
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
火葬業務、 1人 170,000円 フジケンビルサービス 網走郡美幌町字青山北４３番地８ 8:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許
清掃・管理等 不問 ～ 株式会社 就労地：津別町字活汲１２６、他美幌町内及び網走管内 健康・厚生 ＊

常用 230,000円 01051-    　74921 0152-73-3614　（従業員数  12人） ＊
農産営業・製造 1人 ５９ 205,000円 株式会社　北海道グレイン 網走郡美幌町字稲美２３１番地８ 8:30～17:30 雇用・労災 普通自動車免許/大型・大特・

（農産部） 以下 ～ カンパニー 健康・厚生 フォークリフトあれば尚可

280,000円 ワード・エクセル基本操作

常用 01051-    　75121 0152-77-3883　（従業員数  5人） 農業について知識のある方歓迎

事務（経理・総務） 1人 ５９ 280,000円 株式会社　北海道グレイン 網走郡美幌町字稲美２３１番地８ 8:30～17:30 雇用・労災 普通自動車免許
部門責任者 以下 ～ カンパニー 健康・厚生 ワード・エクセル基本操作

常用 280,000円 01051-    　76021 0152-77-3883　（従業員数  5人） 簿記３級程度の知識
町有林及び道路・ 2人 259,300円 美幌町役場 網走郡美幌町字東２条北２丁目２５番地 8:45～17:30 雇用・労災 雇用　4/1～1年　契約更新の

公園維持管理作業 不問 ～ 就労地：｢美幌町役場｣他、町有林地等（4月～11月） 7:45～16:30 健康・厚生 可能生あり/普通自動車免許（ＡＴ限定不可）

259,300円 　　　美幌町報徳｢車両センター｣他、町内全域（12月～3月） 刈払機取扱作業者安全衛生教育・伐木等

業務安全衛生特別教育・大特

常用 01051-    　78821 0152-77-6547　（従業員数  3人） 他、求人票参照
ガソリンスタンド 1人 ５９ 155,500円 株式会社　自動車検査場 旭川市住吉４条２丁目８番１３号 8:00～17:15 雇用・労災 普通自動車免許（ＡＴ限定不可）

スタッフ 以下 ～ （モダ石油グループ） 就労地：美幌町鳥里４丁目３－６「美幌給油所」 健康・厚生 危険物乙種/PC基本操作

常用 188,500円 01030-   1456921 0120-005-121　（従業員数  8人） スタンド勤務経験あれば尚可

看護助手 1人 164,800円 丸玉木材株式会社　 網走郡津別町字幸町６１番地 7:15～16:00 雇用・労災 雇用　1年　契約更新の可能性あり

不問 ～ 津別病院 10:30～19:15 健康・厚生 エクセル、電子メール使用

186,300円 16:00～9:00の できる方/病院勤務・介護

常用 01051-      79221 0152-76-2121　（従業員数  77人） 間の８時間程度 施設勤務経験あれば尚可

シルバーセンター 1人 185,000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
管理職 不問 ～ 美幌町シルバー人材センター 就労地：マナビティセンター内 健康・厚生 ワード・エクセル基本操作

常用 220,000円 01051-    　80621 0152-72-3366　（従業員数  3人） ＊
折り箱・木箱の 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 7:50～17:10 雇用・労災 雇用　～3/31
加工・組み立て 不問 ～ 就労地：津別町共和３９ 健康・厚生 契約更新の可能性あり

常用 172,000円 01050-    570921 　　　　　　　　　　（従業員数  0人） ＊

◎一般求人
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＊ 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２月２１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。） 

 

 



一般事務職 1人 128,800円 網走信用金庫　美幌支店 網走郡美幌町字大通北３丁目１２番地の１ 8:50～16:50 雇用・労災 年度毎の更新契約
（金融機関） 不問 ～ 健康・厚生 PC入力程度可能な方尚可

128,800円 珠算、電卓能力検定あれば尚可

常用 01051-     82121 0152-73-2161　（従業員数  18人） 金融機関での勤務経験者歓迎

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-   　83021 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-     84721 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-     85821 0152-73-2128　（従業員数   26人） ＊
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-     86221 0152-73-4111　（従業員数  131人） 看護師または准看護師

