
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
歯科助手兼 1人 140,000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 経験あれば尚可

受付 不問 ～ ９時歯科 14:00～17:00 厚生 ＊
常用 160,000円 01051-    476601 0152-72-0299　（従業員数  7人） 17:30～21:00 ＊

幼稚園教諭・ 2人 ５９ 167,600円 学校法人　北見カトリック学園 北見市三住町３７番地１ 7:30～18.:30 雇用・労災 幼稚園教諭・保育士の
保育士 以下 ～ 就労地：北見市・美幌町他８園のいずれか の間の８時間 健康・厚生 いずれか/実務経験者優遇

常用 192,600円 01050-   3495401 0157-61-7284　（従業員数  32人） 財形 雇用　R3.4/１～
店舗運営・店舗 3人 １８ 234,105円 株式会社　丸千代山岡家 茨城県つくば市小野崎１２７－１ 9:00～18:00 雇用・労災 普通自動車免許
管理・店長候補 ～ ～ 就労地：北見店（北見市光西町１６５－１） 18:00～3:00 健康・厚生 ＊

５９ 363,015円 　　　　　網走店（網走市駒場南７丁目２－２） 0:00～9:00 財形 ＊
　　　　　美幌店（美幌町稲美６８－１８） 9:00～8:59の ＊

常用 08040- 12975701 0120-314-144　（従業員数  15人） 間の８時間程度 ＊
工場内作業員 1人 ４５ 172,500円 株式会社　ハセガワ 網走郡美幌町字西２条南２丁目３番地 7:30～17:00 雇用・労災 普通自動車免許（ＡＴ限定不可）

以下 ～ 健康・厚生 ＊
常用 250,000円 01051-    477901 0152-73-1745　（従業員数  17人） ＊

技術員 1人 141,500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 8:30～17:00 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 健康・厚生 大型免許あれば尚可

常用 156,500円 01051-    478101 0152-75-2210　（従業員数  87人） 経験あれば尚可
携帯電話販売 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 ＊
スタッフ（転勤無） 以下 ～ 就労地：美幌町字三橋南３番１号「ソフトバンク美幌」 健康・厚生 ＊

常用 220,400円 01020-   7788401 0138-45-9900　（従業員数   3人） ＊
携帯電話販売 2人 ５９ 197,200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 ＊
スタッフ（出張有） 以下 ～ 就労地：美幌町字三橋南３番１号「ソフトバンク美幌」 健康・厚生 ＊

常用 240,400円 01020-   7790501 0138-45-9900　（従業員数   3人） ＊
携帯電話販売 2人 ５９ 227,200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 ＊
スタッフ（転勤有） 以下 ～ 就労地：美幌町字三橋南３番１号「ソフトバンク美幌」 健康・厚生 ＊

常用 270,400円 01020-   7791001 0138-45-9900　（従業員数   3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（ＡＴ限定不可）

以下 ～ 就労地：事業所及び網走管内 9:00～17:00 健康・厚生 1級又は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-    484601 0152-76-2174　（従業員数   17人） 又は主任技術者経験者

土木技術者 1人 280,000円 株式会社　道和建設　 網走郡美幌町字美禽１６番地 8:30～17:00 雇用・労災 1級又は2級土木施工管理技士

不問 ～ 就労地：主に美幌町内の現場 7:30～17:00 健康・厚生 土木工事施工管理経験者

常用 350,000円 01051-    485901 　　　　　　　　　　（従業員数   26人） ＊
土木技術者 1人 ６４ 200,000円 津別トラック株式会社　 網走郡津別町字達美２５１番地の４ 7:00～16:30 雇用・労災 普通自動車免許/1級又は2級土木

以下 ～ 土木部 就労地：事業所及び津別町内、他近郊 健康・厚生 施工管理技士/土木工事施工管理経験

常用 260,000円 01051-    486101 0157-36-2718　（従業員数  12人） 写真データの取り込み、ワード、エクセル等

土木技術者補助 1人 ６４ 165,000円 津別トラック株式会社　 網走郡津別町字達美２５１番地の４ 7:00～16:30 雇用・労災 普通自動車免許
（見習い） 以下 ～ 土木部 就労地：事業所及び津別町内、他近郊 健康・厚生 写真データの取り込み、ワード、

