
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
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：美幌町稲美８９－４ 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- 12507511 0120-40-1193　（従業員数  18人） 財形 の管理者要件を満たしている方

農業土木工事の 2人 ５９ 350,000円 株式会社　アイエンジニア 札幌市中央区北２条東１７丁目２番地 8:00～17:00 雇用・労災 １級または２級土木施工
土木施工管理 以下 ～ リングスタッフ 就労地：網走郡津別町 健康・厚生 管理技士

常用 550,000円 01010- 21781211 011-206-0085　（従業員数  0人） 現場経験者
歯科助手 1人 ５９ 180,000円 医療法人社団　 旭川市宮下通９丁目３９６番地３ 8:30～19:30 雇用・労災 普通自動車免許

以下 ～ 弘英アライアンス 就労地：美幌町三橋町｢美幌かみあわせ歯科クリニック｣ 14:00～19:30 健康・厚生 経験者優遇
常用 230,000円 01030-   8581211 0166-26-1622　（従業員数  4人） 8:30～13:00（土） ＊

整備工 1人 ５９ 165,050円 阿寒バス　株式会社 釧路市愛国１９１番地２０８ 9:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許（AT限定可）

以下 ～ 就労地：美幌町栄町４丁目８－５｢美幌営業所｣ 9:00～12:00（土） 健康・厚生 自動車整備経験あれば尚可

常用 179,400円 01090-   5894711 0154-37-2221　（従業員数  12人） ＊
選別工場管理 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

担当 以下 ～ カンパニー 健康・厚生 フォークリフト免許あれば尚可

常用 260,000円 01051-     413911 0152-77-3883　（従業員数  3人） ＊
作業管理者 1人 ５９ 190,000円 美幌運送　株式会社 網走郡美幌町字高野９２番地１ 7:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許

以下 ～ 就労地：美幌町鳥里９１｢日本甜菜製糖(株)美幌製糖所内｣ 健康・厚生 ＊
常用 205,000円 01051-     414111 0152-73-5333　（従業員数   10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-     415711 0152-76-2174　（従業員数  16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-     417211 　　　　　　　　　　（従業員数  6人） 土木・舗装管理業務経験あれば尚可

◎一般求人

第４８４号 ７月５日発行（６月２１日～７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。 

●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。） 

 

 



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 公災 土木技術に係る業務経験

以下 ～ 市町村職員 ＊
常用 328,200円 01051-     418511 0152-73-1111　（従業員数  550人） 共済組合 ＊

薬剤師 1人 ５９ 500,000円 丸玉木材　株式会社 網走郡津別町字幸町６１番地 8:15～17:00 雇用・労災 薬剤師
以下 ～ 津別病院 8:15～12:15（水・土） 健康・厚生 薬剤の知識

常用 600,000円 01051-     419411 0152-76-2121　（従業員数  77人） ワード・エクセル基本操作

臨床検査技師 1人 ５９ 220,000円 丸玉木材　株式会社 網走郡津別町字幸町６１番地 8:15～17:00 雇用・労災 臨床検査技師
以下 ～ 津別病院 8:15～12:15（水・土） 健康・厚生 ＊

常用 300,000円 01051-     420611 0152-76-2121　（従業員数  77人） ＊
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-     421911 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-     423711 0152-73-3145　（従業員数   200人） 13:10～21:40 ＊
生活相談員 1人 ６４ 167,000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 8:15～17:15 雇用・労災 介護福祉士・ケアマネ・

兼介護業務 以下 ～ 美幌ケアセンター 就労地：ディサービスセンターみんと　美幌 8:30～17:30 健康・厚生 社会福祉士のいずれか
常用 190,000円 01051-     424811 0152-73-0007　（従業員数  15人） 普通自動車免許

主任介護支援専門員 1人 ６４ 185,000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 9:00～18:00 雇用・労災 介護支援専門員または
・介護支援専門員 以下 ～ 美幌ケアセンター 就労地：みんと美幌　ケアプラン相談センター 健康・厚生 主任介護支援専門員

常用 210,000円 01051-     426511 0152-73-0007　（従業員数  15人） 普通自動車免許
総務事務、 1人 ４０ 155,200円 日本甜菜製糖株式会社 網走郡美幌町字鳥里９１番地 8:00～16:30 雇用・労災 普通自動車免許/ワード・

