
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
支援員 1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 普通自動車免許/ホームヘルパー

不問 ～ マイスペースビホロ 就労地：美幌町美富２９－１｢美富ベーカリー｣ 7:00～16:00 健康・厚生 ２級あれば尚可/エクセル・ワード可能な方

180,000円 障害者福祉サービス経験、

常用 01051-   340011 0152-72-0107　（従業員数  18人） パン製造経験などあれば尚可

寿司職人及び 1人 ４５ 170,000円 有限会社　小国商事 網走郡美幌町字美富５６－７９ 10:00～21:00 雇用・労災 *
見習い 以下 ～ 就労地：美幌町稲美「グルメ寿し　すし若丸」 実働８時間 健康・厚生 *
常用 240,000円 01051-   343911 0152-73-4077　（従業員数  18人） *

林業作業員 3人 220,000円 国安産業　株式会社 網走郡津別町字達美１４８番地の５ 6:30～16:00 雇用・労災 普通自動車免許
不問 ～ 就労地：津別町・美幌町・北見市一円の山林 健康・厚生 チェーンソー、刈払機講習

常用 308,000円 01051-   345711 0152-76-2300　（従業員数  32人） 修了者尚可

事務職 2人 123,900円 網走信用金庫　美幌支店 網走郡美幌町字大通北３丁目１２番地の１ 8:50～16:50 雇用・労災 金融機関での勤務経験

（金融機関） 不問 ～ 健康・厚生 あれば尚可/PC入力程度

常用 123,900円 01051-   346811 0152-73-2161　（従業員数  15人） 可能な方尚可

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 以下 ～ 健康・厚生 *

常用 193,600円 01051-   348511 0152-76-2676　（従業員数  22人） *
調理師 1人 250,000円 株式会社　LEOC 札幌市中央区北１条西４丁目２－２　札幌ノースプラザビル６階 6:00～14:00 雇用・労災 雇用　～R4.6/30

不問 ～ 就労地：美幌町稲美１０５番地７号 8:30～16:30 健康・厚生 以後１年毎更新の可能性あり

常用 250,000円 01010-18801311 011-200-8808　（従業員数  9人） 調理師/調理業務経験
現場代理人 1人 220,000円 株式会社　四ッ輪工業 網走郡美幌町字仲町１丁目１４３番地３４ 8:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許(AT限定可）

不問 ～ 就労地：事業所及び主に美幌町内 他に 健康・厚生 １級管工事施工管理技士

280,000円 　　　　　　　　　　　　　　　網走管内の各現場 工事現場管理経験
常用 01051-　 351911 0152-73-3673 （従業員数  14人） パソコン知識、ＣＡＤ使用必須

土木技術者 2人 ５９ 230,000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/１級土木

以下 ～ 就労地：事業所他美幌町周辺 健康・厚生 施工管理技士又はその他の土木・

常用 330,000円 01051-　 352111 0152-73-5388 （従業員数  44人） 測量技術関係資格あれば尚可

◎一般求人

第４８２号 ６月４日発行（５月２０日～６月３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。 

●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２１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。） 

 

 



現場監理責任者 2人 ６４ 177,800円 安全建設　株式会社 網走郡美幌町字青山南２５番地１ 7:00～16:00 雇用・労災 普通自動車免許
以下 ～ 就労地：事業所他、主に美幌町周辺、他網走管内 健康・厚生 １・２級土木施工管理技士又は

１・２級建築施工管理技士などの

常用 188,500円 01051-　 353711 0152-72-4151 （従業員数  13人） 管理者資格/現場監理経験あれば尚可

現場監理責任者 2人 ６４ 157,500円 安全建設　株式会社 網走郡美幌町字青山南２５番地１ 7:00～16:00 雇用・労災 普通自動車免許
(補助・見習い） 以下 ～ 就労地：事業所他、主に美幌町周辺、他網走管内 健康・厚生 ワード・エクセルできれば尚可