常用 230,000円 01051-    487401 0157-36-2718　（従業員数  12人） エクセル等できれば尚可
支援員 2人 １８ 140,238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 ＊

～ ～ 美幌療育病院 9:30～18:00 健康・厚生 ＊
５９ 191,860円 13:10～21:40 ＊

常用 01051-    489801 0152-73-3145　（従業員数   191人） 21:20～6:50 ＊
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　～3/31　契約更新の可能性あり

又は介護支援専門員 不問 ～ 健康・厚生 介護支援専門員・普通自動車免許/

169,100円 主任介護専門員あれば尚可/介護支援

常用 01051-    490301 0152-73-1111　（従業員数  550人） 専門員としての実務経験３年以上

介護職員 3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級または介護

～ ～ 就労地：特別養護老人ホーム　緑の苑 9:00～17:30 健康・厚生 初任者研修修了以上
６２ 205,400円 　　　　　　（その他関連事業所） 11:00～19:30 介護福祉士あれば尚可

常用 01051-   492901 0152-73-1215　（従業員数   92人） 16:30～9:30 経験者優遇
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-   493101 0152-73-3145　（従業員数   191人） ＊

介護職員 1人 １８ 131,695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 介護職経験あれば尚可
以上 ～ 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-   495701 0152-72-0606　（従業員数  19人） 21:00～6:00 ＊
薬局助手 1人 ４０ 144,000円 丸玉木材株式会社　津別病院 網走郡津別町字幸町６１番地 8:15～17:00 雇用・労災 ＊

以下 ～ 8:15～12:15(水・土) 健康・厚生 ＊
常用 160,000円 01051-   497201 0152-76-2121  （従業員数   80人） ＊

ホール・カウン 1人 ２０ 180,000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
タースタッフ 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-   498501 0152-75-2526  （従業員数   14人） ＊
接客・カラオケ店 1人 １８ 133,980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 10:00～4:00 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６～８時間程度 健康・厚生 ＊
常用 133,980円 01051-   499001 0152-43-0018 （従業員数  12人） ＊

葬祭スタッフ 2人 ４０ 162,500円 有限会社　こうりん 網走郡美幌町字東１条北３丁目１３番地 8:45～17:00 雇用・労災 普通自動車免許
以下 ～ 就労地：美幌町稲美２１７「こうりん斎場」 12:15～20:00 健康・厚生 大型２種免許あれば尚可

常用 187,300円 01051-   500801 0152-75-2755 （従業員数  14人） 基本的なパソコン操作

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
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
ユニック運転手 不問 ～ 就労地：美幌町字日の出２丁目６「美幌営業所」 6:00～15:00 健康・厚生 けん引免許

◎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８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。） 

 

 



常用 260,000円 01051-   501201 0152-73-0102　（従業員数  68人） 財形 移動式クレーン・玉掛けあれば尚可

大型運転手 1人 ６４ 180,000円 津別トラック株式会社　 網走郡津別町字達美２５１番地の４ 8:00～17:00 雇用・労災 大型自動車免許
以下 ～ 就労地：本社または北見営業所（北見市東相内３２７－２５） 健康・厚生 原木輸送経験者優遇

常用 220,000円 01051-   502501 0157-36-2718　（従業員数  12人） ＊
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-   503001 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：網走管内その他 健康・厚生 (整地）
常用 200,000円 01051-   504301 0152-73-5333　（従業員数  26人） 普通自動車免許（ＡＴ限定不可）

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（ＡＴ限定不可）

以下 ～ 就労地：網走管内その他 健康・厚生 ＊
常用 180,000円 01051-   505601 0152-73-5333　（従業員数  26人） ＊

ハーベスター（収穫 3人 160,000円 美幌町農業協同組合 網走郡美幌町字青山南３０番地１ 6:00～21:30 雇用・労災 雇用　～3/31　契約更新の可能性あり

機）オペレーター 不問 ～ 就労地：上記及び美幌町内 の間の８時間 健康・厚生 大特・普通自動車免許/
常用 280,000円 01051-   506901 0152-72-1117　（従業員数  30人） けん引・フォークリフトあれば尚可

