
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
調理師 1人 230,000円 株式会社　ＬＥＯＣ 札幌市中央区北１条西４丁目２番２号　札幌ノースプラザビル６階 9:30～18:30 雇用・労災 雇用　～Ｒ３．６/３０

不問 ～ 就労地：美幌町字稲美１０５番地７号 10:00～18:30 健康・厚生 １年毎更新の可能性あり

230,000円 6:30～15:30 調理師／調理業務経験
常用 01010-39845301 011-200-8808　（従業員数　9人） 8:00～16:30 普通自動車免許あれば尚可

林業現業員 2人 ４０ 250,000円 美幌町森林組合 網走郡美幌町字稲美２３４番地３ 7:30～16:00 雇用・労災 普通自動車免許
以下 ～ 就労地：網走管内の山林 健康・厚生 （ＡＴ限定不可）

常用 450,000円 01051-  792101 0152-73-1281　（従業員数　11人） ＊
歯科助手 1人 145,000円 医療法人社団　小柳歯科医院 網走郡美幌町字西一条北２丁目 8:30～18:30 雇用・労災 ＊

不問 ～ 8:30～17:00(土) 健康・厚生 ＊
常用 160,000円 01051-  794701 0152-72-2662　（従業員数　6人） ＊

支援員 2人 143,000円 特定非営利活動法人 網走郡美幌町字仲町２丁目３８番地の１ 9:00～18:00 雇用・労災 ホームヘルパー２級
不問 ～ マイスペースビホロ 就労地：美幌町美富２９－１ 7:00～16:00 健康・厚生 普通自動車免許

180,000円 　　「美富ベーカリー」 障害者福祉サービス経験者

常用 01051-  795801 0152-72-0107　（従業員数　18人） エクセル・ワード
調理師 1人 176,000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：美幌町字仲町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

235,000円 　　「美幌町立国民健康保険病院」 調理師
常用 01010-41079801 011-219-6203　（従業員数　11人） ＊

冷凍食品の 1人 ４０ 169,000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 6:30～15:30 雇用・労災 普通自動車免許あれば尚可

製造職 以下 ～ 就労地：津別町活汲８６ 12:30～21:30 健康・厚生 ワード・エクセルの入力等

223,600円 　　「サンマルコ食品（株）　津別工場」 基本操作出来る方
常用 01230-20734901 011-897-1711　（従業員数　141人） ＊

相談援助業務 1人 ３９ 165,900円 社会福祉法人 網走郡津別町字新町１番地５ 8:30～17:15 雇用・労災 雇用　Ｒ３．４/１～
及び一般事務 以下 ～ 津別町社会福祉協議会 健康・厚生 社会福祉士・普通自動車免許

常用 295,800円 01051-  801501 0152-76-1161　（従業員数　6人） ワード・エクセル

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
事務局職員 1人 ５９ 150,600円 社会福祉法人 網走郡美幌町字東３条北２丁目　 8:45～17:30 雇用・労災 雇用　Ｒ３．４/１～　普通自動車免許

以下 ～ 美幌町社会福祉協議会 　　しゃきっとプラザ内 健康・厚生 （ＡＴ限定不可）/社会福祉士・精神保健

182,200円 福祉士あれば尚可/社会福祉協議会、

社会福祉施設、介護施設又は病院等に

おいて相談業務の従事経験があれば

常用 01051-  802001 0152-72-1165　（従業員数　6人） 尚可/ワード、エクセル、パワーポイント

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
訪問看護師 1人 ６４ 1,450円 一般社団法人　北海道総合 札幌市中央区北１条西９丁目３－２７　第３古久根ビル４Ｆ 8:45～17:30の 労災 看護師または保健師

以下 ～ 在宅ケア事業団 就労地：美幌町字新町１丁目３番地の１ 間の３時間以上 普通自動車免許
1,450円 　　「美幌地域訪問看護ステーション」 看護師または保健師の

常用 01010-40473001 0152-73-6186　（従業員数　12人） 経験３年以上あれば尚可

理学療法士 1人 ６４ 1,450円 一般社団法人　北海道総合 札幌市中央区北１条西９丁目３－２７　第３古久根ビル４Ｆ 8:45～17:30の 労災 理学療法士または作業
または作業療法士 以下 ～ 在宅ケア事業団 就労地：美幌町字新町１丁目３番地の１ 間の３時間以上 療法士・普通自動車免許

1,450円 　　「美幌地域訪問看護ステーション」 理学療法士または作業療法士

常用 01010-40478401 0152-73-6186　（従業員数　12人） の経験３年以上あれば尚可

介護支援専門員 1人 ６４ 1,250円 一般社団法人　北海道総合 札幌市中央区北１条西９丁目３－２７　第３古久根ビル４Ｆ 8:45～17:30の 労災 介護支援専門員
以下 ～ 在宅ケア事業団 就労地：美幌町字新町１丁目３番地の１ 間の３時間以上 普通自動車免許

1,250円 　　「美幌地域訪問看護ステーション」 ＊
常用 01010-40480501 0152-73-6186　（従業員数　12人） ＊

グループホーム 1人 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 6:30～9:00 労災 雇用　１年
世話人 不問 ～ 美幌療育病院 就労地：美幌町字新町１丁目７－８ 16:30～20:00 契約更新の可能性あり

1,000円 　　「グループホーム　ソング」「グループホーム　スマイル」 ＊
常用 01051-  799301 0152-73-3145　（従業員数　5人） ＊

調剤薬局助手 1人 880円 中村薬局　中村美千代 網走郡美幌町字仲町２丁目４６－６１ 9:00～16:30 雇用・労災 普通自動車免許
・配達 不問 ～ 9:00～17:00 ＊
常用 880円 01051-  800201 0152-73-2771　（従業員数　8人） 9:00～12:00(土) ＊

◎一般求人

◎パート求人

令和２年１２月２９日（火）～令和３年１月３日（日）は閉庁日となっております。
日刊ハローワーク求人情報（ハローワーク北見）は、上記の期間休刊となります。

◎一般求人

第４７１号 １２月２１日発行（１２月４日～１２月２０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１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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