常用 172,500円 01051-　 354811 0152-72-4151 （従業員数  13人） ＊
現場代理人 1人 ６４ 190,000円 芙蓉建設　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 普通自動車免許

以下 ～ 就労地：事業所及び網走管内 健康・厚生 １級土木施工管理技士
常用 366,000円 01051-　 355211 0152-73-4314 （従業員数  14人） 現場代理人及び主任技術者経験者

建築士 1人 ６４ 283,940円 株式会社　清水建設 網走郡津別町字共和５１番地２ 7:30～17:00 雇用・労災 普通自動車免許
以下 ～ 就労地：事業所及び津別近郊 健康・厚生 １級または２級建築士

344,720円 現場経験あれば尚可
常用 01051-　 356511 0152-76-2672 （従業員数  21人） エクセル・ワードの基本操作

建築施工管理 1人 ６４ 261,620円 株式会社　清水建設 網走郡津別町字共和５１番地２ 7:30～17:00 雇用・労災 普通自動車免許/１級または

技士 以下 ～ 就労地：事業所及び津別近郊 健康・厚生 ２級建築施工管理技士/
305,680円 現場経験あれば尚可

常用 01051-　 357411 0152-76-2672 （従業員数  21人） エクセル・ワードの基本操作

土木施工管理 1人 ６４ 261,620円 株式会社　清水建設 網走郡津別町字共和５１番地２ 7:30～17:00 雇用・労災 普通自動車免許/１級または

技士 以下 ～ 就労地：事業所及び津別近郊 健康・厚生 ２級土木施工管理技士/

300,100円 大型、大特あれば尚可/現場経験

常用 01051-　 358011 0152-76-2672 （従業員数  21人） あれば尚可/エクセル・ワードの基本操作

病棟薬剤師 1人 ５９ 207,800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 公災 薬剤師免許
以下 ～ 市町村 ＊

常用 301,100円 01051-   359311 0152-73-4111  （従業員数  138人） 共済組合 ＊
正看護師 1人 １８ 213,396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 看護師

～ ～ 美幌療育病院 9:30～18:00 健康・厚生 ＊
５９ 343,988円 13:10～21:40 ＊

常用 01051- 　360111 0152-73-3145 （従業員数  200人） 21:20～6:50 ＊
准看護師 1人 １８ 176,204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 准看護師

～ ～ 美幌療育病院 9:30～18:00 健康・厚生 ＊
５９ 231,960円 13:10～21:40 ＊

常用 01051-　 361711 0152-73-3145 （従業員数  200人） 21:20～6:50 ＊
保育士または 2人 199,900円 美幌町役場 網走郡美幌町字東２条北２丁目２５番地 7:30～18:00 雇用・労災 雇用　～R4.3/31
育休代替保育士 不問 ～ 就労地：美幌・東陽保育園 の間の７時間４５分 健康・厚生 契約更新の可能生あり

常用 199,900円 01051-   364511 0152-77-6541（従業員数  550人） 保育士・普通自動車免許

ケアマネージャー 1人 160,000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 8:30～17:30 雇用・労災 普通自動車免許
不問 ～ （いなみ介護支援センター・いなみ薬局） 8:30～12:30(土） 健康・厚生 介護支援専門員

常用 170,000円 01051- 　365411 0152-75-0300  （従業員数　14人） ＊
一般事務員 1人 ２５ 141,000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

以下 ～ 健康・厚生 エクセル基本操作
常用 160,000円 01051-   366011 0152-73-2794 （従業員数  24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
一般事務員 1人 ６４ 155,000円 安全運送　株式会社 網走郡美幌町字青山南２５番地１ 8:30～17:30 雇用・労災 ワード・エクセル（入力程度）