肉牛育成スタッフ 1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 普通自動車免許
不問 ～ 健康・厚生 大型・大特・けん引免許

常用 325,000円 01051-   507101 0152-72-3373　（従業員数  6人） あれば尚可
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

管理作業員 不問 ～ 8:00～17:00 健康・厚生 牧場経験者優遇
常用 250,000円 01051-   508401 0152-76-1420　（従業員数  25人） 17:00～6:00 ＊

酪農ヘルパー 1人 200,000円 津別町農業協同組合 網走郡津別町字大通３０番地の１ 5:00～9:00 雇用・労災 普通自動車免許
不問 ～ 就労地：津別町内の酪農家 16:00～19:00 健康・厚生 大特あれば尚可

常用 290,500円 01051-   509701 0152-76-3322　（従業員数  1人） 雇用　～3/31 契約更新の可能性あり

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・その他の各現場 健康・厚生 ＊

常用 299,000円 01051-   510501 0152-76-2096　（従業員数  14人） ＊
鉄工作業員・ 1人 ６４ 150,000円 株式会社　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

溶接工 以下 ～ 8:30～17:00 健康・厚生 ガス溶接・アーク溶接修了者尚可

常用 200,000円 01051-   511001 0152-73-5245　（従業員数  15人） 経験者優遇
製造職 2人 １８ 189,500円 クレードル食品　株式会社 網走郡美幌町字稲美１６４番地 7:00～15:30 雇用・労災 普通自動車免許（ＡＴ限定可）

～ ～ 15:30～0:00 健康・厚生 パソコン操作（ワード・
常用 ４０ 256,000円 01051-   512301 0152-73-3175　（従業員数  401人） エクセル）可能な方

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-   513601 0152-76-2145　（従業員数   59人） ＊

木工工場工員 1人 154,560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 154,560円 01051-   514901 0152-76-2145　（従業員数   59人） ＊
経木工場工員 1人 154,560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 154,560円 01051-   515101 0152-76-2145　（従業員数   59人） ＊

ＤＩＹ工場工員 1人 154,560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 154,560円 01051-   516401 0152-76-2145　（従業員数   59人） ＊
木製食品容器の 1人 ６２ 167,200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（機械工） 以下 ～ 健康・厚生 ＊

常用 193,600円 01051-   517701 0152-76-2676　（従業員数   22人） ＊
木製食品容器の 2人 ６２ 151,536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 151,536円 01051-   518801 0152-76-2676　（従業員数   22人） ＊
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 普通自動車免許

～ ～ 美幌支店 就労地：美幌町報徳７９－１「美幌町下水道終末処理場」 17:15～8:40 健康・厚生 ２級ボイラー技士あれば尚可

常用 ４０ 243,000円 01051-   519201 0152-72-2480　（従業員数  18人） エクセル・ワード基本操作できれば尚可

電気工事作業員 2人 ３５ 150,000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-   520001 0152-72-2255　（従業員数   3人） 普通自動車免許
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-   521301 0152-73-3673　（従業員数  11人） 機械、小型移動式クレーンあれば尚可

選別作業員 3人 153,120円 柳瀬産商　株式会社 網走郡津別町字活汲６番地 7:30～17:00 雇用・労災 普通自動車免許(通勤用）

不問 ～ 8:00～17:00 健康・厚生 ＊
常用 193,600円 01051-   523901 0152-76-3115　（従業員数  26人） ＊

搬送車（１台積み） 1人 153,615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（８トン限定可）または

の運転 不問 ～ 就労地：美幌町東町２丁目「北見トヨペット　美幌店」 健康・厚生 準中型自動車免許
常用 153,615円 01050-  3638801 0157-24-6191　（従業員数  13人） ＊

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

指導員 以下 ～ 就労地：美幌町大通北４－１９「希望のつぼみ　美幌」 健康・厚生 言語聴覚士・柔道整復師の

常用 235,500円 01050-  3774401 0152-77-3086　（従業員数  13人） いずれか/普通自動車免許

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丁目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-  3775701 0152-75-3975　（従業員数  21人） 21:00～6:00 ＊
電気工事現場 2人 ５９ 170,000円 株式会社　電建 北見市常盤町６丁目２番２６号 8:00～17:20 雇用・労災 第１種又は第２種電気工事士