一般事務 以下 ～ 美幌製糖所 8:15～16:30 健康・厚生 エクセル等の基本操作
常用 178,150円 01051-     427411 0152-73-1221　（従業員数  107人） 8:15～12:00（土） 財形 総務事務経験あれば尚可

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- 　  431711 　　　　　　　　　　（従業員数  8人） ＊
販売員 1人 132,594円 有限会社　石田屋 網走郡美幌町字大通北１丁目１３番地 8:00～20:00の 雇用・労災 普通自動車免許（通勤用）

不問 ～ 就労地：女満別中央２０１「女満別空港店」 間の７時間程度 健康・厚生 ＊
常用 132,594円 01051- 　  433211 0152-74-2755　（従業員数  7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-     434511 0157-24-8111　（従業員数  8人） 財形 ＊
介護職員 2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/

～ ～ 就労地：津別町共和２５番地１ 8:45～17:15 健康・厚生 介護福祉士あれば尚可
６２ 207,400円 　　｢特別養護老人ホームいちの園」 11:30～20:00 介護経験あれば尚可

常用 01051- 　  435411 0152-76-3205 （従業員数  32人） 16:30～9:30 ＊
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- 　  436011 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- 　  437311 0152-76-3033 （従業員数  11人） 17:00～9:00 介護経験あれば尚可



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
介護業務 1人 ６４ 150,000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 8:15～17:15 雇用・労災 介護職員初任者研修・

以下 ～ 美幌ケアセンター 就労地：ディサービスセンターみんと　美幌 8:30～17:30 健康・厚生 ホームヘルパー2級あれば尚可

常用 155,000円 01051-     438611 0152-73-0007　（従業員数  15人） 普通自動車免許
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-     444411 0152-73-4111　（従業員数   138人） 16:30～9:30 2級・介護福祉士あれば尚可

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-     448911 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

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-     451511 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

ダンプ運転手 3人 ５９ 185,000円 美幌運送　株式会社 網走郡美幌町字高野９２番地１ 7:00～17:00 雇用・労災 大型自動車免許
以下 ～ 就労地：網走管内　その他 健康・厚生 大特・車両系建設機械

常用 215,000円 01051-     453011 0152-73-5333　（従業員数   68人） あれば尚可
運転手 1人 ５９ 182,000円 美幌運送　株式会社 網走郡美幌町字高野９２番地１ 7:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許・
（燃料ローリー４ｔ） 以下 ～ 就労地：網走管内　その他 健康・厚生 危険物乙４/

常用 215,000円 01051-     454311 0152-73-5333　（従業員数   68人） 大特あれば尚可
重機運転手 3人 ５９ 205,000円 美幌運送　株式会社 網走郡美幌町字高野９２番地１ 7:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許・

以下 ～ 就労地：網走管内　その他 健康・厚生 車両系建設機械（整地）/

常用 220,000円 01051-     455611 0152-73-5333　（従業員数   68人） 大特あれば尚可
配送ドライバー 1人 ４４ 152,110円 ヤマト運輸　株式会社 網走郡美幌町字稲美９０－９７ 8:00～21:00 雇用・労災 準中型自動車免許

以下 ～ 美幌センター 8:00～15:00 健康・厚生 ＊
常用 152,110円 01051-     456911                  　 （従業員数   20人） 8:00～19:00 財形 ＊

造林現場作業員 1人 ５９ 210,000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

以下 ～ 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-     457111 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 ６４ 230,000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
以下 ～ 就労地：津別、東藻琴、その他の各現場 健康・厚生 ＊

常用 356,500円 01051-     458711 0152-76-2096　（従業員数  14人） ＊
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-     459811 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-     460411 0152-76-3115　（従業員数  26人） ＊

鉄骨加工工員 1人 ５９ 192,000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）

以下 ～ 健康・厚生 ＊
常用 240,000円 01051-     461011 0152-73-2794　（従業員数  24人） ＊

◎一般求人



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-     462311 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