以下 ～ 健康・厚生 ＊
常用 155,000円 01051-　 367311 0152-73-5141 （従業員数  34人） ＊

医師事務 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

作業補助者 不問 ～ 健康・厚生 ワード・エクセル操作可能な方

常用 163,100円 01051-　 368611 0152-73-4111  （従業員数  138人） 医療事務経験あれば尚可

コンビニエンス 1人 １８ 206,000円 有限会社　清月スーパー 網走郡津別町字新町１５－２８ 6:00～23:00 雇用・労災 ＊
ストア店長 以上 ～ 就労地：セイコーマート津別店 の間の８時間程度 健康・厚生 ＊

常用 206,000円 01051-   369911 0152-76-1235 （従業員数  20人） ＊
コンビニエンス 1人 １８ 192,500円 有限会社　清月スーパー 網走郡津別町字新町１５－２８ 6:00～23:00 雇用・労災 雇用　～R4.3/25

ストア店員 以上 ～ 就労地：セイコーマート津別店 の間の８時間程度 健康・厚生 １年毎の更新契約
常用 192,500円 01051-   370711 0152-76-1235 （従業員数  20人） ＊

給油所一般 1人 130,500円 美幌町農業協同組合 網走郡美幌町字青山南３０番地１ 6:30～14:00 雇用・労災 雇用　６ヶ月　契約更新の可能性あり

業務作業員 不問 ～ 就労地：ホクレンスタンド 13:30～21:30 健康・厚生 危険物乙４・普通自動車免許

138,000円 あれば尚可/ガソリンスタンド

常用 01051-   372211 0152-72-1119 （従業員数  6人） 勤務経験あれば尚可

農産営業 1人 ５９ 180,000円 株式会社　北海道グレイン 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 ～ カンパニー 健康・厚生 ワード・エクセル基本操作

常用 260,000円 01051-　 373511 0152-77-3883  （従業員数  3人） ＊
営業員 1人 ４０ 185,300円 エム・エス・ケー農業機械 網走郡美幌町字稲美１４８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 ～ 株式会社　道東支社 就労地：道東支社（美幌）又は中標津営業所 健康・厚生 エクセル・ワード操作可能な方

常用 296,600円 01051-　 374411 0152-73-1121  （従業員数  36人） ＊
営業員 1人 ３５ 232,000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（ＡＴ限定不可）

以下 ～ 健康・厚生 パソコン操作できる方
常用 244,880円 01051- 　375011 　　　　　 　　　　 （従業員数  8人） （ワード・エクセル）

介護職員 1人 １８ 156,500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級もしくは
～ ～ 就労地：美幌町稲美１０５番地の６ 8:45～17:15 健康・厚生 介護職員初任者研修以上/

６２ 207,400円 　　「アメニティ美幌あさひグループホーム」 10:30～19:00 介護福祉士・ケアマネあれば

常用 01051-   377611 0152-72-0072  （従業員数　16人） 16:30～9:30 尚可/経験者優遇
訪問介護員 1人 ４０ 155,000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 8:30～17:30 雇用・労災 普通自動車免許

以下 ～ （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） 8:30～12:30(土） 健康・厚生 ホームヘルパー２級、介護

常用 160,000円 01051- 　379111 0152-75-0300  （従業員数　16人） 福祉士、看護師のいずれか

製材工場工員 1人 ６４ 176,000円 有限会社　葛西木材工業 網走郡美幌町字青山南６番地の６ 7:30～17:30 雇用・労災 ＊
以下 ～ 就労地：美幌町瑞治３３－２ 健康・厚生 ＊

常用 203,500円 01051-　 380211 0152-73-3556　 （従業員数  3人） ＊
技術員 1人 ４０ 185,300円 エム・エス・ケー農業機械 網走郡美幌町字稲美１４８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 ～ 株式会社　道東支社 就労地：道東支社（美幌）又は中標津営業所 健康・厚生 エクセル・ワード操作可能な方

常用 296,600円 01051-　 381511 0152-73-1121　 （従業員数  36人） ＊
農業用機械の 1人 ３０ 163,000円 有限会社　とうこう 網走郡美幌町字仲町２丁目９６番地３３ 8:30～17:30 雇用・労災 普通自動車免許(AT限定不可）

