
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
じゃがいもの 1人 172,000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　～12/28

芽取り作業 不問 ～ 就労地：美幌町字稲美５６－４ 健康・厚生 契約更新の可能性あり
常用 172,000円 01050-   5527011 　　　　　　　　　　（従業員数  0人） ＊

介護職員 1人 ６４ 163,000円 有限会社　ラポートケア 北見市東陵町５７－１０ 8:30～17:30 雇用・労災 普通自動車免許
以下 ～ 就労地：美幌町大通北４－１９－４「希望のつぼみ　美幌」 健康・厚生 Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ基本操作

常用 210,000円 01050-   5535311 0152-77-3086　（従業員数  11人） 介護経験者・有資格者優遇

重機・トラック 1人 215,000円 株式会社　高橋産業 網走郡美幌町字報徳９２番地の４７ 8:00～17:00 雇用・労災 大型自動車/大特・けん引

オペレーター 不問 ～ 健康・厚生 免許あれば尚可/大型トラック

315,000円 運転、トラクター、ハーベスター

常用 01051-    708211 0152-77-6160　（従業員数   1人） オペレーター業務の経験あれば尚可

総務部管理 1人 ５９ 161,000円 株式会社　電建 北見市常盤町６丁目２番２６号 8:00～17:20 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１８４番地１２ 健康・厚生 Word・Excel・PowerPointを

269,400円 　　　　「株式会社電建　美幌支店」 使いこなせる方

常用 01050-   5545911 0152-73-5271　（従業員数  41人） 金融機関での勤務経験者歓迎

ホール及び厨房 2人 160,000円 有限会社　さくらホールディングス 北見市桜町３丁目５８　さくら館 10:30～21:30 雇用・労災 普通自動車免許
補助スタッフ 不問 ～ 就労地：同上「中島珈琲ビストロ」・ 健康・厚生 ＊

180,000円 　　美幌町大通北２丁目４「中島珈琲びほろ茶房」 ＊
常用 01050-   5556811 0157-57-4135　（従業員数  5人） ＊

事務員 2人 193,500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 9:00～18:00 雇用・労災 雇用　～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 193,500円 01050-   5559411 　　　　　　　　　　（従業員数  0人） ＊
保育士及び 1人 166,600円 社会福祉法人　夢つべつ 網走郡津別町字新町２１ 7:30～18:30の 雇用・労災 雇用　～3/31

幼稚園教諭 不問 ～ 　　「認定こども園」 間の実働７、５時間 健康・厚生 契約更新の可能性あり
166,600円 保育士又は幼稚園教諭

常用 01051-    712911 0152-77-3231　（従業員数   38人） 普通自動車免許あれば尚可

農業土木工事の 2人 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級又は2級土木施工
土木施工管理 不問 ～ リングスタッフ 就労地：津別町 健康・厚生 管理技士あれば尚可

常用 550,000円 01010- 38423511 011-206-0085　（従業員数   0人） 現場経験者

◎一般求人
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業務部 1人 144,848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 8:30～18:00 雇用・労災 普通自動車免許（ＡＴ限定不可）

工場作業員 不問 ～ 卸部 健康・厚生 ＊
常用 146,475円 01051-    714711 0152-73-3125　（従業員数  11人） ＊

入出庫作業員 1人 160,578円 カルビーポテト　株式会社 帯広市別府町零号３１－４ 8:30～17:00 雇用・労災 雇用　６ヶ月
不問 ～ 就労地：津別町活汲５１２－４「津別支所」 健康・厚生 契約更新の可能性あり

常用 160,578円 01040- 12783811 0155-62-2200　（従業員数   4人） 財形 普通自動車免許
機械設備の 1人 244,600円 池田煖房工業　株式会社 網走郡美幌町字大通北２丁目１０番地１ 8:00～17:30 雇用・労災 雇用　６ヶ月　契約更新の可能性あり

施工・保守点検 不問 ～ 美幌営業所 健康・厚生 普通自動車免許
常用 336,800円 01051-    717511 0152-73-3380　（従業員数   4人） エクセル・ワード