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-   　87521 0152-73-3145　（従業員数   191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-   　88421 0152-72-4151　（従業員数   13人） ＊

医療事務 1人 ６４ 165,000円 医療法人社団　玉川医院 網走郡美幌町字稲美９０番地１３４ 8:20～18:00 雇用・労災 キーボードからのローマ字

以下 ～ 健康・厚生 入力の可能な方
常用 165,000円 01051-   　89321 0152-75-2780　（従業員数   6人） ＊

店内スタッフ 1人 ５９ 133,900円 株式会社　しまむら 網走郡美幌町字稲美９６番３ 9:45～13:15 雇用・労災 ＊
以下 ～ ファッションセンターしまむら美幌店 9:45～19:15 健康・厚生 ＊

常用 156,000円 01051-   　92721 0152-75-1530　（従業員数   8人） 財形 ＊
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- 　　93821 0152-73-1215　（従業員数   92人） 16:30～9:30 経験者優遇

介護業務 1人 １８ 145,000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・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-   　95521 0152-75-2210　（従業員数  78人） ＊
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-   　97321 0152-72-0606　（従業員数  19人） 21:00～6:00 ＊



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-   　99921 0152-73-3145　（従業員数   191人） ＊

調理師 1人 ５９ 158,000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 5:30～14:00 雇用・労災 ＊
以下 ～ 美幌療育病院 9:00～17:30 健康・厚生 ＊

常用 206,000円 01051-   101321 0152-73-3145　（従業員数   191人） 10:30～19:00 ＊
調理員 1人 ５９ 152,000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 5:30～14:00 雇用・労災 ＊

以下 ～ 美幌療育病院 9:00～17:30 健康・厚生 ＊
常用 203,000円 01051-   102621 0152-73-3145　（従業員数   191人） 10:30～19:00 ＊

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-   104121 0152-73-4077 （従業員数  18人） ＊

接客・カラオケ店 1人 １８ 134,568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 134,568円 01051-   107821 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 ～ ～ （パーラー東和美幌店） 17:00～0:00 健康・厚生 ＊
常用 ５９ 200,000円 01051-   108221 0152-75-2526 （従業員数  14人） ＊

学童保育所 2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 12:00～18:00 雇用・労災 雇用　4/1～3/31　更新可能生あり

指導員 不問 ～ 就労地：美幌小学校・東陽小学校・旭小学校 8:00～18:00 健康・厚生 普通自動車免許
161,300円 保育士・幼稚園教諭・社会

福祉士あれば尚可/2年以上

常用 01051-   109521 0152-77-6541 （従業員数  17人） 児童福祉事業に従事した方は優遇

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-   112921 0152-73-0102　（従業員数  68人） 財形 あれば尚可
営業 2人 ５９ 200,000円 株式会社　田村精肉店卸部 網走郡美幌町字大通北４丁目１２番地 8:30～18:30 雇用・労災 準中型自動車免許

以下 ～ 健康・厚生 ＊
常用 250,000円 01051-   113121 0152-73-3125　（従業員数  13人） ＊

製造スタッフ 4人 ５９ 180,000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 8:30～18:30 雇用・労災 ＊
（店舗・工場） 以下 ～ 健康・厚生 ＊

常用 220,000円 01051-   114021 0152-73-3125　（従業員数  5人） ＊
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-   115721 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-   116821 　　　　　　　　　　（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-   117221 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-   118521 　　　　　　　　　　（従業員数   1人） ＊
製造作業員 2人 ５９ 155,520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 155,520円 01051-   119421 0152-76-2665　（従業員数   35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-   121121 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-   122021 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 車両系建設機械あれば尚可

不問 ～ 健康・厚生 ＊
常用 165,000円 01051-   123721 0152-76-1162　（従業員数   10人） ＊

木製食品容器の 1人 ６４ 164,160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 198,720円 01051-   124821 0152-76-2676　（従業員数   22人） ＊
木製食品容器の 2人 ６４ 155,520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 155,520円 01051-   125221 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-   126521 0152-77-3880　（従業員数  5人） 整備経験者

