
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 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｢サンマルコ食品㈱津別工場｣ 12:30～21:30 健康・厚生 ワード・エクセルの入力等、

常用 223,600円 01230-  5421511 011-897-1711　（従業員数  141人） 基本操作が出来る方

調理員 1人 159,100円 株式会社　LEOC 札幌市中央区北１条西４丁目２番２号　 7:30～17:00 雇用・労災 雇用　～9/30
不問 ～ 札幌ノースプラザビル６階 健康・厚生 1年毎更新の可能性あり

159,100円 就労地：津別町共和２５番地１ 普通自動車免許あれば尚可

常用 01010- 10795311 011-200-8808　（従業員数  7人） 調理業務経験者
調理員 1人 172,000円 株式会社　LEOC 札幌市中央区北１条西４丁目２番２号　 5:30～14:30 雇用・労災 雇用　～9/30

不問 ～ 札幌ノースプラザビル６階 10:00～19:00 健康・厚生 1年毎更新の可能性あり
172,000円 就労地：美幌町仲町２丁目３８番地２ 普通自動車免許あれば尚可

常用 01010- 10836911 011-200-8808　（従業員数  7人） 調理業務経験者
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　 5:30～14:30 雇用・労災 雇用　～6/30

不問 ～ 札幌ノースプラザビル６階 10:00～19:00 健康・厚生 1年毎更新の可能性あり
230,000円 就労地：美幌町仲町２丁目３８番地２ 普通自動車免許あれば尚可

常用 01010- 10849511 011-200-8808　（従業員数  7人） 調理師/調理業務経験者

土木作業員 1人 ６４ 200,000円 吉井建設　株式会社 網走郡大空町女満別東陽３丁目３－８ 8:00～17:30 雇用・労災 普通自動車免許（AT限定不可）

以下 ～ 就労地：オホーツク管内の現場 健康・厚生 土木関連の免許・資格があれば尚可

常用 390,000円 01180-    639511 0152-74-2185　（従業員数  22人） 財形 土木作業経験あれば尚可

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・3級自動車整備士・クレーン・

300,000円 　　　｢日本ニューホランド㈱美幌営業所｣ 財形 玉掛けあれば尚可/自動車・建設用

常用 01010- 10898511 011-221-2130　（従業員数  9人） 機械・農業機械の整備経験あれば尚可

コンクリート 1人 ６４ 189,750円 株式会社　横山土建 網走郡美幌町字稲美２１２番地 8:00～17:00 雇用・労災 ＊
製品製造工員 以下 ～ 健康・厚生 ＊

常用 207,000円 01051-    208711 0152-73-1331　（従業員数  28人） ＊

医師事務作業 1人 163,100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 雇用・労災 雇用　～3/31 契約更新の可能性あり

補助者 不問 ～ 健康・厚生 医療事務経験あれば尚可

常用 163,100円 01051-    209811 0152-73-4111　（従業員数   138人） ワード・エクセル可能な方

用務員 1人 161,600円 有限会社　エイドクリーン 北見市東陵町１２０番地４３ 7:00～15:45 雇用・労災 雇用　～3/31 契約更新の可能性あり

不問 ～ 就労地：美幌町報徳９４｢北海道美幌高等学校｣ 健康・厚生 普通自動車免許（通勤用）

常用 161,600円 01050-   1721511 0157-22-7112　（従業員数  0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級建築施工管理技士

常用 285,000円 01051-     210411 0152-76-2174　（従業員数  17人） 建築工事の現場代理人又は主任技術者

土木・舗装 1人 250,000円 土建屋　株式会社 網走郡美幌町字美富５８８－３９ 7:30～17:00 雇用・労災 土木施工管理技士１級・２級、

技術者 不問 ～ 就労地：事務所の他　主に北見・美幌近郊 健康・厚生 舗装施工管理技術者１級・２級の

350,000円 いずれか/普通自動車免許（ＡＴ限定不可）

常用 01051-     212311 　　　　　　　　　　（従業員数  6人） 土木・舗装管理業務経験あれば尚可

看護業務 2人 ５９ 220,000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番地の２　アメニティ美幌内 8:45～17:15 雇用・労災 看護師・普通自動車免許