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級土木施工管理技士

285,000円 土木工事の現場代理人
常用 01051-    718411 0152-76-2174　（従業員数   16人） 又は主任技術者経験者

土木技術者 1人 ６４ 280,000円 株式会社　道和建設　 網走郡美幌町字美禽１６番地 8:30～17:00 雇用・労災 1級又は2級土木施工管理技士

以下 ～ 就労地：事業所他、主に美幌町内の現場 7:30～17:00 健康・厚生 土木工事施工管理経験者

常用 350,000円 01051-    719011 　　　　　　　　　　（従業員数   26人） ＊
看護師 1人 ６４ 180,000円 医療法人社団　田中医院 網走郡美幌町字西１条北３丁目 8:30～17:00 雇用・労災 看護師又は准看護師

以下 ～ 8:30～12:00(土) 健康・厚生 ＊
常用 280,000円 01051-   720911 0152-73-2913　（従業員数  18人） ＊

看護師 2人 １８ 200,700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 公災 看護師
～ ～ 16:30～9:30 市町村 ワード・エクセル操作

常用 ４５ 290,900円 01051-   721111 0152-73-4111　（従業員数  131人） 共済組合 ＊
准看護師 3人 207,800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　～3/31 

不問 ～ 7:45～16:30 健康・厚生 年度毎の契約更新
常用 207,800円 01051-   722711 0152-73-4111　（従業員数  131人） 看護師または准看護師

診療放射線技師 1人 ５９ 182,200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 公災 診療放射線技師
以下 ～ 市町村 超音波検査の経験を有する者

常用 304,300円 01051-   723811 0152-73-4111　（従業員数  131人） 共済組合 ワード・エクセル操作
児童指導員 1人 183,000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 雇用・労災 ホームヘルパー２級・保育士・

不問 ～ マイスペース美幌 健康・厚生 社会福祉士・児童発達管理

215,000円 責任者・児童指導員あれば尚可

普通自動車免許
障害者福祉サービス、福祉サービス、

児童福祉に関わる仕事等のいずれか

常用 01051-   724211 0152-72-0107　（従業員数   10人） の経験５年以上ある方

生活支援員 2人 １８ 155,000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 ＊
～ ～ 美幌療育病院 9:30～18:00 健康・厚生 ＊
５９ 243,000円 13:10～21:40 ＊

常用 01051-   725511 0152-73-3145　（従業員数   200人） 21:20～6:50 ＊
一般事務員 1人 ６４ 155,000円 安全建設　株式会社 網走郡美幌町字青山南２５番地１ 8:30～17:30 雇用・労災 ワード・エクセル（入力程度）

以下 ～ 健康・厚生 ＊
常用 155,000円 01051-   726411 0152-72-4151　（従業員数   13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
介護職員 1人 １８ 131,695円 有限会社　シルバーサポートノア 網走郡美幌町字元町２８番地４３ 6:00～10:00 雇用・労災 介護職経験あれば尚可

以上 ～ 就労地：美幌町字元町２８番地４２ 6:00～15:00 健康・厚生 ＊
152,992円 　　　　　「グループホームほうゆう」 9:30～18:30 ＊

12:00～21:00 ＊
常用 01051-   729611 0152-72-0606　（従業員数  19人） 21:00～6:00 ＊

介護業務 1人 １８ 149,000円 社会医療法人　恵和会 網走郡美幌町字仲町２丁目３８番地 8:45～17:15 雇用・労災 ホームヘルパー２級又は介護職員初任者

（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 研修修了/介護福祉士あれば尚可

常用 ５９ 199,900円 01051-   731211 0152-75-2210　（従業員数  78人） 介護職経験あれば尚可
介護業務 1人 ５９ 152,000円 社会医療法人　恵和会 網走郡美幌町字仲町２丁目３８番地 8:30～17:00 雇用・労災 普通自動車免許

（通所） 以下 ～ 介護老人保健施設　アメニティ美幌 健康・厚生 ホームヘルパー２級又は介護職員初任者

202,900円 研修修了/介護福祉士あれば尚可

常用 01051-   732511 0152-75-2210　（従業員数  78人） 介護職経験あれば尚可
介護職員 3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級又は介護

～ ～ 就労地：特別養護老人ホーム　緑の苑 9:00～17:30 健康・厚生 職員初任者研修修了

６２ 207,400円 　　　　　　（その他関連事業所） 11:00～19:30 介護福祉士あれば尚可
常用 01051- 　734011 0152-73-1215　（従業員数   92人） 16:30～9:30 経験者優遇