修理、補助 以下 ～ 就労地：美幌町高野９２－２９ 健康・厚生 ＊
常用 266,000円 01051-　 382411 0152-77-6565 （従業員数  7人） ＊

◎一般求人



大型ダンプ運転手 1人 ５９ 250,000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 大型・大特・車両系建設機械

または重機運転手 以下 ～ 就労地：美幌町周辺 健康・厚生 （整地）いずれかの免許所持者

常用 300,000円 01051-　 383011 0152-73-5388　 （従業員数  38人） 大型ダンプ及び重機運転経験者尚可

ハイヤー・タクシー 3人 １８ 141,120円 美幌北海道交通ハイヤー 網走郡美幌町字報徳８９番地７ 6:00～15:30 雇用・労災 普通自動車免許２種
乗務員 以上 ～ 株式会社 8:00～17:30 健康・厚生 （２種免許取得養成

常用 310,000円 01051-　 384311 0152-73-3123　 （従業員数  41人） 18:30～4:00 制度あり）
施設管理 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

スタッフ ～ ～ 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（入社後取得可）

常用 ４０ 243,000円 01051-　 386911 0152-72-2480 （従業員数  18人） 財形 エクセル・ワード基本操作できれば尚可

アスファルト 1人 ４０ 230,000円 道路工業　株式会社 網走郡美幌町字稲美２００－１ 8:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許
プラントオペレーター 以下 ～ 美幌斜里工事事務所 健康・厚生 大特・車両系建設機械あれば尚可

常用 260,000円 01051-　 387111 0152-73-1611 （従業員数  17人） ワード・エクセル基本操作

配管工 1人 200,000円 株式会社　四ッ輪工業 網走郡美幌町字仲町１丁目１４３番地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 １級または２級配管技能士

常用 245,000円 01051-　 389811 0152-73-3673  （従業員数  11人） 配管工事現場での経験あれば尚可

大工 1人 220,000円 株式会社　ダイイチ 網走郡美幌町字美禽２８９番地６ 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・網走管内 8:00～17:30 健康・厚生 ＊
常用 396,000円 01051-　 390411 0152-73-2626  （従業員数  10人） ＊

土木作業員 1人 220,000円 株式会社　ダイイチ 網走郡美幌町字美禽２８９番地６ 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・網走管内 健康・厚生 ＊
常用 330,000円 01051-　 391011 0152-73-2626  （従業員数  10人） ＊

工場清掃作業員、 1人 157,300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　～9/30
製品の分析補助 不問 ～ 美幌製糖所 8:00～16:30 健康・厚生 ６ヶ月毎の契約更新

常用 157,300円 01051-　 392311 0152-73-1221  （従業員数  105人） 財形 ＊
建築土木作業員・ 3人 198,000円 マルナカ建業　代表 網走郡美幌町字美芳１２－７ 8:00～17:00 雇用・労災 大特・車両系建設機械・
重機オペレーター 不問 ～ 中絛　竜也 就労地：主に北見市、美幌町、網走市、札幌市等 建設国保 各種作業免許・普通自動車

常用 330,000円 01051-　 393611 0152-77-8560  （従業員数  4人） 免許あれば尚可

販売員 1人 186,000円 株式会社　ダイゼン 上川郡鷹栖町２９６２番地１３６ 8:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許
不問 ～ 就労地：美幌町稲美８９番地７４　「ＤＺmart 美幌店」 12:00～21:00 健康・厚生 ＊

常用 340,000円 01030-  7448311 0166-59-3900 （従業員数  0人） ＊
入出庫作業員 1人 174,300円 カルビーポテト　株式会社 帯広市別府町零号３１－４ 8:30～17:00 雇用・労災 雇用　６ヶ月　更新の可能性あり

