
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
一般事務 1人 ４０ 160,000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 8:30～17:00 雇用・労災 普通自動車免許

以下 ～ 就労地：美幌町日の出２丁目６ 健康・厚生 （AT限定不可）
180,000円 　　「美幌営業所」 財形 パソコンの基本的な操作

常用 01051-  853211 0152-73-0102　（従業員数　7人） のできる方
一般事務 1人 ４０ 155,925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 8:30～17:00 雇用・労災 普通自動車免許

以下 ～ 就労地：美幌町日の出２丁目６ 健康・厚生 パソコン入力程度
155,925円 　　「美幌営業所」 ＊

常用 01051-  854511 0152-73-0102　（従業員数　7人） ＊
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

不問 ～ 就労地：津別町共和２５番地１ 健康・厚生 １年毎更新の可能性あり

163,400円 　　「いちいの園」 普通自動車免許あれば尚可

常用 01010-44156011 011-200-8808　（従業員数　7人） 調理業務経験
調理補助 1人 155,800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

不問 ～ 就労地：津別町共和２５番地１ 10:00～18:15 健康・厚生 １年毎更新の可能性あり

155,800円 　　「いちいの園」 普通自動車免許あれば尚可

常用 01010-44188211 011-200-8808　（従業員数　7人） ＊
製造技術職・ 2人 ３９ 185,000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 普通自動車免許

設備管理職 以下 ～ 健康・厚生 （AT限定不可）
常用 210,000円 01051-  855411 0152-76-2665　（従業員数　35人） ＊

看護師 2人 ４０ 228,800円 丸玉木材株式会社　津別病院 網走郡津別町字幸町６１番地 8:15～17:00 雇用・労災 看護師または准看護師
以下 ～ 16:30～8:30 健康・厚生 普通自動車免許あれば尚可

常用 308,800円 01051-  856011 0152-76-2121　（従業員数　77人） ＊
薬局助手 1人 152,800円 丸玉木材株式会社　津別病院 網走郡津別町字幸町６１番地 8:15～17:00 雇用・労災 雇用　１年　更新の可能性あり

不問 ～ 8:15～12:15(水･土) 健康・厚生 薬局勤務経験あれば尚可

常用 186,300円 01051-  857311 0152-76-2121　（従業員数　77人） エクセル、電子メール

◎一般求人

第４９５号 １２月２０日発行（１２月６日～１２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１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
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

常用 01010-44764911 011-644-2241　（従業員数　6人） 操作（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 01010-44799711 011-644-2241　（従業員数　6人） ＊
一般廃棄物最終 1人 ３５ 145,000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
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 （ＡＴ限定不可）

153,000円 　　「水ｉｎｇ　ＡＭ（株）　津別Ｇ駐在」 財形 パソコンの基本操作
常用 01010-44801911 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 ３５ 165,000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
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 （ＡＴ限定不可）

180,000円 　　「水ｉｎｇ　ＡＭ（株）　津別Ｇ駐在」 財形 パソコンの基本操作
常用 01010-44816011 011-644-2241　（従業員数　6人） （エクセル・ワード）の出来る方

工場内作業員 1人 ４０ 180,000円 株式会社　ハセガワ 網走郡美幌町字西２条南２丁目３番地 7:30～17:00 雇用・労災 普通自動車免許
以下 ～ 健康・厚生 （AT限定不可）

常用 250,000円 01051-  859911 0152-73-1745　（従業員数　17人） ＊
整備職 1人 ５９ 200,000円 日本ニューホランド　株式会社 札幌市中央区北１条西１３丁目４番地 8:45～17:15 雇用・労災 普通自動車免許（AT限定不可）

以下 ～ 就労地：美幌町字稲美２２０番地１６ 健康・厚生 大特、三級自動車整備士、クレーン、

300,000円 　　「日本ニューホランド（株）　美幌営業所」 財形 玉掛あれば尚可/自動車・建設用機械・

常用 01010-45428111 011-221-2130　（従業員数　9人） 農業機械の整備経験あれば尚可

観光振興業務 1人 ３９ 146,100円 特定非営利活動法人 網走郡津別町字大通７番地 9:30～18:15 雇用・労災 雇用　R４．４/１～
以下 ～ 津別観光協会 　　「さんさん館」 健康・厚生 普通自動車免許

常用 177,000円 01051-  862211 0152-77-3771　（従業員数　3人） エクセル、ワード等

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
調理員 1人 950円 社会福祉法人　夢つべつ 網走郡津別町字新町２１ 7:30～12:30 労災 雇用　～Ｒ４．３/３１　年度毎の

不問 ～ 契約更新/普通自動車免許あれば

常用 950円 01051-  858611 0152-77-3231　（従業員数　38人） 尚可/調理師、調理関係業務経験

清掃員 1人 889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 889円 01051-  860711 0152-72-4127　（従業員数　2人） ＊
清掃員 1人 889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：美幌町稲美１７４番地８ ＊
常用 889円 01051-  861811 0152-72-4127　（従業員数　1人） ＊

◎パート求人

◎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
道路・公園維持 2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　～R４．３/３１

管理作業 不問 ～ 就労地：美幌町字報徳　 普通自動車免許
259,400円 　　「車両センター」他、町内全域 大型、大特、車両系建設

臨時 01051-　　　57110 0152-77-6549　（従業員数　20人） 機械あれば尚可

令和３年１２月２９日（水）～令和４年１月３日（月）は閉庁日となっております。
日刊ハローワーク求人情報（ハローワーク北見）は、上記の期間休刊となります。

◎期間雇用求人


