
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：美幌町字稲美２２０－１４ 健康・厚生 ＊
279,000円 　　「美幌営業所」 財形 ＊

常用 01040- 5601911 0155-37-3191　（従業員数　7人） ＊
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（ＡＴ限定不可）

以下 ～ 就労地：美幌町字美禽３５８－１ 9:00～17:30 健康・厚生 ＊
240,000円 　　「美幌営業所」 ＊

常用 01110- 2224411 0126-22-3388　（従業員数　8人） ＊
土木技術職員 2人 ４５ 182,200円 美幌町役場 網走郡美幌町字東２条北２丁目２５番地 8:45～17:30 市町村 雇用　８/１～

以下 ～ 共済組合 新卒の場合　Ｒ４．４/１～

常用 328,200円 01051-  335911 0152-73-1111　（従業員数　550人） 公災 土木技術に係る業務経験

製材工場工員 2人 ４０ 149,900円 美幌町森林組合 網走郡美幌町字稲美２３４番地３ 8:00～17:30 雇用・労災 普通自動車免許
以下 ～ 健康・厚生 ＊

常用 249,100円 01051-  337711 0152-73-1281　（従業員数　25人） ＊
配管工 1人 ６４ 190,000円 株式会社　オホーツク設備 網走郡美幌町字仲町１丁目１５番地 8:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許（ＡＴ限定不可）/２級

以下 ～ 就労地：事業所他、主に美幌町内、網走管内 健康・厚生 管工事施工管理技士、２級土木施工

290,000円 管理技士、建築配管技能士のいずれか

常用 01051-  338811 0152-73-2928　（従業員数　16人） あれば尚可/配管工、土工経験あれば尚可

特別支援教育 1人 157,900円 美幌町役場 網走郡美幌町字東２条北２丁目２５番地 8:00～16:15 雇用・公災 雇用　６月中旬～Ｒ４．３/３１

支援員 不問 ～ 就労地：美幌町内の中学校 健康・厚生 契約更新の可能性あり
常用 157,900円 01051-  339211 0152-77-6557　（従業員数　550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
清掃員 1人 870円 有限会社　北日本美装 釧路市昭和北２丁目１５番１０号 8:00～10:00 労災 普通自動車免許（通勤用）

不問 ～ 就労地：美幌町字稲美９０－１ ＊
870円 　　「ホーマック美幌店」 ＊

常用 01090- 4311811 0154-51-3338　（従業員数　1人） ＊

◎一般求人

◎パート求人

第４８１号 ５月２０日発行（５月６日～５月１９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６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。） 

 

 



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
サービス担当 1人 861円 生活協同組合コープさっぽろ 網走郡美幌町字三橋南３の１ 9:00～13:00 労災 雇用　１年

不問 ～ びほろ店 １年毎の更新契約
常用 861円 01051-  330511 0152-75-2300　（従業員数　70人） ＊

精肉部門担当 1人 861円 生活協同組合コープさっぽろ 網走郡美幌町字三橋南３の１ 17:00～21:00 労災 雇用　１年
不問 ～ びほろ店 １年毎の更新契約

常用 861円 01051-  331411 0152-75-2300　（従業員数　70人） ＊
精肉部門担当 1人 861円 生活協同組合コープさっぽろ 網走郡美幌町字三橋南３の１ 8:00～12:00 労災 雇用　１年

不問 ～ びほろ店 １年毎の更新契約
常用 861円 01051-  332011 0152-75-2300　（従業員数　70人） ＊

給食業務の 2人 870円 株式会社　タイヨウ 愛知県日進市栄３丁目２１０８番地 4:00～18:30の 労災 雇用　～R４．３/３１
調理補助 不問 ～ 就労地：美幌町字田中国有地 間の４時間以上 更新の可能性あり

900円 　　「陸上自衛隊　美幌駐屯地」 ＊
常用 23010-14245211 0561-72-7001　（従業員数　0人） ＊

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２番２号　札幌ノースプラザビル６階 8:30～14:00 雇用・労災 雇用　～９/３０
不問 ～ 就労地：美幌町字稲美１０５番地６ １年毎更新の可能性あり

常用 925円 01010-17061611 011-200-8808　（従業員数　3人） 普通自動車免許あれば尚可

調理員 1人 950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 8:30～14:00 雇用・労災 雇用　～９/３０　１年毎更新の

不問 ～ 就労地：美幌町字稲美１０５番地６ 可能性あり/普通自動車免許

常用 950円 01010-17065811 011-200-8808　（従業員数　3人） あれば尚可/調理業務経験

一般事務員 1人 920円 株式会社　セクト 北見市とん田東町４０４番地 10:00～18:00の 雇用・労災 雇用　３ヶ月　更新の可能性あり/

不問 ～ 就労地：美幌町東２条南１丁目１－２５ 間の５時間程度 普通自動車免許/エクセル・ワードの

常用 1,000円 01050- 2651411 0157-23-2183　（従業員数　5人） 簡易入力/事務経験あれば尚可

訪問介護員 2人 1,000円 合同会社　葵ケアサービス 網走郡美幌町字西１条北４丁目５－６　コーポ都１０２号室 7:00～19:00の 雇用・労災 普通自動車免許/介護職員初任者

不問 ～ 間の６時間程度 研修/介護福祉士あれば尚可/

常用 1,200円 01051-  334611 0152-77-3336　（従業員数　3人） ワード・エクセルの基本操作

洗い場スタッフ 2人 ５９ 870円 株式会社　ＨＩＲフード 札幌市中央区北５条西１７丁目４－４　第５８藤栄ビル 16:00～23:00の 労災 ＊
以下 ～ 就労地：美幌町字大通北１丁目３番地１ 間の４時間以上 ＊

920円 　　「つぼ八美幌店」 ＊
常用 01010-17608911 011-615-7701　（従業員数　11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 3人 200,000円 藤工業　株式会社 網走郡美幌町仲町２丁目７０番地１ 7:00～17:00 雇用・労災 雇用　～１２/２５

不問 ～ 就労地：主に網走管内、他道内・道外 健康・厚生 普通自動車免許あれば尚可

臨時 300,000円 01051-   16710 0152-73-2502  （従業員数　8人） 財形 建築・土木経験者優遇
保育助手 1人 １８ 133,100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 雇用　７/１～Ｒ４．９/３０

以上 ～ 美幌療育病院 8:00～16:30 健康・厚生 ＊
181,000円 9:00～17:30 ＊

13:10～21:40 ＊
臨時 01051-  333311 0152-73-3145　（従業員数　200人） 21:20～6:50 ＊

◎期間雇用求人

◎パート求人


