
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
販売職 2人 ６４ 160,000円 株式会社　道東アークス 北見市卸町３丁目３番地３ 8:00～22:00の 雇用・労災 普通自動車免許

以下 ～ 勤務地候補：北見市、美幌町、網走市、斜里町 間の８時間 健康・厚生 ＊
常用 256,300円 01050- 3196411 0157-36-5121　（従業員数　100人） ＊

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　札幌ノースプラザビル６階 7:30～17:00 雇用・労災 雇用　～９/３０　１年毎更新の

不問 ～ 就労地：津別町共和２５番地１ 健康・厚生 可能性あり/普通自動車免許

常用 159,100円 01010-20110411 011-200-8808　（従業員数　7人） あれば尚可/調理業務経験

ホテル施設管理 1人 148,335円 株式会社アンビックス 網走郡津別町字上里７３８番地 7:00～16:00 雇用・労災 雇用　６ヶ月
不問 ～ランプの宿森つべつ 健康・厚生 更新の可能性あり

常用 170,500円 01051-  397811 0152-76-3333　（従業員数　10人） 普通自動車免許
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」 基本操作が出来る方
常用 01230-10143111 011-897-1711　（従業員数　141人） ＊

幼稚園教諭 1人 ５９ 155,000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 7:30～16:30 雇用・労災 幼稚園教諭または保育士

以下 ～美幌大谷幼稚園 8:30～17:30 私学共済 ＊
210,000円 9:30～18:30 ＊

又は7:30～18:30の ＊
常用 01051-  401411 0152-73-2409　（従業員数　32人） 間の８時間程度 ＊

一般廃棄物最終 1人 ３５ 140,250円 水ing 株式会社　北海道支店 札幌市中央区北７条西１５丁目２８－１１　中央カクマンビル 8:30～17:30 雇用・労災 普通自動車免許（ＡＴ限定不可）

処分運転管理Ｌ 以下 ～ 就労地：津別町字共和４８４　津別町一般廃棄物最終処分場内 健康・厚生 パソコンの基本操作
153,000円 　　「水ing　ＡＭ（株）　津別Ｇ駐在」 財形 （エクセル・ワード）の出来る方

常用 01010-20428911 011-644-2241　（従業員数　6人） ＊
一般廃棄物最終 1人 ３５ 165,000円 水ing 株式会社　北海道支店 札幌市中央区北７条西１５丁目２８－１１　中央カクマンビル 8:30～17:30 雇用・労災 普通自動車免許（ＡＴ限定不可）

処分運転管理 以下 ～ 就労地：津別町字共和４８４　津別町一般廃棄物最終処分場内 健康・厚生 パソコンの基本操作
180,000円 　　「水ing　ＡＭ（株）　津別Ｇ駐在」 財形 （エクセル・ワード）の出来る方

常用 01010-20434311 011-644-2241　（従業員数　6人） ＊

◎一般求人
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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。 

●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７月５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。） 

 
 



一般廃棄物最終 1人 ３５ 148,500円 水ing 株式会社　北海道支店 札幌市中央区北７条西１５丁目２８－１１　中央カクマンビル 8:30～17:30 雇用・労災 普通自動車免許
処分運転管理Ｒ 以下 ～ 就労地：津別町字共和４８４　津別町一般廃棄物最終処分場内 健康・厚生 パソコンの基本操作

162,000円 　　「水ing　ＡＭ（株）　津別Ｇ駐在」 財形 （エクセル・ワード）の出来る方

常用 01010-20437111 011-644-2241　（従業員数　6人） ＊
一般廃棄物最終 1人 200,000円 水ing 株式会社　北海道支店 札幌市中央区北７条西１５丁目２８－１１　中央カクマンビル 8:30～17:30 雇用・労災 雇用　１年　１年毎更新の