介助員 2人 ５９ 120,000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 6:30～13:00 雇用・労災 ＊
以下 ～ 美幌療育病院 15:10～21:40 健康・厚生 ＊

常用 120,000円 01051-   735311 0152-73-3145　（従業員数   200人） ＊
寿司職人及び 1人 ４５ 170,000円 有限会社　小国商事 網走郡美幌町字美富５６－７９ 10:00～21:00 雇用・労災 ＊

見習い 以下 ～ 就労地：美幌町稲美６８－８４「グルメ寿し　すし若丸」 実働８時間 健康・厚生 ＊
常用 240,000円 01051-   739711 0152-73-4077 （従業員数  18人） ＊

接客・カラオケ店 1人 １８ 135,191円 タカハシエンターテイメント株式会社 網走郡美幌町字仲町１丁目１８番地 10:00～4:00 雇用・労災 ＊
業務 以上 ～ みゅうじっくはうす歌屋美幌店 の間の６～８時間程度 健康・厚生 ＊
常用 135,191円 01051-   740511 0152-43-0018 （従業員数  12人） ＊

ホール・カウンター 1人 ２０ 180,000円 東和商事株式会社 網走郡美幌町字日の出２丁目３番地 8:30～17:00 雇用・労災 普通自動車免許
スタッフ 以上 ～ （パーラー東和美幌店） 17:00～0:00 健康・厚生 ＊
常用 200,000円 01051-   741411 0152-75-2526 （従業員数  14人） ＊

ダンプ・トレーラー 5人 220,000円 三星運輸　株式会社 網走郡美幌町字東２条北１丁目１２番地 8:00～17:00 雇用・労災 大型・けん引/
ユニック運転手 不問 ～ 就労地：美幌町字日の出２丁目６「美幌営業所」 6:00～15:00 健康・厚生 移動式クレーン・玉掛け

常用 260,000円 01051-   742011 0152-73-0102　（従業員数  68人） 財形 あれば尚可
牛の飼育 1人 ６４ 210,000円 株式会社　津別ファーム 網走郡津別町字栄５８－２ 6:00～15:00 雇用・労災 大型自動車免許

管理作業員 以下 ～ 8:00～17:00 健康・厚生 牧場経験者優遇
常用 250,000円 01051-   743311 0152-76-1420　（従業員数  25人） 17:00～6:00 ＊

林業作業員 5人 230,000円 多津美産業　多津美　彰 網走郡美幌町字東町２丁目１１－１０ 6:30～16:00 雇用・労災 ＊
不問 ～ 就労地：網走管内（網走市・大空町・斜里町等） 健康・厚生 ＊

常用 345,000円 01051-   744611 　　　　　　　　　　（従業員数  4人） ＊
林業作業員 3人 220,000円 国安産業　株式会社 網走郡津別町字達美１４８番地の５ 6:30～16:00 雇用・労災 雇用　～3/31　契約更新の可能性あり 

不問 ～ 就労地：津別町・美幌町・北見市一円の山林 健康・厚生 普通自動車免許/チェーンソー

常用 308,000円 01051-   745911 0152-76-2300 （従業員数   32人） ・刈払機講習修了者尚可

◎一般求人



板金加工・溶接 1人 180,000円 下澤板金工業　下澤　洋 網走郡津別町字１条通り４３番地 8:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許
不問 ～ ＊

常用 180,000円 01051-   746111 　　　　　　　　　　（従業員数   1人） ＊
製造作業員 2人 ５９ 154,504円 ロマンス製菓　株式会社 網走郡津別町字達美２０４番地 8:00～17:10 雇用・労災 ＊

以下 ～ 健康・厚生 ＊
常用 154,504円 01051-   747711 0152-76-2665　（従業員数   41人） ＊

製材工場工員 2人 ４０ 155,000円 美幌町森林組合 網走郡美幌町字稲美２３４番地３ 8:00～17:30 雇用・労災 普通自動車免許
以下 ～ 健康・厚生 ＊

常用 249,100円 01051-   749211 0152-73-1281　（従業員数   25人） ＊
製材工場工員 1人 ６２ 165,000円 加賀谷木材　株式会社 網走郡津別町字緑町２２ 8:00～17:10 雇用・労災 ＊