運転手 1人 198,000円 株式会社　旭ダンケ 網走郡美幌町字野崎６５番地 7:30～17:00 雇用・労災 雇用　4/1～
不問 ～ 道東支店 健康・厚生 大型・小型移動式クレーン

常用 198,000円 01051-   128321 0152-72-3327　（従業員数   17人） ・玉掛け/運転手経験者優遇

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-   129621 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-   130021 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

清掃及び管理 1人 170,000円 フジケンビルサービス　株式会社 網走郡美幌町字青山北４３番地８ 8:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許(AT限定不可）

不問 ～ 就労地：美幌町基点に網走管内 健康・厚生 中型免許あれば尚可
常用 200,000円 01051-   133221 0152-73-3614　（従業員数  26人） ＊

清掃及び管理 1人 160,250円 フジケンビルサービス　株式会社 網走郡美幌町字青山北４３番地８ 8:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許(AT限定不可）

不問 ～ 就労地：美幌町基点に網走管内 健康・厚生 中型免許あれば尚可
常用 182,500円 01051-   134521 0152-73-3614　（従業員数  26人） ＊

歯科衛生士 1人 217,000円 びほろファミリー歯科 網走郡美幌町字大通南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、マウスの基本操作

常用 245,000円 01051-   142521 0152-75-2505　（従業員数 　3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
公社業務職員 1人 188,400円 一般社団法人　 網走郡美幌町字美禽２５８番地の２ 8:45～17:15 雇用・労災 雇用　4/1～3/31　
（事務・宿泊施設 不問 ～ 美幌みどりの村振興公社 健康・厚生 契約更新の可能生あり
管理・イベント企画） 188,400円 普通自動車免許(AT限定不可）

常用 01051-   144321 0152-72-0178　（従業員数 　8人） ワード・エクセルの基本操作

事務員 1人 ４０ 160,000円 道路工業　株式会社 網走郡美幌町字稲美２００－１ 8:30～17:30 雇用・労災 普通自動車免許(通勤用）

以下 ～ 美幌斜里工事事務所 健康・厚生 パソコン操作（ワード・
常用 165,000円 01051-   145621 0152-73-1611　（従業員数  22人） エクセル）

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-   641321 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 ５９ 180,000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-   667421 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 自動車整備経験者

常用 01050-   668321 0157-24-6166　（従業員数  51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 北見市東稜町５７－１０ 9:00～18:00 雇用・労災 介護支援専門員

以下 ～ 就労地：美幌町鳥里２丁目５「グループホーム和　とりさと館」 健康・厚生 経験者尚可
常用 250,000円 01050-   832821 0152-75-3975　（従業員数  22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-   901121 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-   922521 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-   923421 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-   547221 0126-22-3388　（従業員数  8人） ＊

一般事務職 1人 170,000円 網走信用金庫　美幌支店 網走郡美幌町字大通北３丁目１２番地の１ 8:40～16:50 雇用・労災 年度毎の更新契約
（金融機関） 不問 ～ 健康・厚生 PC入力程度可能な方尚可

170,000円 珠算、電卓能力検定あれば尚可

常用 01051-   146921 0152-73-2161　（従業員数  18人） 金融機関での勤務経験5～10年以上

一般事務職 1人 128,800円 網走信用金庫　美幌支店 網走郡美幌町字大通北３丁目１２番地の１ 8:30～16:30 雇用・労災 年度毎の更新契約
（美幌町役場派出所） 不問 ～ 就労地：美幌町東２条北２丁目２５番地 8:40～16:30 健康・厚生 PC入力程度可能な方尚可

128,800円 　　　「美幌町役場内」 珠算、電卓能力検定あれば尚可

常用 01051-   147121 0152-73-2161　（従業員数  1人） 金融機関での勤務経験者歓迎

◎一般求人



冷凍食品 3人 153,353円 クレードル食品株式会社 網走郡美幌町字稲美１６４番地 8:00～17:00 雇用・労災 ＊
製造工員 不問 ～ 健康・厚生 ＊

常用 153,353円 01051-    151421 0152-73-3175　（従業員数  342人） ＊
事務・運行管理者 1人 ５９ 156,500円 津別通運　株式会社 網走郡津別町字共和２６番地の１ 8:30～17:00 雇用・労災 普通自動車免許・簿記検定3級