処分運転管理 不問 ～ 就労地：津別町字共和４８４　津別町一般廃棄物最終処分場内 健康・厚生 可能性あり/普通自動車免許

250,000円 　　「水ing　ＡＭ（株）　津別Ｇ駐在」 （ＡＴ限定不可）/パソコンの基本

常用 01010-20439811 011-644-2241　（従業員数　6人） 操作（エクセル・ワード）の出来る方

給食調理スタッフ 4人 ６４ 148,781円 キョウワプロテック　株式会社 旭川市６条通８丁目３６－２５　セントラル旭川ビル４階 9:00～18:00の 雇用・労災 調理師、普通自動車免許あれば

以下 ～旭川事業所 就労地：美幌町字田中　美幌駐屯地内食堂 間の８時間程度 健康・厚生 尚可/調理経験者優遇。同現場

常用 207,360円 01030- 8325911 0166-86-0911　（従業員数　10人） （就業場所）経験者は別途優遇あり

営業マネージャー 1人 ４０ 315,000円 株式会社　ベストミント 北見市ひかり野１丁目１－１ 8:30～17:00 雇用・労災 普通自動車免許
以下 ～ 就労地：美幌町大通り北４丁目２－１０ 健康・厚生 ２級ファイナンシャル・

315,000円 　　「（株）　ベストミント美幌店」 プランナニング技能士
常用 01050- 3217411 0157-24-8117　（従業員数　3人） あれば尚可

事務 2人 ６４ 200,000円 北海道つべつまちづくり 網走郡津別町字幸町１２番地 6:00～19:00 雇用・労災 普通自動車免許
以下 ～株式会社 フレックスタイム制 健康・厚生 ワード、エクセル、パワーポイント

常用 400,000円 01051-  403311 0152-77-6081　（従業員数　3人） 8:30～17:30(標準) 等の基本的なＰＣスキル

冷凍食品 3人 148,523円 クレードル食品株式会社 網走郡美幌町字稲美１６４番地 8:00～17:00 雇用・労災 ＊
製造工員 不問 ～ 健康・厚生 ＊

常用 148,523円 01051-  406111 0152-73-3175　（従業員数　401人） ＊
看護師・准看護師 1人 １８ 171,100円 社会医療法人　恵和会　 網走郡美幌町仲町２丁目３８番地 8:45～17:15 雇用・労災 看護師または准看護師

（入所） ～～介護老人保健施設　アメニティ美幌 16:30～9:30 健康・厚生 看護職経験者優遇
常用 ５９ 294,700円 01051-  408811 0152-75-2210　（従業員数　78人） ＊

工場内での 2人 172,800円 株式会社　アウトソーシング 北見市とん田東町３９７番地　グローリビル５－Ａ 8:00～17:00 雇用・労災 雇用　３ヶ月
食品製造 不問 ～北見サテライト 就労地：津別町活汲 健康・厚生 更新の可能性あり

常用 172,800円 01050- 3287911 0157-57-3215　（従業員数　8人） ＊
登録販売者 1人 １８ 185,000円 株式会社　ツルハ 札幌市東区北２４条東２０丁目１番２１号 8:30～22:30の 雇用・労災 普通自動車免許あれば尚可

～～（ツルハドラッグ） 就労地：美幌町字新町１丁目７番地の２ 間の８時間程度 健康・厚生 登録販売者/登録販売者としての

常用 ５９ 270,000円 01240-12375911 0120-40-1193　（従業員数　18人） 財形 管理者要件を満たしている方

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
配達及び 1人 1,100円 有限会社　久山薬局 網走郡美幌町字大通北３丁目１２番地 12:45～17:00 雇用・労災 雇用　７月中旬～　普通自動車

薬局事務 不問 ～ 免許/自動車運転で配達が

1,100円 できる方/医療機関勤務経験者

常用 01051-  396711 0152-73-2837　（従業員数　9人） 優遇/エクセル表への入力程度

夜間浴室清掃 1人 １８ 870円 株式会社アンビックス 網走郡津別町字上里７３８番地 22:00～7:00 労災 雇用　６ヶ月
以上 ～ランプの宿森つべつ 更新の可能性あり