以下 ～ 健康・厚生 ＊
常用 220,000円 01051-   750011 0152-76-2145　（従業員数   53人） ＊

製材工場工員 1人 154,000円 道東パレット　株式会社 網走郡津別町字柏町４６番地１ 8:00～17:10 雇用・労災 ＊
不問 ～ 健康・厚生 ＊

常用 165,000円 01051-   751311 0152-76-1162　（従業員数   10人） ＊
木製食品容器の 1人 ６４ 164,920円 有限会社　三共 網走郡津別町字共和３９番地２号 7:50～17:10 雇用・労災 ＊
製造スタッフ（機械工） 以下 ～ 健康・厚生 ＊

常用 199,640円 01051-   752611 0152-76-2676　（従業員数   22人） ＊
木製食品容器の 2人 ６４ 156,240円 有限会社　三共 網走郡津別町字共和３９番地２号 7:50～17:10 雇用・労災 ＊
製造スタッフ 以下 ～ 健康・厚生 ＊

常用 156,240円 01051-   753911 0152-76-2676　（従業員数   22人） ＊
自動車整備 2人 ５９ 185,000円 株式会社　カーエージェント 網走郡美幌町字仲町２丁目９１番地 9:00～18:00 雇用・労災 普通自動車免許

以下 ～ ・ナカムラ 健康・厚生 ２級自動車整備士
常用 300,000円 01051-   754111 0152-77-3880　（従業員数  5人） 整備経験者

電気工事作業員 2人 ３５ 175,000円 有限会社　北新電設 網走郡美幌町字東３条北３丁目９番１ 8:00～17:00 雇用・労災 第１種又は第２種電気工事士免許

以下 ～ 就労地：網走管内 健康・厚生 あれば尚可(入社後免許取得も可）

常用 240,000円 01051-   755711 0152-72-2255　（従業員数   3人） 普通自動車免許
普通作業員 1人 ５９ 200,000円 株式会社　四ツ輪工業 網走郡美幌町字仲町１丁目１４３番３４ 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：主に美幌町内　他に網走管内 健康・厚生 大型・中型免許、車両系建設

常用 245,000円 01051-   756811 0152-73-3673　（従業員数  11人） 機械、小型移動式クレーンあれば尚可

バス運転手 2人 170,000円 北海道北見バス　株式会社 北見市南町１丁目５番４号 6:20～14:15 雇用・労災 雇用　６ヶ月　
不問 ～ 就労地：美幌町美芳２２番地の２｢美幌営業所｣ 12:19～20:23 健康・厚生 契約更新の可能生あり

常用 170,000円 01050-  5621411 0157-61-6211　（従業員数  11人） 大型自動車第２種免許
営業スタッフ 2人 ５９ 170,000円 トヨタカローラ北見　株式会社 北見市西富町２丁目１９番７号 9:30～18:30 雇用・労災 普通自動車免許

以下 ～ 就労地：北見本社・網走店・紋別店・遠軽店・斜里店 健康・厚生 中型自動車免許あれば尚可

250,000円 　　・美幌店（美幌町東町２丁目５）のいずれか 財形 ＊
常用 01050-  5651711 0157-24-6166　（従業員数  51人） ＊

サービス 2人 ５９ 171,000円 トヨタカローラ北見　株式会社 北見市西富町２丁目１９番７号 9:30～18:30 雇用・労災 普通自動車免許
エンジニア 以下 ～ 就労地：北見本社・網走店・紋別店・遠軽店・斜里店 健康・厚生 ３級自動車整備士以上
（整備士） 250,000円 　　・美幌店（美幌町東町２丁目５）のいずれか 財形 ＊

常用 01050-  5652811 0157-24-6166　（従業員数  51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
介護職員 1人 １８ 155,000円 有限会社　ラポートケア 北見市東稜町５７－１０ 6:00～15:00 雇用・労災 介護職員初任者研修修了者

～ ～ 就労地：美幌町字鳥里２丁目５ 9:00～18:00 健康・厚生 介護福祉士あれば尚可
６４ 180,000円      「グループホーム和　とりさと館」 12:00～21:00 ＊