（リフト） 不問 ～ 就労地：津別町活汲５１２－４「津別支所」 健康・厚生 普通自動車免許(AT限定可）

常用 174,300円 01040-  6709611 　　　　　　　　　（従業員数  4人） 財形 フォークリフト免許あれば尚可

営業スタッフ 1人 ４０ 160,000円 株式会社　ベストミント 北見市ひかり野１丁目１－１ 9:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許
以下 ～ 就労地：美幌町大通り北４－２　「（株）ベストミント美幌店」 健康・厚生 ＊

常用 210,000円 01050-  3031311 0157-24-8117 （従業員数  2人） ＊
土木・建築施工 3人 ５９ 155,000円 聖太建設　株式会社 網走市大曲２丁目１番１０号 8:15～17:15 雇用・労災 普通自動車免許(AT限定不可）

管理技士 以下 ～ 就労地：美幌町仲町２「聖太建設（株）美幌支店」及び網走管内の現場 健康・厚生 １級・２級土木施工管理技士、１級・２級

常用 300,000円 01180-   1095611 0152-73-4161 （従業員数  14人） 建築施工管理技士のいずれか

事務員兼 1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）

選別作業員 不問 ～ の間の８時間程度 健康・厚生 エクセル等の操作
常用 193,600円 01051-　 394911 0152-76-3115  （従業員数  26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
工務係 1人 170,000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 普通自動車免許(AT限定不可）

不問 ～ 就労地：美幌町字美禽２９６－３「美幌営業所」 健康・厚生 雇用　６ヶ月　契約更新の可能性あり

300,000円 財形 玉掛け・天井クレーン・車両系建設

常用 01040-  6847311 0155-33-1380 （従業員数  8人） 機械・その他作業資格有資格者優遇

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）

（見習可） 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

常用 390,000円 01180-　1155411 0152-74-2185  （従業員数  22人） 尚可/土木作業経験あれば尚可

◎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

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 労災 障がい者手帳所持者
以下 ～ 就労地：美幌町大通北１－３「つぼ八美幌店」 の間の４時間以上 ＊

常用 920円 01010-18103111 011-615-7701　（従業員数  11人） ＊
環境測定業務 1人 ６０ 1,000円 有限会社　アクセス 網走郡美幌町字日の出１丁目２４－１４ 8:30～17:00 労災 普通自動車免許

以上 ～ 就労地：オホーツク管内の現場 の間の２～８時間 *
常用 1,000円 01051-   347211 0152-72-3620　（従業員数  3人） ＊

看護業務 2人 1,300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２　アメニティ美幌内 8:45～17:15 雇用・労災 看護師又は准看護師
不問 ～ 看護ステーション　美幌すずらん 就労地：事業所及び町内の利用者宅 の間の３～６時間 普通自動車免許（ＡＴ限定可）

常用 3,500円 01051-   362811 0152-75-2210 （従業員数  8人） 病院での看護業務５年以上の経験者優遇

グループホーム 3人 １８ 900円 株式会社　びーと 網走郡津別町字一条通１０番地１ 18:00～9:00 労災 普通自動車免許あれば尚可

介護補助 以上 ～ 就労地：津別町共和４４－３３「オフタイムハウスくりん荘」 ＊
常用 900円 01051-   363211 0152-77-9955  （従業員数  6人） ＊

コンビニエンス 3人 900円 有限会社　清月スーパー 網走郡津別町字新町１５－２８ 5:00～8:00 労災 雇用　～R4.3/25
ストア店員 不問 ～ 就労地：セイコーマート津別店 14:00～17:00 １年毎の更新契約

900円 20:00～23:00 ＊
5:00～23:00の間の ＊

常用 01051-   371811 0152-76-1235 （従業員数  20人） ２時間以上 ＊
介護職員 1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 8:00～13:00 労災 ホームヘルパー２級又は