以下 ～ 看護ステーション　美幌すずらん 就労地：事業所及び美幌町内 健康・厚生 病院での看護業務５年以上

常用 290,000円 01051-     213611 0152-75-2210　（従業員数  8人） の経験者優遇

支援員 3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 6:30～15:00 雇用・労災 ＊
以下 ～ 美幌療育病院 9:30～18:00 健康・厚生 ＊

常用 181,000円 01051-     215111 0152-73-3145　（従業員数   191人） 13:10～21:40 ＊
塾講師 2人 ３９ 185,000円 津別町公設民営塾 網走郡津別町字幸町４１番地 11:00～21:00 雇用・労災 普通自動車免許

以下 ～ （株式会社　Ｂｉｒｔｈ４７） 　　津別町議会議事堂 9:00～19:00（土） 健康・厚生 ＰＣ打ち込み程度可能な方

常用 270,000円 01051-     216711 0152-77-3700　（従業員数  2人） ＊
一般事務 1人 ６４ 200,000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

以下 ～ 健康・厚生 パソコン操作
常用 200,000円 01051-     217811 0152-73-5243  （従業員数   8人） ＊

店内業務全般 1人 151,536円 有限会社　柳瀬食品店 網走郡津別町字東２条３３番地 8:00～17:30の 雇用・労災 ＊
不問 ～ 間の８時間程度 健康・厚生 ＊

常用 151,536円 01051- 　  219511 　　　　　　　　　　（従業員数  8人） ＊
営業総合職 5人 ４０ 220,000円 富国生命保険相互会社 網走郡美幌町字新町１－２８－２ 9:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許

以下 ～ 北見支社　美幌営業所 健康・厚生 ＊
常用 400,000円 01051-     223111 0157-24-8111　（従業員数  8人） 財形 ＊

介護職員 1人 １８ 178,700円 株式会社　エムリンク 網走郡津別町字達美２１３番地３ 8:00～17:00 雇用・労災 介護福祉士・介護支援専門員
～ ～ 夢ふうせん　ののか 9:00～18:00 健康・厚生 ・社会福祉士のいずれか

常用 ６４ 217,300円 01051- 　  224711 0152-76-3033 （従業員数  11人） 17:00～9:00 介護経験あれば尚可
介護職員 1人 １８ 158,700円 株式会社　エムリンク 網走郡津別町字達美２１３番地３ 8:00～17:00 雇用・労災 介護福祉士・ホームヘルパー

～ ～ 夢ふうせん　ののか 9:00～18:00 健康・厚生 ２級あれば尚可
常用 ６４ 172,300円 01051- 　  225811 0152-76-3033 （従業員数  11人） 17:00～9:00 介護経験あれば尚可

看護補助者 2人 １８ 163,100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 7:15～16:00 雇用・労災 雇用　～3/31 契約更新の可能性あり

以上 ～ 10:15～19:00 健康・厚生 介護職員初任者研修（ホームヘルパー

常用 187,200円 01051-     230911 0152-73-4111　（従業員数   138人） 16:30～9:30 ー2級）以上又は介護福祉士あれば尚可

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
ホール係 1人 ５９ 152,000円 有限会社　小国商事 網走郡美幌町字美富５６－７９ 10:00～21:00の 雇用・労災 接客経験があれば望ましい

以下 ～ 就労地：美幌町稲美６８－８４「グルメ寿し　すし若丸」 間の８時間 健康・厚生 ＊
常用 180,000円 01051-     236411 0152-73-4077  （従業員数  18人） ＊

レストランスタッフ 1人 170,000円 株式会社　アンビックス 網走郡津別町字上里７３８番地 6:30～21:30の 雇用・労災 雇用　１年　契約更新の可能生あり
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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４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。） 