常用 01050-  5824511 0152-75-3975　（従業員数  19人） 21:00～6:00 ＊
サービス提供 1人 ６５ 185,000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 6:00～15:00 雇用・労災 介護職員初任者研修修了者

責任者 以下 ～ 就労地：美幌町字大通北２丁目２０－１ 11:00～20:00 健康・厚生 又は介護福祉士
230,000円      「リビングケア・ジーズン美幌」 12:00～21:00 普通自動車免許

常用 01050-  5826011 0157-24-9665　（従業員数  10人） ＊
企業福利厚生 5人 ６４ 170,000円 大同生命保険株式会社　北海道 北見市北４条東２丁目２－１　損保ジャパン北見ビル６階 9:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許

プランナー 以下 ～ 支社　釧路営業所　北見連絡所 就労地：上記または網走市内・美幌町・遠軽町 健康・厚生 ＊
常用 250,000円 01050-  5890511 0154-23-6405　（従業員数  4人） ＊

電気工事現場 1人 ５９ 170,000円 株式会社　電建 北見市常盤町６丁目２番２６号 8:00～17:40 雇用・労災 普通自動車免許(AT限定不可）

作業員 以下 ～ 就労地：美幌支店・網走営業所のいずれか 健康・厚生 準中型免許・第２種
常用 290,400円 01050-  5907311 0152-73-6141　（従業員数  54人） 電気工事士あれば尚可

電気工事現場 2人 ５９ 170,000円 株式会社　電建 北見市常盤町６丁目２番２６号 8:00～17:20 雇用・労災 1級又は2級電気工事施工管理技士

管理職員 以下 ～ 就労地：北見本社・美幌支店・大空支店のいずれか 健康・厚生 普通自動車免許(AT限定不可）

常用 290,400円 01050-  5908611 0152-73-6141　（従業員数  77人） 電気工事現場の経験あれば尚可

営業員 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 ＊
常用 240,000円 01110-  4709011 0126-22-3388　（従業員数  8人） ＊

経理事務 1人 ６４ 150,000円 株式会社　アイスタイル 網走郡美幌町字稲美１４０－６３ 9:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許
以下 ～ 健康・厚生 簡単なパソコン操作

常用 150,000円 01051-    759411 0152-73-2447　（従業員数  3人） 経理事務経験あれば尚可

警備職 1人 １８ 164,500円 ALSOK北海道　株式会社 札幌市北区北７条西４丁目３番地１　新北海道ビル 9:00～18:00 雇用・労災 普通自動車免許
（機械警備） ～ ～ 就労地：美幌町新町１－５「ALSOK北海道㈱北見支社美幌出張所」 18:00～9:00 健康・厚生 ＊

常用 ３４ 164,500円 01240- 21501911 011-747-2203　（従業員数  6人） 9:00～8:00 ＊
警備職 1人 １８ 158,000円 ALSOK北海道　株式会社 札幌市北区北７条西４丁目３番地１　新北海道ビル 9:00～18:00 雇用・労災 雇用　１年

（機械警備） 以上 ～ 就労地：美幌町新町１－５「ALSOK北海道㈱北見支社美幌出張所」 18:00～9:00 健康・厚生 契約更新の可能性あり
常用 158,000円 01240- 21503711 011-747-2203　（従業員数  6人） 9:00～8:00 普通自動車免許

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
看護師 1人 ６４ 1,000円 有限会社　ラポートケア 北見市東陵町５７－１０ 9:30～14:30 労災 看護師又は准看護師

以下 ～ 就労地：美幌町大通北４－１９－４「希望のつぼみ　美幌」 の間の４時間程度 Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ基本操作
常用 1,500円 01050-   5515811 0152-77-3086　（従業員数  12人） ＊

ホールスタッフ 1人 890円 北の珈琲工房　時計台 網走郡美幌町字大通南１丁目１０－３ 11:00～16:00 雇用・労災 雇用　１２月～
不問 ～ 徳本　晃洋 火・水・木・土の勤務

常用 890円 01051-    707811 0152-72-0020　（従業員数  2人） ＊

◎パート求人

◎一般求人



介護職員 1人 ６４ 900円 有限会社　ラポートケア 北見市東陵町５７－１０ 8:30～17:30 雇用・労災 普通自動車免許
以下 ～ 就労地：美幌町大通北４－１９－４「希望のつぼみ　美幌」 Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ基本操作

