
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
歯科衛生士 1人 ５９ 190,000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 歯科衛生士

以下 ～弘英アライアンス 就労地：美幌町字三橋南 14:00～19:30 健康・厚生 経験者優遇
260,000円 　　「美幌かみあわせ歯科クリニック」 8:30～13:00（土） ＊

常用 01030- 9523111 0166-26-1622　（従業員数　4人） ＊
携帯電話 2人 ４５ 191,500円 北信テレック　株式会社 函館市大川町８番２６号 9:30～19:00 雇用・労災 ＊
販売スタッフ 以下 ～ 就労地：美幌町字三橋南３－１ 健康・厚生 ＊

222,500円 　　「ソフトバンク美幌」 ＊
常用 01020- 7325811 0138-45-9900　（従業員数　3人） ＊

期限付教諭 1人 189,300円 北海道教育庁オホーツク 網走市北７条西３丁目　北海道オホーツク合同庁舎２階 8:00～17:00の 公災 雇用　９/１１～Ｒ４．１/１　更新の可能性あり/

不問 ～教育局 就労地：津別町字幸町６９－１ 間の７．７５時間 健康・厚生 小学校教諭免許/中学校・高校・特別

373,764円 　　「津別町立津別小学校」 または共済組合 支援学校教諭いずれかの免許/

常用 01180- 1339111 0152-41-0751　（従業員数　23人） 教職経験あれば尚可
期限付教諭 1人 189,300円 北海道教育庁オホーツク 網走市北７条西３丁目　北海道オホーツク合同庁舎２階 8:00～17:00の 公災 雇用　１１/１７～Ｒ４．３/９　更新の可能性あり/

不問 ～教育局 就労地：美幌町字稲美１３０－５ 間の７．７５時間 健康・厚生 中学校教諭免許/高校・特別支援・

373,764円 　　「美幌町立美幌中学校」 または共済組合 中学校（国語）・高校（国語）あれば

常用 01180- 1365811 0152-41-0751　（従業員数　24人） 尚可/教員経験あれば尚可

鉄筋加工員 2人 200,000円 有限会社　ソウユウ社 網走郡美幌町字栄森３８番地８６４ 8:00～17:00 雇用・労災 ＊
不問 ～ 健康・厚生 ＊

常用 250,000円 01051-  486411 0152-72-3800　（従業員数　15人） ＊
２ｔ車ドライバー 1人 200,000円 有限会社　ソウユウ社 網走郡美幌町字栄森３８番地８６４ 8:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許

不問 ～ 健康・厚生 （ＡＴ限定不可）
常用 250,000円 01051-  487011 0152-72-3800　（従業員数　15人） リフト作業経験者優遇

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　津別町議会議事堂 11:00～21:00 雇用・労災 普通自動車免許
以下 ～（株式会社　Ｂｉｒｔｈ４７） 9:00～19:00（土） 健康・厚生 PC打ち込み程度

常用 270,000円 01051-  488311 0152-77-3700　（従業員数　2人） ＊

◎一般求人

第４８５号 ７月２０日発行（７月５日～７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。 

●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８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。） 

 
 



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
携帯電話 1人 ５９ 1,000円 北信テレック　株式会社 函館市大川町８番２６号 9:30～15:00 労災 ＊
販売スタッフ 以下 ～ 就労地：美幌町字三橋南３－１ 14:00～19:30 ＊

1,000円 　　「ソフトバンク美幌」 ＊
常用 01020- 7308711 0138-45-9900　（従業員数　3人） ＊

児童指導員 1人 861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 13:00～18:00 労災 普通自動車免許/ホームヘルパー２級、

不問 ～マイスペース美幌 9:00～18:00 保育士、児童支援員あれば尚可/障害者

871円 （土・学校長期休暇日） 福祉サービス、福祉サービス、児童福祉に

常用 01051-  484211 0152-72-0107　（従業員数　8人） 関わる仕事等のいずれかの経験あれば尚可

支援員 1人 861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の 労災 普通自動車免許/ホーム

不問 ～マイスペース美幌 就労地：美幌町字東１条南１丁目９－１ 間の４時間程度 ヘルパー２級/障害者福祉

871円 　　「菜のはな広場」 サービス、福祉サービスに関わる

常用 01051-  485511 0152-72-0107　（従業員数　5人） 仕事等の経験あれば尚可

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 12:30～18:30 雇用・労災 雇用　～Ｒ４．９/３０
不問 ～ 就労地：美幌町字稲美１０５番地７ 13:00～18:30 １年毎更新の可能性あり

常用 925円 01010-24331011 011-200-8808　（従業員数　9人） ＊
動物看護 1人 900円 株式会社　ＨＡＬＯ 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 ～ 　　「びほろ動物病院」 14:30～17:30 ＊
常用 900円 01051-  489611 0152-73-1011　（従業員数　3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
農産物（玉葱・じゃがいも） 11人 146,510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　～Ｒ４．４/２０

選別作業員 不問 ～連合会 　　「美幌センター・稲美センター」 8:00～17:00 健康・厚生 稲美センター（玉葱選別）は２月末頃

臨時 146,510円 01051-   26210 0152-73-5176  （従業員数　10人） ＊
農産物（玉葱・じゃがいも） 5人 149,730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　～Ｒ４．２/２８

選別作業員 不問 ～連合会 就労地：大空町女満別中央３１５番地 8:00～17:00 健康・厚生 ＊
149,730円 　　「女満別センター」 ＊

臨時 01051-   27510 0152-73-5176　（従業員数　10人） ＊
鉄筋加工 2人 129,950円 有限会社　ソウユウ社 網走郡美幌町字栄森３８番地８６４ 8:00～17:00 雇用・労災 雇用　～１２/１０

軽作業員 不問 ～ 健康・厚生 ＊
臨時 130,500円 01051-   28810 0152-72-3800  （従業員数　15人） ＊

◎パート求人

◎期間雇用求人



 

 


