
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
販売員 1人 135,191円 有限会社　石田屋 網走郡美幌町字大通北１丁目１３番地 8:00～20:00の 雇用・労災 普通自動車免許

不問 ～ 就労地：大空町女満別中央２０１番地 間の７時間程度 健康・厚生 （通勤用）
135,191円 　　「女満別空港店」 ＊

常用 01051-  156021 0152-74-2755　（従業員数　7人） ＊
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：美幌町字新町１丁目５番地　 18:00～9:00 健康・厚生 ＊
３４ 164,500円 　　「ALSOK北海道（株）　北見支社　美幌出張所」 9:00～8:00 ＊

常用 01240- 2465721 011-747-2203　（従業員数　6人） ＊
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：美幌町字新町１丁目５番地　 18:00～9:00 健康・厚生 契約更新の可能性あり
158,000円 　　「ALSOK北海道（株）　北見支社　美幌出張所」 9:00～8:00 普通自動車免許

常用 01240- 2469421 011-747-2203　（従業員数　6人） ＊
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- 2036021 0155-37-3191　（従業員数　7人） ＊
事務局職員A 1人 ４２ 163,100円 社会福祉法人 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 普通自動車免許（AT限定不可）

以下 ～ 美幌町社会福祉協議会 就労地：本部：美幌町役場庁舎１階内、 健康・厚生 社会福祉士、精神保健福祉士、

182,200円 ボランティアセンター：しゃきっとプラザ２階内 介護支援専門員のいずれか/

常用 01051-  160621 0152-72-1165　（従業員数　9人） ワード・エクセル・パワーポイント

製材工場工員 1人 ６４ 176,000円 有限会社　葛西木材工業 網走郡美幌町字青山南６番地の６ 7:30～17:30 雇用・労災 ＊
以下 ～ 就労地：美幌町字瑞治３３－２ 健康・厚生 ＊

常用 203,500円 01051-  161921 0152-73-3556　（従業員数　3人） ＊
薬局助手 1人 163,100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　毎年度末の

不問 ～ 健康・厚生 契約更新/ワード・エクセル/

常用 163,100円 01051-  164721 0152-73-4111　（従業員数　131人） 薬局助手経験あれば尚可

◎一般求人

第４９９号 ２月２１日発行（２月４日～２月２０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３月４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。） 

 

 



歯科衛生士 1人 ５９ 190,000円 医療法人社団 旭川市宮下通９丁目３９６番地３ 8:30～19:30 雇用・労災 歯科衛生士
以下 ～ 弘英アライアンス 就労地：美幌町字三橋町 14:00～19:30 健康・厚生 経験者優遇

260,000円 　　「美幌かみあわせ歯科クリニック」 8:30～13:00(土) ＊
常用 01030- 2762521 0166-26-1622　（従業員数　4人） ＊

歯科助手 1人 ５９ 170,000円 医療法人社団　 旭川市宮下通９丁目３９６番地３ 8:30～19:30 雇用・労災 普通自動車免許
以下 ～ 弘英アライアンス 就労地：美幌町字三橋町 14:00～19:30 健康・厚生 経験者優遇

230,000円 　　「美幌かみあわせ歯科クリニック」 8:30～13:00(土) ＊
常用 01030- 2764321 0166-26-1622　（従業員数　4人） ＊

事務局職員B 1人 163,100円 社会福祉法人 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～R５．３/３１　更新の可能性あり/

不問 ～ 美幌町社会福祉協議会 就労地：美幌町字東３条北２丁目１番地 健康・厚生 普通自動車免許（AT限定不可）/福祉・介護関係

163,100円 　　「美幌町保健福祉総合センター（しゃきっとプラザ）２階」 資格あれば尚可/ワード・エクセルの基本

常用 01051-  165821 0152-72-1165　（従業員数　2人） 操作（パワーポイントのスキルあれば尚可）

道路・公園維持 1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
管理作業 不問 ～ 就労地：美幌町字報徳 7:45～16:30 健康・厚生 更新の可能性あり