常用 1,000円 01050-   5536611 0152-77-3086　（従業員数  11人） ＊
事務 1人 1,000円 明治安田生命保険 東京都千代田区丸の内２－１－１ 9:00～16:00 雇用・労災 雇用　～3/31

不問 ～ 相互会社 就労地：美幌町田中国有地 10:00～17:00 健康・厚生 契約更新の可能性あり
1,000円 　　　　　「防衛省共済組合　美幌支部内」 9:00～17:00の PC操作（ワード・エクセル

常用 13010- 90498311 03-3283-9476　（従業員数  2人） 間の６時間 /初級レベル）
カフェスタッフ 2人 900円 有限会社　さくらホールディングス 北見市桜町３丁目５８　さくら館 10:30～15:30 雇用・労災 ＊

不問 ～ 就労地：美幌町大通北２丁目４「中島珈琲びほろ茶房」 ＊
常用 900円 01050-   5557211 0157-57-4135　（従業員数  7人） ＊

介護業務 1人 890円 社会医療法人　恵和会 網走郡美幌町字仲町２丁目３８番地 6:30～19:30 労災 ホームヘルパー２級・
（入所） 不問 ～ 介護老人保健施設　アメニティ美幌 の間の２時間以上 介護職員初任者研修修了・

常用 1,000円 01051-   709511 0152-75-2210　（従業員数  78人） 介護福祉士あれば尚可
ゆで麺作業員 1人 １８ 900円 株式会社　マルワ製麺 網走郡美幌町字大通南５丁目４番地 4:30～8:30 雇用・労災 ＊

以上 ～ ＊
常用 1,126円 01051-    710311 0152-73-3371 　（従業員数  17人） ＊

製造スタッフ 1人 889円 株式会社　マルワ製麺 網走郡美幌町字大通南５丁目４番地 13:00～16:00 労災 ＊
不問 ～ ＊

常用 1,126円 01051-    711611 0152-73-3371 　（従業員数  17人） ＊
販売員 1人 890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 9:30～18:00 雇用・労災 ＊

(レジ担当） 不問 ～ の間の５時間以上 ＊
常用 900円 01051-    715811 0152-73-3125　（従業員数  5人） ＊

環境測定業務 1人 ６０ 1,000円 有限会社　アクセス 網走郡美幌町字日の出１丁目２４－１４ 8:30～17:00 労災 普通自動車免許
以上 ～ 就労地：オホーツク管内の現場 の間の２～８時間 ＊

常用 1,000円 01051-    716211 0152-72-3620　（従業員数  3人） ＊
販売員 1人 890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 9:00～15:00 雇用・労災 ＊

不問 ～ ＊
常用 900円 01051-    727011 0152-73-3125　（従業員数  5人） ＊

介護職員 1人 1,030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 7:00～13:00 労災 雇用　1年　契約更新の可能性あり

不問 ～ 就労地：美幌町稲美１０５番地の６ 経験者優遇
1,130円 　　　「アメニティ美幌　あさひグループホーム」 ホームヘルパー２級/

常用 01051-    728311 0152-72-0072 　（従業員数  17人） 介護福祉士あれば尚可
介護職員 1人 １８ 900円 有限会社　シルバーサポートノア 網走郡美幌町字元町２８番地４３ 6:00～10:00 雇用・労災 経験者尚可

以上 ～ 就労地：美幌町元町２８番地４２ 6:00～15:00 ＊
1,250円 　　　　　「グループホームほうゆう」 9:30～18:30 ＊

12:00～21:00 ＊
常用 01051-    730811 0152-72-0606　（従業員数  19人） 21:00～6:00 ＊

介護業務 1人 900円 社会医療法人　恵和会 網走郡美幌町字仲町２丁目３８番地 8:30～17:00 労災 ホームヘルパー２級又は
（通所） 不問 ～ 介護老人保健施設　アメニティ美幌 の間の4時間以上 介護職員初任者研修修了

1,000円 /介護福祉士あれば尚可

常用 01051-    733411 0152-75-2210　（従業員数  78人） 普通自動車免許
訪問介護員 2人 1,000円 合同会社　葵ケアサービス 網走郡美幌町字西１条北４丁目５－６ 7:00～19:00 雇用・労災 介護職員初任者研修修了/