（運行管理補助者） 以下 ～ 健康・厚生 ・運行管理者（貨物）・運行管理

246,500円 基礎講習修了者尚可

ワード・エクセル基本操作

常用 01051-    154921 0152-76-2062　（従業員数  14人） 事務・運行管理業務経験あれば尚可

大型トレーラー 1人 ５９ 266,500円 津別通運　株式会社 網走郡津別町字共和２６番地の１ 8:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許(AT限定不可）

運転手 以下 ～ 健康・厚生 大型・けん引あれば尚可
常用 441,500円 01051-    155121 0152-76-2062　（従業員数  14人） 大型車運転経験あれば尚可

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
選別工場 1人 ５９ 890円 株式会社　北海道グレイン 網走郡美幌町字稲美２３１番地８ 8:30～17:30 雇用・労災 普通自動車免許

管理担当 以下 ～ カンパニー の間の５時間程度 フォークリフト免許あれば尚可

常用 890円 01051-    　77721 0152-77-3883　（従業員数  5人） ＊
電気計量器 1人 1,000円 ほくでんサービス株式会社 北見市北８条東１丁目２番地１　北海道電力㈱内 8:40～17:20 労災 雇用　～3/31

検針員 不問 ～ 北見支店 就労地：津別町・美幌町 の間の４時間程度 契約更新の可能生あり
常用 1,000円 01050-    520121 0157-26-1280　（従業員数  43人） 普通自動車免許

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　～R5.3/31
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-　 9837421 03-3283-9476　（従業員数  2人） 間の６時間 /初級レベル）
寮世話係 2人 900円 丸玉木材　株式会社 網走郡美幌津別町字新町７番地 8:20～17:30 雇用・労災 3ヶ月毎の更新契約

不問 ～ 就労地：津別町旭町６４「丸玉木材㈱男子寮」 14:20～17:30 普通自動車免許あれば尚可

常用 900円 01051-     81921 0152-76-2111　（従業員数  8人） 5:00～6:00 ＊
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-     94221 0152-72-0072 　（従業員数  17人） 介護福祉士あれば尚可
介護業務 1人 1,000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 労災 ホームヘルパー２級・

（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・

1,110円 介護福祉士あれば尚可
常用 01051-   　96421 0152-75-2210　（従業員数  78人） 普通自動車免許

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-     98621 0152-72-0606　（従業員数  19人） 21:00～6:00 ＊
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-    100421 0152-77-3336　（従業員数  3人） 普通自動車免許

◎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
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-    103921 0152-76-2667　（従業員数   2人） ＊
弁当・オードブル 1人 900円 合同会社　アロイフーズ 網走郡美幌町字青山北１７－１ 9:00～16:00 労災 ＊

の製造販売 不問 ～ ほっともっと　美幌店 の間の３～６時間 ＊
常用 900円 01051-    105021 0152-75-4500　（従業員数   13人） ＊

弁当・オードブル 3人 900円 合同会社　アロイフーズ 網走郡美幌町字青山北１７－１ 16:00～20:00 労災 ＊
の製造販売 不問 ～ ほっともっと　美幌店 17:00～20:00 ＊

常用 900円 01051-    106721 0152-75-4500　（従業員数   13人） 17:00～23:00 ＊
フロントスタッフ 1人 890円 株式会社　アンビックス 網走郡津別町字上里７３８番地 7:00～22:00 労災 雇用　６ヶ月　契約更新の可能生あり

不問 ～ ランプの宿森つべつ の間の４～８時間 事務・パソコン関係の資格があれば尚可

常用 1,100円 01051-    111621 0152-76-3333　（従業員数   11人） フロント業務経験あれば尚可

製造作業員 2人 900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 900円 01051-    120921 0152-76-2665　（従業員数   35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-    131721 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-    132821                     (従業員数  7人） ＊
清掃業 1人 900円 フジケンビルサービス　株式会社 網走郡美幌町字青山北４３番地８ 13:00～17:00 雇用・労災 ＊

不問 ～ 就労地：美幌町青山北５３－３ ＊
常用 900円 01051-   135421 0152-73-3614　（従業員数  7人） ＊

清掃業 1人 900円 フジケンビルサービス　株式会社 網走郡美幌町字青山北４３番地８ 17:30～20:00 労災 ＊
不問 ～ 就労地：美幌町青山北５３－３ ＊