 

 



不問 ～ ランプの宿　森つべつ 間の7時間45分 健康・厚生 普通自動車免許/飲料・料理関連の

180,000円 資格（ソムリエ・栄養士等）があれば尚可

常用 01051-     239611 0152-76-3333　（従業員数   10人） ホテルレストランのホール経験あれば尚可

農業作業員 3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 雇用・労災 普通自動車免許
不問 ～ 8:00～17:00 健康・厚生 大特あれば尚可

常用 193,600円 01051-     241211 0152-76-3115　（従業員数  26人） ＊
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 普通自動車免許あれば尚可

不問 ～ 8:00～17:00 健康・厚生 ＊
常用 193,600円 01051-     242511 0152-76-3115　（従業員数  26人） ＊

造林現場作業員 2人 210,000円 有限会社　ヤマタ産業 網走郡美幌町字稲美９６番地 8:00～16:00 雇用・労災 普通自動車免許/林業・土木

不問 ～ 就労地：美幌町・北見市・訓子府町・置戸町周辺 8:00～17:00 健康・厚生 工事に関する免許・資格があれば

常用 300,000円 01051-     243411 0152-73-5866　（従業員数  10人） 7:00～17:00 尚可/林業・土木経験あれば尚可

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 322,000円 01051-     244011 0152-76-2096　（従業員数  14人） ＊
鉄骨加工工員 1人 192,000円 株式会社　蓮井鉄工所 網走郡美幌町字三橋町２丁目１３番地 8:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許(ＡＴ限定不可）

不問 ～ 健康・厚生 ＊
常用 240,000円 01051-     245311 0152-73-2794　（従業員数  24人） ＊

鉄骨制作スタッフ 2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
以下 ～ 8:30～17:00 健康・厚生 ガス溶接、アーク溶接、半自動

200,000円 溶接技術者（基本級）あれば尚可

常用 01051-     246611 0152-73-5245　（従業員数  15人） 鉄骨に関する業務に従事した経験あれば尚可

溶接工、鉄工 1人 200,000円 有限会社　高橋鉄工 網走郡美幌町字美禽２８９番地２ 8:00～17:30 雇用・労災 普通自動車免許/準中型、中型、大型

作業員、旋盤工 不問 ～ 8:30～17:30 健康・厚生 自動車、大特免許あれば尚可/

240,000円 アーク溶接、ガス溶接講習修了者尚可

アーク溶接・半自動溶接・ＴＩＧ溶接経験者、

旋盤・フライス盤等の機械加工経験者、

常用 01051-     247911 0152-72-3319　（従業員数  6人） 農業経験者等のいずれか

溶接工見習い、鉄工作業員 1人 ３５ 180,000円 有限会社　高橋鉄工 網走郡美幌町字美禽２８９番地２ 8:00～17:30 雇用・労災 普通自動車免許(ＡＴ限定不可）

見習い、旋盤工見習い 以下 ～ 8:30～17:30 健康・厚生 ＊
常用 185,000円 01051-     248111 0152-72-3319　（従業員数  6人） ＊

食品製造作業員 1人 153,450円 株式会社　ブラステック 網走郡美幌町字大通北１丁目１３－３　リスビル１階 8:30～17:00 雇用・労災 雇用　２ヶ月
不問 ～ オホーツク営業所 就労地：大空町東藻琴千草７２番の１ ２～３ヶ月毎の更新の可能性あり

常用 153,450円 01051-     249711 0152-77-3130　（従業員数  2人） 普通自動車免許(通勤用）

自動車整備 1人 ６４ 170,000円 美幌自動車工業　株式会社 網走郡美幌町字美禽１番地 9:00～18:00 雇用・労災 普通自動車免許
以下 ～ 健康・厚生 ＊

