
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
整備士 1人 ５９ 160,000円 ヤンマーアグリジャパン株式会社 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

以下 ～北海道支社 就労地：美幌町美禽１７０－４ 9:00～17:10 健康・厚生 不可）/自動車整備士免許、

250,000円 　　「美幌支店」 財形 農業機械・自動車などの

常用 01232- 2038311 011-381-2300　（従業員数　14人） 整備経験あれば尚可
携帯電話 2人 ４５ 190,000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 ＊

220,000円 　　「ソフトバンク美幌」 ＊
常用 01020-10848311 0138-45-9900　（従業員数　3人） ＊

冷凍食品の 1人 154,800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 8:00～17:00 雇用・労災 雇用　～Ｒ４．３/３１
製造・包装 不問 ～ 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- 5445511 　　　　　　　　　　（従業員数　60人） ＊
看護職員 1人 171,100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 8:45～17:15 雇用・労災 准看護師

不問 ～ 「特別養護老人ホーム　緑の苑」（その他関連事業所） 7:30～16:00 健康・厚生 ＊
常用 231,300円 01051-  698611 0152-73-1215　（従業員数　92人） 10:30～19:00 ＊

歯科衛生士 1人 217,000円 びほろファミリー歯科　 網走郡美幌町大通南２丁目１７番地 9:00～18:00 雇用・労災 歯科衛生士
不問 ～大橋良二 健康・厚生 キーボード・マウスの

常用 245,000円 01051-  699911 0152-75-2505　（従業員数　3人） 基本操作
歯科助手 1人 160,000円 びほろファミリー歯科　 網走郡美幌町大通南２丁目１７番地 9:00～18:00 雇用・労災 歯科助手の業務経験

不問 ～大橋良二 健康・厚生 基本的なマウス、キーボード

常用 200,000円 01051-  700411 0152-75-2505　（従業員数　3人） 操作
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：美幌町字高野９２番地 健康・厚生 ＊
常用 239,100円 01040-12210511 0155-45-4555　（従業員数　4人） 財形 ＊

ホールスタッフ 2人 １８ 176,550円 株式会社　合田観光商事 札幌市中央区南２条西１０丁目１０００番地２　クワガタビル９Ｆ 8:00～16:30 雇用・労災 雇用　～Ｒ４．４/１５
以上 ～ 就労地：美幌町字日の出１丁目９番地 15:00～23:30 健康・厚生 １年毎更新の可能性あり

176,550円 　　「パチンコひまわり美幌店」 普通自動車免許
常用 01010-36884611 011-251-8055　（従業員数　17人） ＊

◎一般求人

第４９１号 １０月２０日発行（１０月５日～１０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１１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。） 

 
 



期限付教諭 1人 189,300円 北海道教育庁オホーツク教育局 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　Ｒ４．１/１７～５/９　更新の可能性あり/

不問 ～ 就労地：美幌町鳥里４丁目１番地 間の７.７５時間 健康・厚生 中学校教諭免許/特別支援学校

373,764円 　　「美幌町立北中学校」 または共済組合 教諭免許、教員経験あれば尚可/

常用 01180- 1996011 0152-41-0751　（従業員数　27人） 簡単な入力などＰＣ基本操作

保育士 1人 ４０ 163,100円 美幌町役場 網走郡美幌町字東２条北２丁目２５番地 7:30～16:15 公災 雇用　Ｒ４．４/１～
以下 ～ 就労地：美幌町内保育所等 9:15～18:00 市町村職員 保育士（見込みも含む）

常用 163,100円 01051-  705111 0152-77-6527　（従業員数　16人） 7:45～16:30 共済組合 ＊

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
事務員 1人 950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の 労災 パソコン基本操作

不問 ～ 就労地：美幌町字三橋南３－１ 間の３時間以上 （ワード・エクセル）出来る方

950円 　　「ソフトバンク美幌」 ＊
常用 01020-10807611 0138-45-9900　（従業員数　3人） ＊

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 01020-11011911 0138-45-9900　（従業員数　3人） ＊

冷凍食品の 1人 １８ 950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 17:00～23:00 雇用・労災 雇用　～Ｒ４．３/３１
製造・包装 以上 ～ 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- 5444211 　　　　　　　　　　（従業員数　60人） ＊
管理当直員 1人 １８ 1,281円 株式会社　ワークサポート 北見市本町１丁目２番８号　網走交通本町ビル３階 21:00～8:00 雇用・労災 ＊

以上 ～ 就労地：美幌町字大通北２丁目２０－１ ＊
1,281円 　　「リビングケア・シーズン美幌」 ＊

常用 01050- 5443811 0157-24-9665　（従業員数　10人） ＊
歯科衛生士 2人 1,100円 びほろファミリー歯科　 網走郡美幌町大通南２丁目１７番地 8:30～12:00 労災 歯科衛生士

不問 ～大橋良二 14:00～18:30 ＊
常用 1,500円 01051-  701011 0152-75-2505　（従業員数　3人） ＊

一般事務補助 1人 889円 一般社団法人　 網走郡美幌町字稲美１３７番地の３ 8:45～17:30の 労災 雇用　１年　更新の可能性あり

不問 ～美幌町シルバー人材センター 間の４時間以上 普通自動車免許/ワード・

常用 889円 01051-  704911 0152-72-3366　（従業員数　1人） エクセル等を使って入力できること

◎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
スキー場従業員 1人 63,120円 美幌町役場 網走郡美幌町字東２条北２丁目２５番地 8:15～17:00 労災 雇用　１２月中旬～３月上旬

（リフト運行） 不問 ～ 就労地：美幌町字美禽 16:30～21:15 ＊
126,240円 　　「リリー山スキー場」 9:00～17:00 ＊

臨時 01051-   48910 0152-73-4117　（従業員数　26人） ＊
スキー場従業員 3人 63,120円 美幌町役場 網走郡美幌町字東２条北２丁目２５番地 8:15～17:00 労災 雇用　１２月中旬～３月上旬

（券売） 不問 ～ 就労地：美幌町字美禽 16:30～21:15 ＊
126,240円 　　「リリー山スキー場」 9:00～17:00 ＊

臨時 01051-   49110 0152-73-4117　（従業員数　26人） ＊
道路・公園維持 3人 259,400円 美幌町役場 網走郡美幌町字東２条北２丁目２５番地 7:45～16:30 労災 雇用　１２/１～Ｒ４．３/３１

管理作業 不問 ～ 就労地：美幌町字報徳 大型、大特、車両系
259,400円 　　「車両センター」他、町内全域 建設機械（整地）

臨時 01051-   50610 0152-77-6549　（従業員数　20人） ＊
公的機関での 1人 (時)1,500円 株式会社　パソナ　パソナ・札幌 札幌市中央区北５条西２丁目　ＪＲタワーオフィスさっぽろ１６Ｆ 7:00～16:00 労災 雇用　１０/３１
アンケート調査 不問 ～ 就労地：美幌町 普通自動車免許

臨時 (時)1,500円 01010-37342511 050-3684-0027　（従業員数　0人） ＊

◎期間雇用求人



 

 


