
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 ５９ 140,449円 株式会社　ホーマックニコット 札幌市厚別区厚別中央３条２丁目１－４０　マルシンビル 8:50～17:40 雇用・労災 普通自動車免許

以下 ～ 就労地：網走郡津別町字新町１番地２ 11:30～20:20 健康・厚生 ＊
140,449円 　　「（株）ホーマックニコット　津別店」 ＊

常用 01230－12726601 011－802－3810　（従業員数　7人） ＊
（障）整備士 1人 150,000円 ヤンマーアグリジャパン株式会社 江別市工栄町１０番地６ 8:30～17:30 雇用・労災 雇用　１年/普通自動車免許

不問 ～ 北海道支社 就労地：網走郡美幌町字美禽１７０－４ 9:00～17:10 健康・厚生 （AT限定不可）/自動車・農業

190,000円 　　「美幌支店」 財形 機械などの整備経験があれば

常用 01232－　1474001 011－381－2300　（従業員数　12人） 尚可/障がい者手帳所持者

営業員 1人 ５９ 173,000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－　3282501 0126－22－3388　（従業員数　8人） ＊

（嘱）調理員 1人 149,469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：網走郡美幌町仲町２丁目３８番地 9:00～18:00 健康・厚生 １２ヶ月毎更新の可能性あり

173,600円 　　「美幌町立国民健康保険病院」 10:15～19:15 ＊
常用 01010－26297201 011－219－6203　（従業員数　11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 　　「東洋農機（株）　美幌営業所」 財形 ＊
常用 01040－　8697001 0155-37-3191　（従業員数　7人） ＊

理美容師 1人 135,000円 有限会社　ランドサポート・ビホロ 網走郡美幌町字元町７番地の１１ 8:30～17:00 雇用・労災 理容師または美容師
不問 ～ 就労地：網走郡美幌町字美富９番地 健康・厚生 ＊

150,000円 　　「美幌療育病院」 ＊
常用 01051－　　527801 0152-72－0410　（従業員数　6人） ＊

支援相談員 1人 ５９ 176,000円 社会医療法人　恵和会　介護 網走郡美幌町仲町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 ～ 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/普通

常用 199,000円 01051－　　528201 0152-75－2210　（従業員数　87人） 自動車免許/相談業務経験あれば尚可

介護業務（入所） 1人 １８ 158,400円 社会医療法人　恵和会　介護 網走郡美幌町仲町２丁目３８番地 8:45～17:15 雇用・労災 ホームヘルパー２級/
～ ～ 老人保健施設 アメニティ美幌 16:30～9:30 健康・厚生 介護福祉士あれば尚可/

常用 ５９ 216,900円 01051－　　529501 0152-75－2210　（従業員数　87人） 介護職経験あれば尚可
介護業務（通所） 1人 ５９ 144,500円 社会医療法人　恵和会　介護 網走郡美幌町仲町２丁目３８番地 8:30～17:00 雇用・労災 普通自動車免許

以下 ～ 老人保健施設 アメニティ美幌 健康・厚生 ＊
常用 194,900円 01051－　　530601 0152-75－2210　（従業員数　87人） ＊

農産営業 1人 ４０ 180,000円 株式会社　北海道グレインカンパニー 網走郡美幌町字稲美２３１番地８ 8:30～17:30 雇用・労災 普通自動車免許
以下 ～ 健康・厚生 ワード・エクセル基本操作

常用 260,000円 01051－　　532101 　　　　　　　　　　　（従業員数　0人） ＊
医療事務 1人 160,000円 医療法人社団　玉川医院 網走郡美幌町字稲美９０番地１３４ 8:20～18:00 雇用・労災 パソコンスキル

不問 ～ 健康・厚生 キーボードからのローマ字

常用 160,000円 01051－　　533401 0152-75－2780　（従業員数　6人） 入力の可能な方
トラック・ショベル 1人 202,400円 有限会社　だいち 網走郡津別町字大通３０番地１ 7:00～16:00 雇用・労災 大型/大特/フォークリフト