常用 300,000円 01051-     251411 0152-72-1212　（従業員数  5人） ＊
玉葱・馬鈴薯検品作業 2人 200,000円 美幌地方広域農業協同組合 網走郡美幌町字稲美１７４番地の８ 8:30～17:00 雇用・労災 雇用　～3/31契約更新の可能生あり

、フォークリフト作業等 不問 ～ 連合会 健康・厚生 フォークリフト免許あれば尚可

常用 200,000円 01051-     252011 0152-73-5176　（従業員数  25人） フォークリフト運転経験あれば尚可

フォークリフト 2人 ５９ 158,100円 クレードル食品　株式会社 網走郡美幌町字稲美１６４番地 7:00～16:00 雇用・労災 普通自動車免許
作業員 以下 ～ 健康・厚生 フォークリフト運転技能者

常用 203,500円 01051-     253311 0152-73-3175 （従業員数   401人） ＊
塗装工・左官工 2人 230,000円 有限会社　青木左官 網走郡美幌町字西２条南２丁目２番地の４３ 7:30～17:30 雇用・労災 普通自動車免許

・大工・とび 不問 ～ 就労地：美幌町青山南３１－１他、 健康・厚生 中型免許・技能資格保有者優遇

299,000円 　　各作業現場（主に網走管内） 塗装・左官工・大工・とび、

常用 01051-     255911 0152-73-4969　（従業員数  20人） いずれかの経験2年以上あれば尚可

作業員 2人 207,000円 有限会社　青木左官 網走郡美幌町字西２条南２丁目２番地の４３ 7:30～17:30 雇用・労災 普通自動車免許
不問 ～ 就労地：美幌町青山南３１－１他、 健康・厚生 中型免許・技能資格保有者優遇

276,000円 　　各作業現場（主に網走管内） ＊
常用 01051-     256111 0152-73-4969　（従業員数  20人） ＊

土木・舗装工 1人 187,000円 土建屋　株式会社 網走郡美幌町字美富５８８－３９ 7:30～17:00 雇用・労災 普通自動車免許(ＡＴ限定不可）

不問 ～ 就労地：北見・美幌近郊 健康・厚生 土木・舗装作業経験あれば尚可

常用 308,000円 01051-     257711 　　　　　　　　　　（従業員数  6人） ＊
産業廃棄物 1人 ５９ 200,000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 普通自動車免許/大型・
作業員及び 以下 ～ 就労地：美幌町高野１９１-２３ 健康・厚生 大特・車両系建設機械（整地）

重機オペレーター 250,000円 　　　　「高野リサイクルセンター」 あれば尚可/重機・ダンプ

常用 01051-     258811 0152-73-5388　（従業員数  5人） 等の運転経験あれば尚可

土木作業員 3人 ５９ 193,600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 普通自動車免許/土木工事

以下 ～ 就労地：美幌町周辺、北見・網走の現場 健康・厚生 に関する免許・資格があれば

常用 281,600円 01051-     259211 0152-73-5388　（従業員数  38人） 尚可/土木経験あれば尚可

工場内作業員 2人 152,950円 北見通運株式会社 網走郡美幌町字美里２２番地の１ 8:30～17:00 雇用・労災 雇用　１年　
不問 ～ オホーツク支店 就労地：美幌町稲美１７４－８｢美幌広域連｣・美幌町 健康・厚生 契約更新の可能性あり

241,500円 　報徳５０「農工連」・網走市港町「網走事業所」のいずれか 普通自動車免許
常用 01051-     260011 0152-73-3148　（従業員数  44人） フォークリフト免許あれば尚可

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-     261311 0152-75-2210　（従業員数  87人） 経験あれば尚可
営業 1人 ４０ 160,500円 ネッツトヨタ北見　株式会社 北見市東三輪３丁目２２番地 9:00～17:30 雇用・労災 普通自動車免許(ＡＴ限定不可）

