木作業員 1人 216,000円 津別建設　株式会社 網走郡津別町字東２条２３番地 7:30～17:00 雇用・労災 雇用　5/7～12/31

不問 ～ 就労地：事業所及び網走管内 健康・厚生 普通自動車免許(AT限定不可）

臨時 312,000円 01051-     　2100 0152-76-2174　（従業員数   16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　5/10～12/28

作業員 不問 ～ 就労地：津別町近郊 健康・厚生 普通自動車免許(AT限定可）

臨時 300,000円 01051-       3400 0152-76-2672　（従業員数   22人） 大型・大特あれば尚良

◎期間雇用求人



第４５２号 ３月５日発行（２月２０日～３月４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１９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。） 

 

 