建築板金 1人 ５９ 143,000円 有限会社　本間建築板金 網走郡津別町字柏町３３番地１４ 7:30～17:30 雇用・労災 普通自動車免許(ＡＴ限定不可）

以下 ～ 就労地：網走管内 健康・厚生 ＊
常用 374,000円 01051-     463611 0152-76-4038　（従業員数  1人） ＊

溶接工、鉄工 1人 ６４ 200,000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 以下 ～ 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-     464911 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-     465111 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-     466711 0152-77-3130　（従業員数  2人） 普通自動車免許(通勤用）

農業機械整備 1人 ５９ 160,000円 有限会社　小林トラクター 網走郡美幌町字栄町４丁目６番地 8:30～17:30 雇用・労災 普通自動車免許(ＡＴ限定不可）

以下 ～ 整備工場 健康・厚生 ２級・３級自動車整備士あれば

常用 325,000円 01051-     468211 0152-72-4430　（従業員数  6人） 尚可/自動車整備の経験あれば尚可

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-     469511 0152-72-1212　（従業員数  5人） ＊
自動車整備、 1人 ６９ 160,000円 有限会社　ボデーショップ 網走郡美幌町字稲美２１２番地４６ 8:30～17:30 雇用・労災 普通自動車免許(ＡＴ限定不可）

板金塗装 以下 ～ ビホロ 健康・厚生 ３級自動車整備士あれば尚可

常用 160,000円 01051-     470311 0152-72-3918　（従業員数  8人） 実務（整備、塗装）経験あれば尚可

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-     471611 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

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-     472911 0152-73-3175 （従業員数   401人） ＊
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 中型免許以上保有者優遇

276,000円 　　各作業現場（主に網走管内） ＊
常用 01051-     474711 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-     476211 　　　　　　　　　　（従業員数  6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 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-     477511 0152-73-5388　（従業員数  44人） 尚可/土木経験あれば尚可

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-     478411 0152-73-5388　（従業員数  5人） 等の運転経験あれば尚可

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-     479011 0152-73-3148　（従業員数  44人） フォークリフト免許あれば尚可

業務員 1人 ３５ 212,000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 230,000円 01051- 　  480911 　　　　　　　　　　（従業員数  9人） （ワード・エクセル）

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　～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- 　  481111 0152-77-6557　（従業員数  550人） ＊

玉葱・馬鈴薯検品作業 2人 200,000円 ＪＡ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-     482711 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

営業スタッフ 1人 ３５ 178,700円 日農機　株式会社 河東郡音更町字音更西２線１７番地２６ 8:30～17:15 雇用・労災 普通自動車免許
以下 ～ 就労地：美幌町高野９２ 健康・厚生 ＊

常用 229,100円 01040-   7959211 0155-45-4555　（従業員数  4人） 財形 ＊
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-    3476511 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-    3478011 0157-24-0010　（従業員数  0人） ＊
介護職員 1人 １８ 150,000円 株式会社　ワークサポート 北見市本町１丁目２番地８号　網走交通本町ビル３階 6:00～15:00 雇用・労災 普通自動車免許

～ ～ 就労地：美幌町大通北２丁目２０－１ 11:00～20:00 健康・厚生 介護職員初任者研修修了

６５ 185,000円 　　　「リビングケア・シーズン美幌」 12:00～21:00 ＊
常用 01050-    3632811 0157-24-9665　（従業員数  10人） 21:00～8:00 ＊

介護職員 1人 152,064円 株式会社　ワークサポート 北見市本町１丁目２番地８号　網走交通本町ビル３階 6:00～15:00 雇用・労災 普通自動車免許
不問 ～ 就労地：美幌町大通北２丁目２０－１ 11:00～20:00 健康・厚生 介護職員初任者研修あれば

155,520円 　　　「リビングケア・シーズン美幌」 13:00～21:00 尚可
常用 01050-    3633211 0157-24-9665　（従業員数  10人） ＊

給食調理 1人 180,600円 株式会社　アスクゲート 北見市中央三輪１丁目３７１－７ 4:00～13:00 雇用・労災 雇用　２ヶ月　
不問 ～ イースト 就労地：美幌町田中国有地 9:00～18:00 契約更新の可能性あり