以下 ～ 就労地：網走店（網走市三眺１２－７）または 健康・厚生 ＊
205,000円     　　　 美幌店（美幌町青山南１７－５） 財形 ＊

常用 01050-    1824711 0157-24-0010　（従業員数  0人） ＊
自動車整備士 1人 ４０ 151,050円 ネッツトヨタ北見　株式会社 北見市東三輪３丁目２２番地 9:00～17:30 雇用・労災 普通自動車免許(ＡＴ限定不可）

以下 ～ 就労地：網走店（網走市三眺１２－７）または 健康・厚生 自動車整備士（２級）
195,550円     　　　 美幌店（美幌町青山南１７－５） 財形 ＊

常用 01050-    1826211 0157-24-0010　（従業員数  0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
介護支援専門員 1人 ５９ 185,000円 有限会社　丸庫 北見市三楽町１３番地２ 9:00～18:00 雇用・労災 普通自動車免許

以下 ～ 就労地：美幌町東２南１－１－２５-１０２ 健康・厚生 介護支援専門員
210,000円 　　　「しあわせ介護センター美幌営業所」 エクセル・ワード等を用いた

常用 01050-    1950611 0157-32-9899　（従業員数  2人） 入力作業ができる方

交通誘導警備員 10人 １８ 169,600円 大道綜合警備株式会社 北見市常磐町３－６－２０ 8:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許
以上 ～ 北見営業所 就労地：主に北見管内 健康・厚生 交通誘導警備業務資格者

常用 195,040円 01050-    2064611 0157-33-5454　（従業員数  10人） 優遇
技術員 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(ＡＴ限定不可）

以下 ～ 就労地：美幌町美禽３５８－１「美幌営業所」 9:00～17:30 健康・厚生 車両・機械整備経験者

◎一般求人



常用 220,000円 01110-    1438711 0126-22-3388　（従業員数  7人） ＊
一般事務 1人 150,000円 地崎道路株式会社 網走郡美幌町字稲美２２５－７ 8:30～17:30 雇用・労災 雇用　5/10～3/31 契約更新

不問 ～ 美幌営業所 健康・厚生 の可能性あり/普通自動車免許

常用 155,000円 01051-     266811 0152-72-1616　（従業員数  15人） ワード・エクセルの基本操作

営業係 1人 200,000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 雇用　6ヶ月　契約更新の可能性あり

不問 ～ 就労地：美幌町美禽２９６－３「美幌営業所」 健康・厚生 普通自動車免許(ＡＴ限定不可）

常用 300,000円 01040-    4207911 0155-33-1380　（従業員数  6人） 財形 ＊
整備士 1人 ５９ 160,000円 ヤンマーアグリジャパン 江別市工栄町１０番地６ 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　北海道支社 就労地：美幌町美禽１７０－４「美幌支店」 9:00～17:10 健康・厚生 自動車整備士免許あれば尚可/農業

常用 250,000円 01232-     772511 011-381-2300　（従業員数  14人） 財形 機械・自動車などの整備経験あれば尚可

店舗運営・店舗 3人 １８ 232,717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 ＊

５９ 370,866円 　　　　　網走店（網走市駒場南７－２－２） 0:00～9:00 財形 ＊
　　　　　美幌店（美幌町稲美６８－１８） 9:00～8:59の ＊

常用 08040-    6351911 0120-314-144　（従業員数  15人） 間の８時間程度 ＊

◎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

クリーニング受付 2人 861円 株式会社　クリーンスター 網走市新町２丁目１－１２ 8:00～14:00 雇用・労災 普通自動車免許あれば尚可

アシスタント 不問 ～ 就労地：美幌町字青山北４４「クリーンスター美幌店」 14:00～20:00 ＊
常用 900円 01180-    642911 0152-67-6151 （従業員数   2人） ＊

一般事務 1人 900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 9:00～16:00 雇用・労災 パソコン操作
不問 ～ 普通自動車免許