常用 1,000円 01051-  398211 0152-76-3333　（従業員数　10人） 普通自動車免許
幼稚園補助教諭 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 7:30～18:00の 労災 雇用　１年　

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 1,200円 01051-  399511 0152-73-2409　（従業員数　32人） 幼稚園教諭または保育士

◎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
幼稚園補助教諭 2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 7:30～16:30 労災 雇用　１年

（代替） 不問 ～美幌大谷幼稚園 8:30～17:30 １年毎の契約更新
1,200円 9:30～18:30 幼稚園教諭または保育士

又は7:30～18:30の ＊
常用 01051-  400511 0152-73-2409　（従業員数　32人） 間の４時間以上 ＊

介護パート 1人 ５９ 900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 13:00～16:00 労災 ＊
以下 ～美幌療育病院 ＊

常用 900円 01051-  402011 0152-73-3145　（従業員数　200人） ＊
調理補助員 2人 861円 キョウワプロテック　株式会社 旭川市６条通８丁目３６－２５　セントラル旭川ビル４階 9:00～13:00 雇用・労災 ＊

不問 ～旭川事業所 就労地：美幌町字田中　美幌駐屯地内食堂　 ＊
常用 950円 01030- 8424111 0166-86-0911　（従業員数　8人） ＊

冷凍食品の 5人 1,000円 株式会社　アウトソーシング 北見市とん田東町３９７番地　グローリビル５－Ａ 17:00～22:00 雇用・労災 雇用　３ヶ月
製造作業 不問 ～北見サテライト 就労地：美幌町字稲美１６４番地 更新の可能性あり

常用 1,000円 01050- 3250411 0157-57-3215　（従業員数　47人） ＊
事務 1人 861円 有限会社　ボデーショップ ビホロ 網走郡美幌町字稲美２１２番地４６ 9:00～16:00 雇用・労災 普通自動車免許

不問 ～ 簿記の資格、簿記３級程度の

常用 861円 01051-  405911 0152-72-3918　（従業員数　8人） 知識あれば尚可/ＰＣ入力程度

冷凍食品 3人 910円 クレードル食品株式会社 網走郡美幌町字稲美１６４番地 17:00～22:00 雇用・労災 ＊
製造工員 不問 ～ ＊

常用 910円 01051-  407711 0152-73-3175　（従業員数　401人） ＊
看護師・准看護師 1人 1,300円 社会医療法人　恵和会　 網走郡美幌町仲町２丁目３８番地 8:45～17:15の 雇用・労災 看護師または准看護師

（入所） 不問 ～介護老人保健施設　アメニティ美幌 間の４～６時間 看護職経験者優遇
常用 1,400円 01051-  409211 0152-75-2210　（従業員数　78人） ＊

介護補助職員 1人 870円 社会医療法人　恵和会　 網走郡美幌町仲町２丁目３８番地 8:45～17:15の 労災 ＊
不問 ～介護老人保健施設　アメニティ美幌 間の３～６時間 ＊

常用 870円 01051-  410011 0152-75-2210　（従業員数　78人） ＊
（障〉介護補助職員 1人 870円 社会医療法人　恵和会　 網走郡美幌町仲町２丁目３８番地 8:45～17:15の 労災 障がい者手帳所持者

不問 ～介護老人保健施設　アメニティ美幌 間の３～６時間 ＊
常用 870円 01051-  411311 0152-75-2210　（従業員数　78人） ＊

レジ兼販売スタッフ 1人 900円 株式会社　北海道三喜 札幌市白石区栄通２０丁目１２－２０　おおたビル２０２ 9:00～19:30の 雇用・労災 雇用　１年
不問 ～ 就労地：美幌町字三橋南３番地１ 間の４～７時間程度 更新の可能性あり

1,030円 　　「ファッション市場サンキ　美幌店」 ＊
常用 01230-10861811 011-858-7141　（従業員数　6人） ＊

◎パート求人



 

 