管理職員 以下 ～ 就労地：北見本社・美幌支店・大空支店のいずれか 健康・厚生 普通自動車免許(AT限定不可）

290,400円 １・２級電気工事施工管理技士あれば尚可

常用 01050-  3857201 0152-73-6141　（従業員数  77人） 電気工事現場の経験あれば尚可

電気工事現場 1人 ５９ 170,000円 株式会社　電建 北見市常盤町６丁目２番２６号 8:00～17:40 雇用・労災 普通自動車免許(AT限定不可）

作業員 以下 ～ 就労地：美幌支店・網走営業所のいずれか 健康・厚生 準中型免許・第２種電気
常用 290,400円 01050-  3858501 0152-73-6141　（従業員数  54人） 工事士資格あれば尚可

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
整備工 1人 ５９ 165,050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(AT限定可）

以下 ～ 就労地：美幌町字栄町４丁目８－５「美幌営業所」 9:00～12:00(土） 健康・厚生 ＊
常用 179,400円 01090-  6037401 0154-37-2221　（従業員数  12人） ＊

バス運転手 2人 ５９ 166,100円 阿寒バス　株式会社 釧路市愛国１９１番地２０８ 5:00～22:00の間の 雇用・労災 大型２種免許
以下 ～ 就労地：美幌町字栄町４丁目８－５「美幌営業所」 実働６時間４０分 健康・厚生 ＊

常用 179,400円 01090-  6042901 0154-37-2221　（従業員数  12人） ＊
警備員 2人 １８ 164,350円 オホーツク警備保障　株式会社 網走市新町３丁目７番４号 8:00～17:00 雇用・労災 ワード・エクセル等の基本的

以上 ～ 就労地：現場は主に北見、美幌、遠軽、斜里、大空、網走方面 健康・厚生 な入力作業程度可能な方

常用 224,900円 01180-  1367901 0152-43-8111　（従業員数  39人）

◎一般求人



営業職 1人 ５９ 225,000円 日本ニューホランド株式会社 札幌市中央区北１条西１３丁目４　タケダ札幌ビル６F 8:45～17:15 雇用・労災 普通自動車免許(AT限定不可）

以下 ～ 就労地：美幌町稲美２２０－１６「日本ニューホランド㈱美幌営業所」 健康・厚生 自動車・建設用機械・農業

常用 335,000円 01010- 25700101 011-221-2130　（従業員数  9人） 財形 機械に触れた経験

整備職 1人 ５９ 200,000円 日本ニューホランド株式会社 札幌市中央区北１条西１３丁目４　タケダ札幌ビル６F 8:45～17:15 雇用・労災 普通自動車免許(AT限定不可）

以下 ～ 就労地：美幌町稲美２２０－１６ 健康・厚生 大特・整備士・クレーン・玉掛あれば尚可

300,000円 　　　　　「日本ニューホランド㈱美幌営業所」 財形 自動車・建設用機械・農業

常用 01010- 25701401 011-221-2130　（従業員数  9人） 機械の整備経験

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
技術員 1人 870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 8:30～17:00 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-    479401 0152-75-2210　（従業員数  87人） 経験あれば尚可

健康運動指導員 1人 1,052円 美幌町役場 網走郡美幌町字東２条北２丁目２５番地 8:45～14:00 公災 ＊
不問 ～ 就労地：美幌町字東３条北２丁目「しゃきっとプラザ」 14:00～18:00 ＊

常用 1,052円 01051-    480201 0152-73-1111　（従業員数  550人） 18:00～21:30 ＊
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 5:30～13:30 労災 普通自動車免許あれば尚可

不問 ～ 就労地：津別町字幸町６１ 9:00～19:00 ＊
常用 925円 01010- 24997501 011-200-8808　（従業員数  7人） ＊

幼稚園補助 1人 900円 学校法人　美幌大谷学園 網走郡美幌町字西２条南1丁目1 8:00～16:45 労災 幼稚園教諭又は保育士

教諭 不問 ～ 美幌大谷幼稚園 の間の４時間程度 普通自動車免許
常用 900円 01051-    481501 0152-73-2409　（従業員数  21人） ＊