常用 900円 01051-    218211 0152-73-5243  （従業員数   8人） ＊
販売員 5人 861円 セブンイレブン　津別共和店 網走郡津別町字共和１２５番地の９ 6:00～9:00 労災 販売員経験あれば尚可

不問 ～ 16:00～22:00 ＊
常用 861円 01051-    220311 0152-76-1233　（従業員数   14人） 22:00～6:00 ＊

店員 2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 8:00～12:00 労災 ６ヶ月毎の契約更新
（一般食品部門） 不問 ～ シティびほろ店 ＊

常用 861円 01051-    221611 0152-72-3111 （従業員数   101人） ＊
店員 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 8:00～12:00 労災 ６ヶ月毎の契約更新

（精肉部門） 不問 ～ シティびほろ店 ＊
常用 861円 01051-    222911 0152-72-3111 （従業員数   101人） ＊

訪問介護員 1人 1,000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 8:30～20:00 労災 ホームヘルパー２級以上、

不問 ～ （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） の間の１時間以上 介護福祉士、看護師のいずれか

常用 1,625円 01051-    226211 0152-75-0300　（従業員数  16人） 普通自動車免許
ホームヘルパー 3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 8:00～20:00 労災 ホームヘルパー２級

不問 ～ 就労地：ヘルパーステーション　アメニティ美幌を起点に町内全域 の間の１時間以上 普通自動車免許
常用 1,650円 01051-　  227511 0152-75-2510　（従業員数  12人） ＊

訪問介護員 2人 1,150円 有限会社　丸庫　しあわせ介護 網走郡美幌町字東２条南１丁目１－２５－Ａ１０２号 9:00～18:00 労災 ホームヘルパー２級
(ホームヘルパー） 不問 ～ センター　美幌事業所 就労地：美幌町内 の間の１時間以上 普通自動車免許

常用 1,400円 01051-    228411 0152-72-5656　（従業員数  14人） ＊
ホームヘルパー 1人 900円 有限会社　みんと 網走郡美幌町字日の出１丁目２番地４ 7:30～20:00 労災 半年毎の契約更新

不問 ～ 美幌ケアセンター 就労地：美幌町内 の間の４時間程度 普通自動車免許
1,000円 介護福祉士・ホームヘルパー２級

常用 01051-    229011 0152-73-0007　（従業員数  15人） ・看護師・准看護師のいずれか

看護補助者 2人 1,052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 7:15～19:00 雇用・労災 雇用　～3/31 契約更新の可能性あり

不問 ～ の間の４時間程度 健康・厚生 介護職員初任者研修（ホームヘルパー

常用 1,208円 01051-    231111 0152-73-4111　（従業員数   138人） 2級）以上又は介護福祉士あれば尚可

動物看護 1人 900円 有限会社　アースベッツ 網走郡美幌町字青山北５１－８ 8:30～12:30 労災 パソコン基本操作
アシスタント 不問 ～ 美幌動物病院 14:30～17:30 ＊

常用 900円 01051-    232711 0152-73-1011　（従業員数   4人） ＊
調理 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 8:30～14:00 労災 ＊

不問 ～ 美幌療育病院 の間の５時間程度 ＊
常用 900円 01051-    233811 0152-73-3145　（従業員数   191人） ＊

弁当・オードブル 1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-     234211 0152-75-4500  （従業員数   13人） ＊
弁当・オードブル 1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 16:00～20:00 労災 ＊

の製造販売 不問 ～ ほっともっと　美幌店 17:00～20:00 ＊
常用 870円 01051-     235511 0152-75-4500  （従業員数   13人） ＊

ホール係 1人 ５９ 861円 有限会社　小国商事 網走郡美幌町字美富５６－７９ 10:00～15:00 労災 接客経験あれば望ましい
以下 ～ 就労地：美幌町稲美６８－８４「グルメ寿し　すし若丸」 17:00～21:00 ＊

常用 920円 01051-     237011 0152-73-4077  （従業員数   18人） ＊
ホールスタッフ 2人 861円 ラーメン寶龍　美幌店 網走郡美幌町字青山北５３番地 10:00～15:00 労災 ＊

