
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
相談援助業務 1人 ３０ 163,100円 社会福祉法人 網走郡津別町字幸町４１番地 8:30～17:15 雇用・労災 雇用　Ｒ４．１/１～
及び一般事務 以下 ～津別町社会福祉協議会 健康・厚生 普通自動車免許/社会

常用 193,900円 01051-  613011 0152-76-1161　（従業員数　6人） 福祉士/ワード、エクセル

施設管理スタッフ 1人 ５９ 171,000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/大型、大特、

以下 ～美幌支店 就労地：美幌町字登栄３番地の１ 8:15～17:15 健康・厚生 フォークリフト、車両系建設機械

243,000円 　　「美幌町廃棄物処理場」 財形 のいずれかあれば尚可/エクセル、

常用 01051-  614311 0152-72-2480　（従業員数　25人） ワード基本操作できれば尚可

調理員 1人 163,400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　～Ｒ４．９/３０　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 163,400円 01010-31137911 011-200-8808　（従業員数　7人） あれば尚可/調理業務経験

搬送車（１台積み） 1人 151,520円 北見トヨペット　株式会社 北見市とん田東町６１６ 9:00～18:00 雇用・労災 雇用　１年　
の運転 不問 ～ 就労地：美幌町東町２丁目 健康・厚生 契約更新の可能性あり

151,520円 　　「北見トヨペット　美幌店」 中型（８トン限定可）または

常用 01050- 4905311 0157-24-6191　（従業員数　13人） 準中型自動車免許
工場作業員 1人 161,250円 株式会社アスクゲートイースト 北見市中央三輪１丁目３７１－７ 8:30～18:00 雇用・労災 雇用　～Ｒ４．３/３１

不問 ～ 就労地：美幌町字大通北４丁目１２番地 健康・厚生 契約更新の可能性あり
常用 161,250円 01050- 4907911 　　　　　　　　　　（従業員数　0人） 普通自動車免許（ＡＴ限定不可）

（障）一般事務 3人 142,000円 美幌町農業協同組合 網走郡美幌町字青山南３０番地１ 8:30～17:00 雇用・労災 雇用　１年　更新の可能性あり/　

不問 ～ 健康・厚生 ワード・エクセルなどの技能

常用 155,000円 01051-  618711 0152-72-1111　（従業員数　136人） （入力程度）/障がい者手帳所持者

お客様へ保健の情報提供・ 1人 ５９ 207,000円 株式会社　アイスタイル 網走郡美幌町稲美１４０－６３ 9:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許（ＡＴ限定不可）

顧客管理業務 以下 ～ 健康・厚生 簡単なパソコン操作
常用 207,000円 01051-  620411 0152-73-2447　（従業員数　3人） ＊

酪農ヘルパー・ 3人 ６４ 180,000円 株式会社　FReeee 北見市留辺蘂町栄町３４－１７ 5:00～9:00 雇用・労災 普通自動車免許
農作業員 以下 ～ 就労地：留辺蘂町近郊・美幌町近郊 15:00～19:00 健康・厚生 大型・大特・牽引免許の

250,000円 8:00～17:00 いずれかあれば尚可
常用 01050- 4941711 0157-57-4100　（従業員数　30人） 5:30～14:30 ＊

◎一般求人

第４８９号 ９月２１日発行（９月６日～９月２０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１０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
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 01010-32239111 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）/パソコンの基本操作

常用 01010-32242411 011-644-2241　（従業員数　6人） （エクセル・ワード）の出来る方

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 01010-32244311 011-644-2241　（従業員数　6人） ＊
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 01010-32249811 011-644-2241　（従業員数　6人） ＊
ガソリンスタンド 1人 172,500円 津別町農業協同組合 網走郡津別町字大通３０番地の１ 7:00～15:30 雇用・労災 雇用　～Ｒ４．３/３１　更新の可能性あり