常用 180,600円 01050-    3668211 　　　　　　　　　　（従業員数  3人） 調理師/調理経験者

◎一般求人



野菜のカット 1人 154,800円 株式会社　アスクゲート 北見市中央三輪１丁目３７１－７ 8:00～17:00 雇用・労災 雇用　～9/30　
業務 不問 ～ イースト 就労地：津別町活汲８６番地 健康・厚生 契約更新の可能性あり
常用 154,800円 01050-    3672911 　　　　　　　　　　（従業員数  60人） ＊

交通誘導警備員 10人 １８ 178,080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 203,520円 01050-    3721811 0157-33-5454　（従業員数  10人） 優遇
ガソリンスタンド 1人 154,800円 網走交通　株式会社 網走市新町２丁目３－１ 7:30～19:30の 雇用・労災 雇用　～3/20 契約更新の可能性あり

スタッフ 不問 ～ 就労地：美幌町仲町２丁目１６番地 間の８時間程度 健康・厚生 普通自動車免許(ＡＴ限定不可）

163,400円 　　　「網走交通(株)美幌給油所」 財形 危険物（丙種以上）・中型

常用 01050-   1238011 0152-45-1010　（従業員数  3人） 自動車免許あれば尚可
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-  12060511 0120-812-314　（従業員数  15人） 間の８時間程度 ＊
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-    8110111 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-    1388711 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

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
常用 220,000円 01110-    2917811 0126-22-3388　（従業員数  7人） ＊

◎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

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 雇用・労災 ６ヶ月毎の契約更新
（鮮魚部門） 不問 ～ シティびほろ店 ＊

常用 861円 01051-    412611 0152-72-3111 （従業員数   101人） ＊
生活相談員 1人 1,000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 8:15～17:30 労災 介護福祉士・ケアマネ・

兼介護業務 不問 ～ 美幌ケアセンター 就労地：美幌町内 の間の４時間以上 社会福祉士のいずれか
常用 1,200円 01051-   　425211 0152-73-0007　（従業員数  15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-    429311 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-    430111 0152-72-3111 （従業員数   101人） ＊
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 雇用・労災 ＊

不問 ～ の間の４時間程度 ＊
常用 861円 01051- 　 432811 　　　　　　　　　　（従業員数  8人） ＊



◎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

介護業務 1人 880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 8:15～17:30 労災 介護職員初任者研修・
不問 ～ 美幌ケアセンター 就労地：ディサービスセンターみんと　美幌 の間の４時間以上 ホームヘルパー2級あれば尚可

常用 900円 01051-    439911 0152-73-0007　（従業員数  15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 介護福祉士・ホームヘルパー２級

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 ・看護師・准看護師のいずれか

常用 1,000円 01051-    440711 0152-73-0007　（従業員数  15人） 普通自動車免許
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-    441811 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 1,020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 1,550円 01051-　  442211 0152-75-2510　（従業員数  12人） ＊

訪問介護員 2人 1,350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 1,650円 01051-    443511 0152-72-5656　（従業員数  14人） ＊
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-    445011 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

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-     446311 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-     447611 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-     449111 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-     450211 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-     452411 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

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-    473111 0152-73-3175  （従業員数   401人） ＊
冷凍食品の 1人 950円 株式会社　アスクゲート 北見市中央三輪１丁目３７１－７ 17:00～23:00 雇用・労災 雇用　～9/30　

製造、包装 不問 ～ イースト 就労地：津別町活汲８６番地 契約更新の可能性あり
常用 950円 01050-   3674711 　　　　　　　　　　（従業員数  60人） ＊



交通誘導警備員 10人 １８ 1,050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 1,200円 01050-　 3722211 0157-33-5454  （従業員数　10人） ＊
歯科助手 2人 1,200円 医療法人社団　青山歯科医院 網走郡美幌町字青山北1番地1 14:00～18:00 労災 ＊

不問 ～ 17:00～21:00 ＊
常用 1,400円 01051-     483811 0152-72-3333  （従業員数   7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
作業員 3人 150,075円 北晃運輸　株式会社 北見市東相内町３２７番地の２６ 8:00～17:00 雇用・労災 雇用　～2/28

不問 ～ 就労地：美幌町美禽３５８－１１「北晃運輸㈱美幌事業所」 健康・厚生 ＊
臨時 172,500円 01050-    63410 0157-36-6134　（従業員数  2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-    25610 　　　　　　　　　　（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