不問 ～ 18:00～21:00 ＊
常用 1,000円 01051-     238311 0152-72-5210  （従業員数   3人） ＊

レストランスタッフ 1人 870円 株式会社　アンビックス 網走郡津別町字上里７３８番地 7:00～22:00の 労災 雇用　6ヶ月　契約更新の可能生あり

不問 ～ ランプの宿　森つべつ の間の４～８時間程度 普通自動車免許/飲料・料理関連の

1,000円 資格（ソムリエ・栄養士等）があれば尚可

常用 01051-     240811 0152-76-3333　（従業員数   10人） ホテルレストランのホール経験あれば尚可

◎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

夜間清掃スタッフ 3人 １８ 1,080円 クレードル食品　株式会社 網走郡美幌町字稲美１６４番地 22:00～1:00 労災 深夜加算込時給1,350円
～ ～ ＊

常用 ５９ 1,080円 01051-    254611 0152-73-3175  （従業員数   401人） ＊
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時間程度 大型免許あれば尚可
常用 870円 01051-    262611 0152-75-2210　（従業員数  87人） 経験あれば尚可

店内業務全般 1人 861円 有限会社　柳瀬食品店 網走郡津別町字東２条３３番地 8:00～17:00の 雇用・労災 ＊
不問 ～ 間の４時間程度 ＊

常用 861円 01051- 　 264111 　　　　　　　　　　（従業員数  8人） ＊
交通誘導警備員 10人 １８ 1,000円 大道綜合警備株式会社 北見市常盤町３－６－２０ 8:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許あれば尚可

以上 ～ 北見営業所 就労地：主に北見管内 交通誘導警備業務資格者優遇

常用 1,100円 01050-　 2065911 0157-33-5454  （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
土木作業員 2人 242,000円 吉井建設　株式会社 網走郡大空町女満別東陽３丁目３－８ 7:30～17:00 雇用・労災 雇用　5/10～12/20

不問 ～ 就労地：オホーツク管内の現場 8:00～17:30 健康・厚生 土木作業員、建設機械
臨時 396,000円 01180-    23710 0152-74-2185　（従業員数  22人） 操作の経験あれば尚可

型枠大工 2人 157,500円 株式会社　梅高組 網走郡美幌町字栄町２丁目１１番地 8:00～18:00 雇用・労災 雇用　5/6～11/30
不問 ～ 就労地：美幌町美禽１８４｢資材センター｣ 健康・厚生 普通自動車免許

231,000円 　　　及び網走、北見管内市町村 型枠施工経験あれば尚可

臨時 01051-     9610 0152-73-2873  （従業員数  13人） ＊
コンクリート 1人 189,750円 株式会社　横山土建 網走郡美幌町字稲美２１２番地 8:00～17:00 雇用・労災 雇用　5/6～12/25
製品製造工員 不問 ～ 健康・厚生 ＊

臨時 207,000円 01051-    10810 0152-73-1331　（従業員数  28人） ＊
コンクリート 2人 155,250円 株式会社　横山土建 網走郡美幌町字稲美２１２番地 8:00～17:00 雇用・労災 雇用　5/6～12/25

補修作業員 不問 ～ 健康・厚生 ＊
臨時 155,250円 01051-    11010 0152-73-1331　（従業員数  28人） ＊

土工又は 3人 187,000円 土建屋　株式会社 網走郡美幌町字美富５８８－３９ 7:30～17:00 雇用・労災 雇用　～12/31
舗装工 不問 ～ 就労地：北見・美幌近郊 健康・厚生 普通自動車免許(ＡＴ限定不可）

臨時 308,000円 01051-    12310 　　　　　　　　　　（従業員数  6人） 土木・舗装作業経験あれば尚可

◎期間雇用求人



第４７６号 ４月５日発行（３月１９日～４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４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。） 

 

 