不問 ～ コーポ都１０２号室 の間の６時間程度 介護福祉士あれば尚可
常用 1,200円 01051-    736611 0152-77-3336　（従業員数  3人） 普通自動車免許



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
接客・調理・レジ 1人 910円 味登利家　古澤　光夫 網走郡津別町字新町１５－２２ 10:30～14:30 雇用・労災 ＊
・掃除・洗い物 不問 ～ ＊

常用 910円 01051-    738111 0152-76-2667　（従業員数   2人） ＊
製造作業員 2人 890円 ロマンス製菓　株式会社 網走郡津別町字達美２０４番地 8:00～17:10 雇用・労災 ＊

不問 ～ 12:50～17:10 ＊
常用 890円 01051-    748811 0152-76-2665　（従業員数   41人） ＊

新聞配達員 1人 １８ 900円 有限会社　ワイ・エム・エス 網走郡美幌町字東１条北４丁目２１番地の４ 3:30～4:30 労災 普通自動車免許
以上 ～ （自家用車所有）

常用 900円 01051-    757211 0152-73-5335  （従業員数   5人） 深夜加算込時給１，１２５円

清掃業 2人 １８ 1,100円 STAR　INDUSTRIES　 網走郡美幌町字青葉１丁目１９番地の２ 19:00～23:00 労災 普通自動車免許（通勤用）

以上 ～ 株式会社 就労地：大空町東藻琴千草７２－１ 18:00～23:30の ＊
1,100円 　　「(株)北海道畜産公社北見工場」 間の4時間程度 ＊

常用 01051-    758511                     (従業員数  7人） ＊
洗い場スタッフ 2人 ５９ 889円 株式会社　ＨＩＲフード 札幌市中央区北５条西１７丁目４－４第５８藤栄ビル 16:00～23:00 労災 障がい者手帳所持者

以下 ～ 就労地：美幌町大通北１－３－１｢つぼ八美幌店｣ の間の4時間以上 ＊
常用 920円 01010- 38936311 011-615-7701  （従業員数   11人） ＊

経理事務 1人 1,000円 株式会社　アイスタイル 網走郡美幌町字稲美１４０－６３ 10:00～15:00 労災 普通自動車免許
不問 ～ 簡単なパソコン操作

常用 1,000円 01051-    760611 0152-73-2447　（従業員数  3人） 経理事務経験あれば尚可

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
事務員 1人 193,600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 8:30～18:00 雇用・労災 雇用　～1/31

不問 ～ 健康・厚生 ワード・エクセル操作
臨時 211,200円 01051-    713111 0152-73-3125　（従業員数  5人） ＊

保育助手 1人 １８ 155,000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 雇用　～R4.9/30
以上 ～ 美幌療育病院 8:00～16:30 健康・厚生 ＊

243,000円 9:00～17:30 ＊
13:10～21:40 ＊

臨時 01051-    737911 0152-73-3145　（従業員数   200人） 21:20～6:50 ＊
土木作業員 2人 253,000円 株式会社　道和建設 網走郡美幌町字美禽１６番地 7:30～17:00 労災 雇用　～12/20

不問 ～ 就労地：美幌町内 普通自動車免許（AT限定不可）

臨時 319,700円 01051-   　 51210 　　　　　　　　　　（従業員数  26人） 土木作業経験者
土木作業員 3人 189,000円 株式会社　だいけん 網走郡津別町字共和５１番地の２ 7:00～17:00 労災 雇用　～12/31

不問 ～ 就労地：事業所他、各現場 普通自動車免許（AT限定不可）

臨時 241,500円 01051-   　 52510 0152-76-2510　（従業員数  20人） 土木作業経験者
建設作業員 2人 184,000円 中條建業　　中條龍二 網走郡美幌町字美芳１２－７ 8:00～17:00 労災 雇用　～1/31

不問 ～ 就労地：北見・網走管内 車輌系建設機械・大特・
253,000円 大型・普通自動車あれば尚可

臨時 01051-   　 53810 　　　　　　　　　　（従業員数  0人） 土木作業経験あれば尚可

◎期間雇用求人

◎パート求人