販売員 不問 ～ 就労地：津別町字共和１７番地 11:30～20:00 健康・厚生 普通自動車免許（ＡＴ限定不可）

172,500円 　　「ホクレンつべつ給油所」 危険物乙４あれば尚可
常用 01051-  624911 0152-76-3322　（従業員数　5人） ワード・エクセルの基本操作

店員（惣菜部門） 1人 156,640円 株式会社　田村精肉店 網走郡美幌町字大通北４丁目１２番地 8:00～17:00 雇用・労災 ＊
不問 ～ 健康・厚生 ＊

常用 158,400円 01051-  625111 0152-73-3125　（従業員数　3人） ＊
洗車・清掃員 1人 145,000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）

不問 ～ 就労地：美幌町字青山南１７－５ 健康・厚生 ＊
150,000円 　　「ネッツトヨタ北見　美幌店」 ＊

常用 01050- 4968711 0157-24-0010　（従業員数　11人） ＊
看護助手 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　～Ｒ４．３/３１　更新の　

不問 ～ 健康・厚生 可能性あり/パソコン入力

常用 163,100円 01051-  626711 0152-73-4111　（従業員数　131人） （ワード・エクセルの基本操作）

一般事務 1人 ６４ 200,710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/パソコン操作

以下 ～ 健康・厚生 （ワード・エクセルを使って定型

200,710円 フォームへの入力ができること/

常用 01051-  627811 0152-73-5243　（従業員数　7人） 経理事務経験あれば尚可

◎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
清掃員 1人 870円 東京美装北海道株式会社 網走郡美幌町字稲美２１２番地２９ 7:00～11:30 雇用・労災 ＊

不問 ～北見支店　美幌オフィス 就労地：美幌町仲町２丁目３８番地 ＊
常用 870円 01051-  616911 0152-72-4127　（従業員数　2人） ＊

清掃員 1人 870円 東京美装北海道株式会社 網走郡美幌町字稲美２１２番地２９ 8:30～11:30 労災 ＊
不問 ～北見支店　美幌オフィス 就労地：美幌町字稲美１７４番地８ ＊

常用 870円 01051-  617111 0152-72-4127　（従業員数　1人） ＊
歯科衛生士 1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 9:00～21:00の 労災 歯科衛生士

不問 ～ 間の４～５時間 歯科衛生士の経験
常用 1,500円 01051-  619811 0152-72-3333　（従業員数　7人） ＊

清掃スタッフ 2人 900円 有限会社　こうりん 網走郡美幌町字東１条北３丁目１３番地 9:00～17:00の 労災 雇用　６ヶ月
不問 ～ 就労地：美幌町稲美２１７番地 間の２～３時間 契約更新の可能性あり

900円 　　「メモリアルホール　こうりん斎場」 ＊
常用 01051-  623611 0152-73-2755　（従業員数　30人） ＊

農業 2人 925円 小島農場 網走郡美幌町字美和１８６－３ 8:00～17:00の 労災 ＊
不問 ～ 間の４時間以上 ＊

常用 925円 01051-  628211 0152-72-5505　（従業員数　5人） ＊
調理員 1人 1,208円 美幌町役場 網走郡美幌町字東２条北２丁目２５番地 7:45～15:30 労災 雇用　～Ｒ４．３/３１

不問 ～ 就労地：美幌町字稲美５６番地の３　 7:45～12:00 契約更新の可能性あり
1,208円 　　「美幌町学校給食センター」 13:00～15:30 ＊

常用 01051-  629511 0152-73-2526　（従業員数　23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
駅構内等の 5人 160,000円 北海道旅客鉄道　株式会社 北見市大通西１丁目２５番地 8:00～17:00 労災 雇用　１２/１～Ｒ４．３/３１

除雪作業員 不問 ～旭川支社　北見駅 就労地：北見駅・端野駅・美幌駅のいずれか 6:20～15:20 普通自動車免許（通勤用）

臨時 160,000円 01050-   88910 0157-23-4350　（従業員数　8人） 7:00～16:00 ＊

◎パート求人

◎期間雇用求人



 

 