259,300円 　　「車両センター」他、町内全域 大型、大特、車両系建設機械

常用 01051-  166221 0152-77-6549　（従業員数　11人） ＊
介護職員 1人 ６２ 155,500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 8:00～16:30 雇用・労災 普通自動車免許

以下 ～ 就労地：美幌町字野崎１１番地の１ 8:30～17:00 健康・厚生 介護福祉士、介護業務
197,400円 　　「すろー・らいふ美幌」 経験あれば尚可

常用 01051-  169321 0152-73-5212　（従業員数　24人） ＊
事務補助 1人 163,100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　毎年度末の

不問 ～ 健康・厚生 契約更新/ワード・エクセル/

常用 163,100円 01051-  170121 0152-73-4111　（従業員数　131人） 事務経験あれば尚可
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- 3699421 0120-40-1193　（従業員数　18人） 財形 管理者要件を満たしている方

主任介護支援 1人 ６２ 227,100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 介護支援専門員
専門員 以下 ～ 就労地：津別町字共和２５番地１ 健康・厚生 主任介護支援専門員

293,600円 　　「津別町居宅介護支援事業所」 普通自動車免許
常用 01051-  171021 0152-76-3205　（従業員数　4人） ＊

介護支援専門員 1人 ６２ 176,000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 介護支援専門員
以下 ～ 就労地：津別町字共和２５番地１ 健康・厚生 普通自動車免許

201,000円 　　「津別町居宅介護支援事業所」 ＊
常用 01051-  172721 0152-76-3205　（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
店員 10人 889円 株式会社　ツルハ 網走郡美幌町字三橋南３－１ 8:30～22:00の 雇用・労災 ３ヶ月毎の更新契約

不問 ～ ツルハドラッグ　美幌中央店 間の４～７時間 ＊
常用 899円 01051-  157721 　　　　　　　　　　（従業員数　0人） ＊

学習補助員 3人 1,158円 津別町役場 網走郡津別町字幸町４１ 8:15～14:15 雇用・公災 雇用　４/１～R５．３/３１
不問 ～ 就労地：津別町字幸町６９－１　 契約更新の可能性あり

1,158円 　　「津別町立津別小学校」 ＊
常用 01051-  162121 0152-77-6002　（従業員数　29人） ＊

学習補助員 2人 1,158円 津別町役場 網走郡津別町字幸町４１ 8:15～14:15 雇用・公災 雇用　４/１～R５．３/３１
不問 ～ 就労地：津別町字豊永６番地２ 契約更新の可能性あり

1,158円 　　「津別町立津別中学校」 ＊
常用 01051-  163021 0152-77-6002　（従業員数　20人） ＊

理学療法士または 1人 ６４ 1,450円 一般社団法人 札幌市中央区北１条西９丁目３－２７　第３古久根ビル４F 8:45～17:30の 労災 理学療法士または作業療法士

作業療法士 以下 ～ 北海道総合在宅ケア事業団 就労地：美幌町字西１条北１丁目１番地１ 間の３時間以上 普通自動車免許
1,450円 　　「美幌地域訪問看護ステーション」 理学療法士または作業療法士

常用 01010- 6102721 0152-73-6186　（従業員数　12人） としての経験３年以上あれば尚可

介護支援専門員 1人 ６２ 1,250円 一般社団法人 札幌市中央区北１条西９丁目３－２７　第３古久根ビル４F 8:45～17:30の 雇用・労災 介護支援専門員または介護支援

以下 ～ 北海道総合在宅ケア事業団 就労地：美幌町字西１条北１丁目１番地１ 間の６時間程度 健康・厚生 専門員実務研修修了者/普通

1,250円 　　「美幌地域ケアプラン相談センター」 自動車免許/更新対象者は

常用 01010- 6116621 0152-73-6186　（従業員数　12人） 更新研修修了者（受講予定を含む）

清掃員 1人 898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 6:00～9:00 労災 ＊
不問 ～ 北見支店　美幌オフィス 就労地：大空町女満別昭和１４９番地１０ 6:00～10:00 ＊