不問 ～ 就労地：特別養護老人ホーム　緑の苑 13:00～17:00 介護福祉士資格あれば尚可

常用 1,000円 01051-   376311 0152-73-1215  （従業員数  92人） 9:00～17:00 経験者優遇/１年毎の更新契約

介護職員 1人 １８ 920円 株式会社　エムリンク 網走郡津別町字達美２１３番地３ 15:30～9:30 雇用・労災 ホームヘルパー２級又は

以上 ～ 夢ふうせん　ののか 介護福祉士資格あれば尚可

常用 1,200円 01051-   378911 0152-76-3033  （従業員数  11人） 介護経験あれば尚可
ハイヤー・タクシー 3人 900円 美幌北海道交通ハイヤー 網走郡美幌町字報徳８９番地７ 7:00～11:00 労災 普通自動車免許２種
乗務員 不問 ～ 株式会社 17:00～21:00 （１種のみの方も相談可）

常用 900円 01051-　 385611 0152-73-3123  （従業員数  41人） １年毎の更新契約
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：美幌町青山北４４「クリーンスター美幌店」 14:00～20:00 ＊
常用 900円 01180-　1066511 0152-67-6151  （従業員数  2人） ＊

◎一般求人



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
トラクター 1人 235,520円 美幌町農業協同組合 網走郡美幌町字青山南３０番地１ 6:00～15:00 労災 雇用　8/1～10/31
オペレーター 不問 ～ 就労地：美幌町稲美２１７「JAびほろ人参選別施設」及び美幌町内 健康・厚生 普通自動車免許・大特/

臨時 235,520円 01051-     17610 0152-72-1126　（従業員数   30人） フォークリフト免許あれば尚可

ファークリフト 3人 193,200円 美幌町農業協同組合 網走郡美幌町字青山南３０番地１ 8:00～17:00 労災 雇用　9/1～10/31
作業員 不問 ～ 就労地：美幌町稲美２１７「JAびほろ加工馬鈴薯集出荷貯蔵施設」 健康・厚生 普通自動車免許
臨時 211,600円 01051-     18210 0152-72-1117　（従業員数   30人） フォークリフト免許

土木作業員 2人 220,800円 有限会社　ヤマタ産業 網走郡美幌町字稲美９６番地 8:00～17:00 雇用・労災 雇用　～2/28
不問 ～ 就労地：オホーツク管内 健康・厚生 普通自動車免許

294,400円 土木工事に関する免許・資格

臨時 01051-     19510 0152-73-5866　（従業員数   10人） あれば尚可/土木経験あれば尚可

土木作業員 2人 198,176円 地崎道路株式会社　 網走郡美幌町字稲美２２５－７ 8:00～17:00 雇用・労災 雇用　～11/30
不問 ～ 美幌営業所 就労地：事業所他、美幌町周辺及び北見・網走 健康・厚生 普通自動車免許

220,000円 土木工事に関する免許・資格

臨時 01051-     20310 0152-72-1616  （従業員数  15人） あれば尚可/土木経験あれば尚可

土木作業員 1人 216,000円 津別建設　株式会社 網走郡津別町字東２条２３番地 7:30～17:00 雇用・労災 雇用　～12/31
不問 ～ 就労地：事業所及び網走管内 健康・厚生 普通自動車免許(AT限定不可）

臨時 312,000円 01051-     21910 0152-76-2174　（従業員数   14人） ＊
土木建築現場 1人 176,000円 株式会社　清水建設 網走郡津別町字共和５１番地２ 7:30～17:00 雇用・労災 雇用　～12/28

作業員 不問 ～ 就労地：事業所及び津別町近郊 健康・厚生 普通自動車免許
臨時 264,000円 01051-     22110 0152-76-2672　（従業員数   21人） 大型・大特あれば尚可

土木作業員 5人 230,000円 有限会社　さんけん 網走郡美幌町字東２条北４丁目１番地 7:00～17:00 雇用・労災 雇用 ～12/31
不問 ～ 就労地：網走管内 健康・厚生 普通自動車免許(AT限定不可）

臨時 230,000円 01051-     24710 0152-72-5811　（従業員数   16人） ＊
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 ～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 土木作業員の経験、建設

臨時 396,000円 01180-　  53310 0152-74-2185  （従業員数  22人） 機械操作の経験あれば尚可

◎期間雇用求人