運転手 不問 ～ 就労地：網走郡津別町字達美１８４番地１ 8:00～17:00 健康・厚生 運転技能者あれば尚可/

常用 202,400円 01051-　　　535801 0152-77-3095　（従業員数　7人） フォークリフト・けん引経験あれば尚可

施設管理スタッフ 1人 ４０ 166,000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 6:00～15:00 雇用・労災 普通自動車免許
以下 ～ 美幌支店 就労地：網走郡美幌町字日並１４７番地の７ 8:30～17:30 健康・厚生 エクセル・ワード基本操作

238,000円 　　「美幌町日並浄水場」 13:00～22:00 財形 できれば尚可
常用 01051－　　536201 0152-72－2480　（従業員数　7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
販売員 1人 ５９ 871円 株式会社　ホーマックニコット 札幌市厚別区厚別中央３条２丁目１－４０　マルシンビル 8:50～12:50 雇用・労災 普通自動車免許

以下 ～ 就労地：網走郡津別町字新町１番地２ 16:20～20:20 ＊
871円 　　「（株）ホーマックニコット　津別店」 ＊

常用 01230－ 12727901 011－802－3810　（従業員数　7人） ＊
介護業務（通所） 1人 ５９ 870円 社会医療法人　恵和会　介護 網走郡美幌町仲町２丁目３８番地 8:45～17:15の 労災 普通自動車免許

以下 ～ 老人保健施設 アメニティ美幌 間の４時間以上 ＊
常用 1,000円 01051－　　531901 0152-75－2210　（従業員数　87人） ＊

パンの製造販売 1人 870円 株式会社　北海道サンジェルマン 札幌市西区発寒８条１１丁目２－４３　北海道フーズ輸送（株）ビル内 8:00～13:00 労災 雇用　～R３．３/３１
不問 ～ 就労地：網走郡美幌町字三橋南３－１　 13:00～18:00 １年毎更新の可能性あり

1,150円 　　コープさっぽろ美幌店内「レフボン美幌店」 又は8:00～18:00の ＊
常用 01010－26474501 0152-77-3031　（従業員数　9人） 間の４時間程度 ＊

調理員 3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 8:00～17:15の 労災 雇用　R３.４月～
不問 ～ 美幌大谷幼稚園 間の４時間以上 １年毎の契約更新

常用 1,000円 01051－　　537501 0152-73－2409　（従業員数　21人） ＊
製造員 2人 １８ 861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 労災 ６ヶ月毎の契約更新

以上 ～ シティびほろ店 　　「シティデリカセンター」 深夜加算込時給　１，０７７円

常用 861円 01051－　　538001 0152-75－2060　（従業員数　101人） ＊
製造員 1人 861円 北雄ラッキー　株式会社 網走郡美幌町字青山北５３－３ 7:00～11:00 雇用・労災 ６ヶ月毎の契約更新

不問 ～ シティびほろ店 　　「シティデリカセンター」 ＊
常用 861円 01051－　　539301 0152-75－2060　（従業員数　101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
動物看護 2人 （時）900円 有限会社　アースベッツ 網走郡美幌町字青山北５１－８ 8:30～12:00 労災 雇用　～R３．３/３１

アシスタント 不問 ～ 美幌動物病院 15:00～18:00 パソコンの基本操作

◎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９月４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。） 

 

 



臨時 （時）900円 01051－　　525401 0152-73-1011　（従業員数　4人） ＊
コンクリート製造 1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 7:30～17:00 雇用・労災 雇用　～１０/３１

不問 ～ 就労地：網走郡美幌町字野崎６５番地 健康・厚生 ＊
臨時 180,600円 01050－　3906001 0157－33－4546　（従業員数　0人） ＊

製糖工程 1人 215,010円 日本甜菜製糖株式会社 網走郡美幌町字鳥里９１番地 8:00～17:00 雇用・労災 雇用　１０月上旬～R３.２月中旬

分析作業員 不問 ～ 美幌製糖所 9:30～18:30 健康・厚生 ＊
臨時 215,010円 01051－　　　41000 0152－73－1221　（従業員数　103人） ＊
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