弁当・オードブル 2人 870円 合同会社　アロイフーズ 網走郡美幌町字青山北１７－１ 9:00～16:00 労災 ＊
の製造販売 不問 ～ ほっともっと　美幌店 の間の３～６時間 ＊

常用 870円 01051-    482001 0152-75-4500　（従業員数  13人） ＊
携帯電話販売 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 ＊

スタッフ 以下 ～ 就労地：美幌町字三橋南３番１号「ソフトバンク美幌」 ＊
常用 1,000円 01020-   7793601 0138-45-9900　（従業員数   3人） ＊

店内業務全般 1人 861円 有限会社　鶴野商店 網走郡美幌町字大通南２丁目２１番地 14:30～19:00 労災 ＊
不問 ～ ＊

常用 861円 01051-    483301 0152-73-3466　（従業員数   18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-     488701 0152-72-1881　（従業員数  8人） 14:30～17:30 ＊

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
店員 1人 941円 株式会社　ツルハ 網走郡美幌町字稲美８９－４ 17:00～22:00 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 ＊
常用 941円 01051-     491601 0152-75-0345 （従業員数  15人） ＊

介護職員 1人 1,030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 7:00～13:00 労災 雇用　1年　契約更新の可能性あり

不問 ～ 就労地：美幌町稲美１０５番地の６ 経験者優遇
1,130円 　　　「アメニティ美幌　あさひグループホーム」 ホームヘルパー２級以上/

常用 01051-    494401 0152-72-0072 　（従業員数  17人） 介護福祉士資格あれば尚可

介護職員 1人 １８ 900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
以上 ～ 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-    496801 0152-72-0606　（従業員数  19人） 21:00～6:00 ＊
新聞配達員 1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 3:00～4:30 労災 普通自動車免許

以上 ～ 3:40～4:40 （自家用車所有）
常用 880円 01051-    522601 0152-73-5335  （従業員数   5人） 深夜加算込時給１，１００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-    524101 0152-73-3371 　（従業員数  17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
農作業員 1人 165,600円 株式会社　しげちゃん農園 網走郡美幌町字美禽１９７－４ 8:00～17:00 労災 雇用　～10/20

不問 ～ 普通自動車免許(AT限定可）

臨時 165,600円 01051-   　36900 0152-73-3590　（従業員数  2人） ＊
土木作業員 2人 253,000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：美幌町内 健康・厚生 普通自動車免許(AT限定不可）

臨時 319,700円 01051-   　37100 　　　　　　　　　　（従業員数  26人） 土木作業経験
土木作業員 1人 161,000円 津別トラック株式会社　 網走郡津別町字達美２５１番地の４ 7:00～16:30 労災 雇用　～11/30

不問 ～ 土木部 就労地：津別町内他近郊 普通自動車免許(通勤用）

臨時 276,000円 01051-     38400 0157-36-2718　（従業員数  12人） ＊
農業作業員 2人 158,400円 柳瀬産商　株式会社 網走郡津別町字活汲６番地 7:30～17:00 労災 雇用　～10/31

不問 ～ 普通自動車免許
臨時 193,600円 01051-     39700 0152-76-3115　（従業員数  26人） 大特

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 ～ 就労地：事業所他、各現場 健康・厚生 普通自動車免許(AT限定不可）

臨時 241,500円 01051-     40800 0152-76-2510　（従業員数  20人） 土木作業経験
警備員 5人 １８ 164,350円 オホーツク警備保障　株式会社 網走市新町３丁目７番４号 8:00～17:00 労災 雇用　～12/31

以上 ～ 就労地：現場は主に北見、美幌、遠軽、斜里、大空、網走方面 ＊
臨時 224,900円 01180-     84100 0152-43-8111　（従業員数  39人） ＊

◎期間雇用求人

◎パート求人

◎パート求人



第４６２号 ８月５日発行（７月２０日～８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８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。） 

 

 


