
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
ソフトバンク携帯電話 2人 ５９ 177,200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 ＊
販売スタッフ 以下 ～ 就労地：網走郡美幌町字三橋南３番１号 健康・厚生 ＊

240,400円 　　「ソフトバンク　美幌」 ＊
常用 01020-　6287901 0138-45-9900　（従業員数　3人） ＊

建築土木作業員・ 5人 198,000円 マルナカ建業　中條　竜也 網走郡美幌町字美芳１２番地７ 8:00～17:00 大型特殊、車両系建設機械

重機オペレーター 不問 ～ 就労地：主に北見市、美幌町、網走市、札幌市等 （整地）/各種作業免許、
常用 330,000円 01051-　　401101 　　　　　　　　　　（従業員数　4人） 普通自動車免許あれば尚可

大型運転手 1人 ６４ 160,150円 北見通運　株式会社 北見市豊地９３番地１ 8:30～17:00 雇用・労災 大型自動車免許/
以下 ～ 就労地：北見市豊地９３番地１「本社」または 8:30～17:30 健康・厚生 牽引免許、フォークリフト

209,050円 網走郡美幌町美里２２－１「美幌支店」いずれか 8:30～18:00 運転技能者あれば尚可
常用 01050-　2964601 0157-66-1200　（従業員数　30人） ＊

堆肥製造・運搬業 1人 217,800円 津別町農業協同組合 網走郡津別町字大通３０番地の１ 8:30～17:00 雇用・労災 雇用　１年　更新の可能性あり/

不問 ～ 就労地：網走郡津別町字共和５５０番地 9:00～17:00 健康・厚生 大型、大型特殊免許あれば尚可/

常用 217,800円 01051-　　407001 0152-76-3322　（従業員数　3人） 大型（特殊）自動車の運転経験あれば尚可

（嘱）調理師 1人 165,000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 5:00～15:00 雇用・労災 雇用　１年
不問 ～ 北海道支店 就労地：網走郡美幌町字仲町２丁目３８番地 9:00～18:00 健康・厚生 １年毎更新の可能性あり

235,000円 　　「美幌町立国民健康保険病院」 10:00～19:15 調理師
常用 01010-20806801 011-219-6203　（従業員数　11人） ＊

（嘱）栄養士 1人 173,600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 5:30～14:30 雇用・労災 雇用　１年
不問 ～ 北海道支店 就労地：網走郡津別町字達美２１３番地８ 10:15～19:15 健康・厚生 １年毎更新の可能性あり

208,320円 　　「ケアハウス　つべつ」 栄養士
常用 01010-20853901 011-219-6203　（従業員数　5人） ＊

医療事務員 1人 ６４ 137,760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 パソコン操作できる方
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 ＊

148,800円 　　「美幌町立国民健康保険病院内」 ＊
常用 01090-　4954501 0154-22-0005　（従業員数　12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（代替） 2人 1,208円 美幌町役場 網走郡美幌町字東２条北２丁目２５番地 7:45～16:30の 労災 雇用　～Ｒ３．３/３１　１年毎の契約更新/

不問 ～ 就労地：美幌保育園・東陽保育園 間の４時間以上 /普通自動車免許あれば尚可（通勤用）/

常用 1,208円 01051-　　400901 0152-73-1111　（従業員数　34人） 調理経験のある方、もしくは興味のある方

ソフトバンク携帯電話 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 ＊
販売スタッフ 以下 ～ 就労地：網走郡美幌町字三橋南３番１号 ＊

1,000円 　　「ソフトバンク　美幌」 ＊
常用 01020-　6288101 0138-45-9900　（従業員数　3人） ＊

パチンコ店の 5人 ２０ 1,040円 中越クリーンサービス株式会社 札幌市西区八軒６条西４丁目２－１　１０３号室 22:45～23:45 労災 深夜手当含め
閉店後清掃 以上 ～ 札幌営業所 就労地：網走郡美幌町字日の出１丁目９番地 時給１，３００円

1,040円 　　「パチンコひまわり　美幌店」 ＊
常用 01010-20620201 011-676-8309　（従業員数　6人） ＊

清掃員 1人 862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 12:30～17:00 雇用・労災 ＊
不問 ～ 北見支店　美幌出張所 就労地：網走郡美幌町字仲町２丁目３８番地 ＊

常用 862円 01051-　　406501 0152-72-4127　（従業員数　10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
冷凍食品の 2人 154,800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 8:00～17:00 雇用・労災 雇用　～９/３０

製造・包装 不問 ～ 就労地：網走郡津別町活汲８６番地 健康・厚生 ＊
臨時 154,800円 01050-　2886101 　　　　　　　　　　（従業員数　40人） ＊

冷凍食品の 2人 （時）900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 12:00～17:00 雇用・労災 雇用　～９/３０
製造・包装 不問 ～ 就労地：網走郡津別町活汲８６番地 ＊

臨時 （時）900円 01050-　2923901 　　　　　　　　　　（従業員数　40人） ＊
選別作業員 5人 156,520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　７/４～１０/３１

不問 ～ 就労地：網走郡津別町活汲６番地 健康・厚生 契約更新の可能性あり
臨時 172,000円 01050-　2926701 　　　　　　　　　　（従業員数　0人） ＊

作業員 3人 150,075円 北晃運輸　株式会社 北見市東相内町３２７番地の２６ 8:00～17:00 雇用・労災 雇用　８/１～Ｒ３．２/２８
（青果選別） 不問 ～ 就労地：網走郡美幌町美禽３５８－１１ 健康・厚生 ＊

172,500円 　　「北晃運輸（株）　美幌事業所」 ＊
臨時 01050-　　　45200 0157-36-6134　（従業員数　2人） ＊

事務職 1人 147,280円 美幌町役場 網走郡美幌町字東２条北２丁目２５番地 8:45～16:45 雇用・公災 雇用　７/８～１１/３０
不問 ～ 8:45～17:30 健康・厚生 ワード・エクセル等

臨時 163,060円 01051-　　405201 0152-73-1111　（従業員数　550人） ＊

◎一般求人

◎パート求人

◎期間雇用求人
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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７月６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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