常用 898円 01051-  167521 0152-72-4127　（従業員数　1人） ＊
冷凍食品 2人 １８ 910円 クレードル食品株式会社 網走郡美幌町字稲美１６４番地 17:00～2:00 雇用・労災 普通自動車免許

製造工員 以上 ～ 基本的なPC入力操作が
常用 910円 01051-  168421 0152-73-3175　（従業員数　342人） できれば尚可

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
造林作業員 3人 230,000円 有限会社　安藤組 網走郡津別町字柏町１５番地５２ 7:00～16:00 雇用・労災 雇用　～１１/３０　普通

不問 ～ 就労地：津別町・美幌町民有林 健康・厚生 自動車免許、重機等作業資格

臨時 368,000円 01051-    6820 0152-76-3198　（従業員数　2人） あれば尚可/経験者優遇

工場作業員 1人 162,750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 8:30～18:00 雇用・労災 雇用　３ヶ月
不問 ～ 就労地：美幌町大通北４丁目 健康・厚生 普通自動車免許

臨時 179,025円 01050- 1023321 　　　　　　　　　　（従業員数　1人） （AT限定不可）
公園トイレ 1人 59,520円 株式会社　津別町振興公社 網走郡津別町幸町４１番地 8:00～12:00 労災 雇用　５/１～１０/３１

清掃員 不問 ～ 就労地：津別町字共和 普通自動車免許あれば尚可

59,520円 　　「２１世紀の森キャンプ場」「河岸公園」 ＊
臨時 01051-    7020 0152-76-1283　（従業員数　1人） ＊

◎パート求人

◎期間雇用求人



プールの 2人 105,750円 特定非営利活動法人 網走郡美幌町字西１条南５丁目３番地 9:20～17:05 労災 雇用　５/１～１０/３１
維持管理 不問 ～ 美幌町スポーツ協会 就労地：「B&G海洋センター」 17:00～21:15 ＊

臨時 105,750円 0152-73-0700　（従業員数　8人） ＊
プールの 1人 105,750円 特定非営利活動法人 網走郡美幌町字西１条南５丁目３番地 9:20～17:05 労災 雇用　５/１～１０/３１

窓口業務 不問 ～ 美幌町スポーツ協会 就労地：「B&G海洋センター」 17:00～21:15 ＊
臨時 105,750円 01051-    9220 0152-73-0700　（従業員数　8人） ＊

パークゴルフ場の 1人 81,000円 特定非営利活動法人 網走郡美幌町字西１条南５丁目３番地 7:45～17:15 労災 雇用　５/１～１０/３１
受付 不問 ～ 美幌町スポーツ協会 就労地：美幌町昭野 7:45～16:15 普通自動車免許（通勤用）

81,000円 　　「網走川河川敷運動公園パークゴルフ場」 ＊
臨時 01051-   10420 0152-73-0700　（従業員数　6人） ＊

パークゴルフ場の 1人 172,200円 特定非営利活動法人 網走郡美幌町字西１条南５丁目３番地 8:45～17:15 雇用・労災 雇用　４/１～１０/３１
維持管理 不問 ～ 美幌町スポーツ協会 就労地：美幌町昭野 健康・厚生 普通自動車免許

172,200円 　　「網走川河川敷運動公園パークゴルフ場」 ＊
臨時 01051-   11720 0152-73-0700　（従業員数　6人） ＊

土木作業員 2人 240,000円 芙蓉建設　株式会社 網走郡美幌町字東２条北１丁目１２番地 7:30～17:00 雇用・労災 雇用　４/１～１２/３１
不問 ～ 就労地：事業所及び網走管内 健康・厚生 普通自動車免許（AT限定不可）

臨時 240,000円 01051-   12620 0152-73-4314　（従業員数　27人） 大型、大特あれば尚可


