
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：美幌町字新町１丁目７番地の２ 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 01240-21797111 0120-40-1193　（従業員数　18人） 財形 管理者要件を満たしている方

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：美幌町字稲美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 01240-21804211 0120-40-1193　（従業員数　18人） 財形 管理者要件を満たしている方

医療事務 1人 210,000円 株式会社　ルフト・メディカルケア 札幌市中央区北４条西４丁目１番地　伊藤・加藤ビル６F 8:30～17:00 雇用・労災 雇用　２ヶ月
不問 ～ 札幌支店 就労地：美幌町字美富９番地 健康・厚生 ４ヶ月毎更新の可能性あり

常用 210,000円 01010-40296111 0166-76-1581　（従業員数　0人） ＊
ケアマネージャー 1人 ６４ 195,000円 有限会社ラポートケア 北見市東陵町５７－１０ 9:00～18:00 雇用・労災 介護支援専門員

以下 ～ 就労地：美幌町字鳥里２丁目５ 健康・厚生 経験者尚可
250,000円 　　「グループホーム和　とりさと館」 ＊

常用 01050- 5991911 0152-75-3975　（従業員数　22人） ＊
人材コーディネーター 1人 152,800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 雇用・労災 普通自動車免許

（就労支援） 不問 ～ 美幌町シルバー人材センター 健康・厚生 パソコン入力程度
常用 185,500円 01051-  765211 0152-72-3366　（従業員数　3人） ＊

保育士 3人 199,900円 美幌町役場 網走郡美幌町字東２条北２丁目２５番地 7:30～18:00の 雇用・労災 雇用　R４．４/１～R５．３/３１

不問 ～ 就労地：美幌・東陽保育園又は 間の７時間４５分 健康・厚生 更新の可能性あり
199,900円 発達支援センター又は子育て支援センター 普通自動車免許

常用 01051-  768011 0152-77-6541　（従業員数　550人） 保育士
調理員 1人 187,200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 雇用・公災 雇用　R４．４/１～R５．３/３１

不問 ～ 就労地：美幌町字西２条北２丁目４番地の５２ 健康・厚生 更新の可能性あり
187,200円 　　「美幌保育園」 調理師、調理経験、普通

常用 01051-  769311 0152-77-6541　（従業員数　30人） 自動車免許あれば尚可
農業機械の 1人 ５９ 186,000円 東洋農機株式会社 帯広市西２２条北１丁目２番５号 8:30～17:30 雇用・労災 普通自動車免許

整備、修理 以下 ～ 就労地：美幌町字稲美２２０－１４ 健康・厚生 ＊
279,000円 　　「東洋農機（株）　美幌営業所」 財形 ＊

常用 01040-13575811 0155-37-3191　（従業員数　7人） ＊

◎一般求人

第４９３号 １１月１９日発行（１１月５日～１１月１８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１２月６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
学童保育所 3人 131,300円 美幌町役場 網走郡美幌町字東２条北２丁目２５番地 12:30～18:00の 雇用・労災 雇用　R４．４/１～R５．３/３１

指導員 不問 ～ 就労地：美幌小学校・東陽小学校・旭小学校 間の５時間 健康・厚生 普通自動車免許/保育士、幼稚園

161,300円 8:00～18:00の 教諭、社会福祉士あれば尚可/

常用 01051-  770111 0152-77-6541　（従業員数　17人） 間の実働８時間 ２年以上児童福祉事業に従事した方は優遇

工場作業員 1人 ６４ 180,000円 株式会社　ながさわ 網走郡美幌町字東１条北１丁目１０番地 8:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許
以下 ～ 就労地：美幌町字青山北４２ 8:00～12:00(土) 健康・厚生 フォークリフト運転技能者

200,000円 　　「工場」 ＊
常用 01051-  771711 0152-73-1213　（従業員数　4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
フラワーショップ 3人 ６４ 889円 株式会社　紅乃花や 札幌市北区新琴似２条１１丁目１番７号 8:30～14:00 雇用・労災 ＊

販売員 以下 ～ 就労地：美幌町青山北５３－３ 14:00～19:00 ＊
889円 　　「北雄ラッキー　シティびほろ」 ＊

常用 01240-22127911 011-763-1236　（従業員数　4人） ＊
ケアマネージャー 1人 ６４ 1,000円 有限会社ラポートケア 北見市東陵町５７－１０ 9:00～18:00 雇用・労災 介護支援専門員

以下 ～ 就労地：美幌町字鳥里２丁目５ 経験者尚可
1,000円 　　「グループホーム和　とりさと館」 ＊

常用 01050- 5992111 0152-75-3975　（従業員数　22人） ＊
調理補助 1人 950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 6:30～11:45 労災 雇用　～R４．９/３０

不問 ～ 就労地：津別町字幸町６１ 15:00～19:00 １年毎更新の可能性あり

950円 　　「津別病院」 普通自動車免許あれば尚可

常用 01010-40856611 011-200-8808　（従業員数　7人） ＊
弁当・オードブルの 1人 900円 合同会社　アロイフーズ 網走郡美幌町青山北１７－１ 9:00～16:00の 労災 ＊

製造販売 不問 ～ ほっともっと　美幌店 間の３～６時間 ＊
常用 900円 01051-  766511 0152-75-4500　（従業員数　13人） ＊

弁当・オードブルの 1人 900円 合同会社　アロイフーズ 網走郡美幌町青山北１７－１ 16:00～20:00 労災 ＊
製造販売 不問 ～ ほっともっと　美幌店 17:00～20:00 ＊

常用 900円 01051-  767411 0152-75-4500　（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
製造工 2人 198,000円 株式会社　旭ダンケ 網走郡美幌町野崎６５番地 7:30～17:00 雇用・労災 雇用　～R４．３/３１

不問 ～ 道東支店 健康・厚生 ＊
常用 198,000円 01051-  761911 0152-72-3327　（従業員数　17人） ＊

製造工兼運転手 2人 198,000円 株式会社　旭ダンケ 網走郡美幌町野崎６５番地 7:30～17:00 雇用・労災 雇用　～R４．３/３１
不問 ～ 道東支店 健康・厚生 大型免許

常用 198,000円 01051-  762111 0152-72-3327　（従業員数　17人） 運転手経験者優遇
運転手 2人 198,000円 株式会社　旭ダンケ 網走郡美幌町野崎６５番地 7:30～17:00 雇用・労災 雇用　～R４．３/３１

不問 ～ 道東支店 健康・厚生 大型免許
常用 198,000円 01051-  763711 0152-72-3327　（従業員数　17人） 運転手経験者優遇

◎パート求人

◎期間雇用求人

◎一般求人