常用 900円 01051-   136321 0152-73-3614　（従業員数  7人） ＊
清掃業 1人 900円 フジケンビルサービス　株式会社 網走郡美幌町字青山北４３番地８ 6:00～9:00 労災 ＊

不問 ～ 就労地：美幌町青山北５３－３ ＊
常用 900円 01051-   137621 0152-73-3614　（従業員数  7人） ＊

清掃業 1人 1,000円 フジケンビルサービス　株式会社 網走郡美幌町字青山北４３番地８ 6:00～8:30 労災 ＊
不問 ～ 就労地：美幌町稲美１６４ ＊

常用 1,000円 01051-   138921 0152-73-3614　（従業員数  10人） ＊
清掃業 1人 1,000円 フジケンビルサービス　株式会社 網走郡美幌町字青山北４３番地８ 8:00～12:00 雇用・労災 ＊

不問 ～ 就労地：美幌町稲美１６４ ＊
常用 1,000円 01051-   139121 0152-73-3614　（従業員数  10人） ＊

清掃及び管理 1人 900円 フジケンビルサービス　株式会社 網走郡美幌町字青山北４３番地８ 6:00～12:00 雇用・労災 普通自動車免許
不問 ～ ＊

常用 900円 01051-   140821 0152-73-3614　（従業員数  26人） ＊

◎パート求人



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 ～ の間の２～８時間 ＊

常用 1,000円 01051-   141221 0152-72-3620　（従業員数  3人） ＊
歯科衛生士 1人 1,100円 びほろファミリー歯科 網走郡美幌町字大通南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-   143421 0152-75-2505　（従業員数 　3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：美幌町鳥里２丁目５「グループホーム和　とりさと館」 経験者尚可

常用 1,000円 01050-   833221 0152-75-3975　（従業員数  22人） ＊
一般事務職 1人 920円 網走信用金庫　美幌支店 網走郡美幌町字大通北３丁目１２番地の１ 8:40～16:50 雇用・労災 年度毎の更新契約

（金融機関） 不問 ～ の間の５時間以上 PC入力程度可能な方尚可

920円 珠算、電卓能力検定あれば尚可

常用 01051-   149721 0152-73-2161　（従業員数  18人） 金融機関での勤務経験者歓迎

学校事務生 1人 903円 美幌町役場 網走郡美幌町字東２条北２丁目２５番地 8:00～12:00 雇用・公災 雇用　4/1～3/31　更新可能生あり

不問 ～ 就労地：美幌町内小中学校 普通自動車免許
常用 903円 01051-   150521 0152-77-6556 （従業員数  550人） ワード・エクセルの基本操作

販売員 1人 930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 950円 01051-   152321 0152-73-3125　（従業員数  5人） ＊
製材に関する軽作業員 1人 1,100円 熊谷林産　株式会社 網走郡美津別町字共和１２５番地 8:00～17:30 労災 ＊
または製材製造工 不問 ～ の間の３時間以上 ＊

常用 1,100円 01051-   153621 0152-76-2365 （従業員数  15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ー２－２　札幌ノースプラザビル６階 6:30～11:45 労災 雇用　～9/30

不問 ～ 就労地：津別町幸町６１「津別病院」 15:00～19:00 以後１年毎の更新契約
常用 950円 01010-  5100921 011-200-8808 （従業員数  7人） 普通自動車免許あれば尚可

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
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-    110321 0152-73-3145　（従業員数   200人） 21:20～6:50 ＊

製造工 2人 198,000円 株式会社　旭ダンケ　 網走郡美幌町字野崎６５番地 7:30～17:00 雇用・労災 雇用　4/1～11/30
不問 ～ 道東支店 健康・厚生 ＊

臨時 198,000円 01051-   　  4620 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　 網走郡美幌町字野崎６５番地 7:30～17:00 雇用・労災 雇用　4/1～11/30

不問 ～ 道東支店 健康・厚生 大型自動車免許
臨時 198,000円 01051-   　  5520 0152-72-3327　（従業員数   17人） 経験者優遇

◎期間雇用求人


