
　

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
人材コーディ 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 雇用　1年　契約更新の可能性あり

ネーター 不問 ～ 美幌町シルバー人材センター マナビティセンター内 健康・厚生 普通自動車免許（AT限定不可）

常用 185,500円 01051-   174221 0152-72-3366　（従業員数  3人） PC入力程度
臨床工学技士 1人 ４０ 182,200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 臨床工学技士

以下 ～ 市町村職員 ＊
常用 259,600円 01051-   175521 0152-73-4111　（従業員数  131人） 共済組合 ＊

介護職員 1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
～ ～ 就労地：津別町共和２５番地１ 8:45～17:15 健康・厚生 介護職員初任者研修/
６２ 207,400円 　　「特別養護老人ホーム　いちいの園」 9:30～18:00 介護福祉士あれば尚可

10:00～18:30 経験者優遇
常用 01051-   176421 0152-76-3205  （従業員数　31人） 16:30～9:30 ＊

看護職員 1人 ６２ 171,100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 准看護師
以下 ～ 就労地：特別養護老人ホーム　緑の苑 7:30～16:00 健康・厚生 ＊

常用 231,300円 01051-   178621 0152-73-1215  （従業員数  92人） 10:30～19:00 ＊
商品開発職 1人 ３５ 209,500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 普通自動車免許

以下 ～ 健康・厚生 ワード・エクセルの基本操作

常用 256,000円 01051-　 179921 0152-73-3175  （従業員数  342人） ＊
労務職員 1人 193,000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 8:15～16:45 雇用・労災 普通自動車免許

不問 ～ 就労地：津別町共和２５番地１ 健康・厚生 危険物丙種あれば尚可
193,000円 　　「津別町デイサービスセンター」 ＊

常用 01051-   180721 0152-76-3205  （従業員数　11人） ＊
雇用促進支援員 1人 202,400円 美幌・津別地域季節労働者 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

不問 ～ 通年雇用促進支援協議会 健康・厚生 契約更新の可能性あり
常用 202,400円 01051- 　181821 0152-77-6548  （従業員数  2人） 普通自動車免許/PC基本操作

◎一般求人

※令和４年４月より発行日が変更となります。
　毎月５日、２０日発行⇒毎月１０日、２５日発行
　（令和４年４月は１１日（月）、２５日（月）の発行となりますので、ご了承ください。）

第５００号 ３月４日発行（２月２１日～３月３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２２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。） 

 



町有林及び道路・ 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　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-   182221 0152-77-6547　（従業員数  3人） 他、求人票参照
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 8:45～18:15 雇用・労災 雇用　4/1～R5.3/31　契約更新の

不問 ～ 美幌みどりの村振興公社 健康・厚生 可能生あり/普通自動車免許

常用 188,400円 01051-   183521 0152-72-0178　（従業員数  8人） （ＡＴ限定不可）・大特

特別支援教育 2人 157,900円 美幌町役場 網走郡美幌町字東２条北２丁目２５番地 8:10～16:25 雇用・公災 雇用　4/1～R5.3/31
支援員 不問 ～ 就労地：美幌町内の中学校 健康・厚生 契約更新の可能性あり
常用 157,900円 01051-   184421 0152-77-6557　（従業員数  550人） ＊

教育支援員 1人 252,800円 美幌町役場 網走郡美幌町字東２条北２丁目２５番地 8:00～16:30 雇用・公災 雇用　4/1～R5.3/31
不問 ～ 就労地：美幌町内の小学校 健康・厚生 契約更新の可能性あり

252,800円 小学校または中学校教諭免許

常用 01051-   185321 0152-77-6557　（従業員数  550人） 教職経験あれば尚可
品質管理部門 1人 ３５ 209,500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 普通自動車免許

管理職候補 以下 ～ 健康・厚生 ワード・エクセルの基本操作

常用 256,000円 01051-　 186621 0152-73-3175 （従業員数  342人） ＊
給水装置・配管 1人 ６４ 220,000円 吉井建設　株式会社 網走郡大空町女満別東陽３丁目３－８ 8:00～17:30 雇用・労災 普通自動車免許(AT限定不可）

技術者（技能者） 以下 ～ 就労地：オホーツク管内の現場 健康・厚生 土木関連の免許・資格あれば優遇

385,000円 財形 水道工事・給水工事の現場

常用 01180- 　460921 0152-74-2185  （従業員数  23人） 経験や技能があれば尚可

現場代理人 1人 ５９ 220,000円 株式会社　四ッ輪工業 網走郡美幌町字仲町１丁目１４３番地３４ 8:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許
以下 ～ 就労地：事業所及び主に美幌町内 他に 健康・厚生 １級管工事施工管理技士

280,000円 　　　　　　　　　　　　　　　網走管内の各現場 工事現場管理経験
常用 01051-　 187921 0152-73-3673  （従業員数  14人） パソコン知識、ＣＡＤ使用必須

建築士 1人 ６４ 283,940円 株式会社　清水建設 網走郡津別町字共和５１番地２ 7:30～17:00 雇用・労災 普通自動車免許
以下 ～ 就労地：事業所及び津別近郊 健康・厚生 １級または２級建築士

344,720円 現場経験あれば尚可
常用 01051-　 188121 0152-76-2672  （従業員数  21人） エクセル・ワードの基本操作

建築施工管理 1人 ６４ 261,620円 株式会社　清水建設 網走郡津別町字共和５１番地２ 7:30～17:00 雇用・労災 普通自動車免許/１級または

技士 以下 ～ 就労地：事業所及び津別近郊 健康・厚生 ２級建築施工管理技士/
305,680円 現場経験あれば尚可

常用 01051-　 189021 0152-76-2672  （従業員数  21人） エクセル・ワードの基本操作

土木施工管理 1人 ６４ 261,620円 株式会社　清水建設 網走郡津別町字共和５１番地２ 7:30～17:00 雇用・労災 普通自動車免許/１級または

技士 以下 ～ 就労地：事業所及び津別近郊 健康・厚生 ２級土木施工管理技士/

300,100円 大型、大特あれば尚可/現場経験

常用 01051-　 190221 0152-76-2672  （従業員数  21人） あれば尚可/エクセル・ワードの基本操作

土木技術者 2人 ５９ 230,000円 美幌貨物自動車　株式会社 網走郡美幌町字稲美９６番地 8:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許/１級土木

以下 ～ 就労地：事業所他美幌町周辺 健康・厚生 施工管理技士又はその他の土木・

常用 330,000円 01051-　 191521 0152-73-5388  （従業員数  44人） 測量技術関係資格あれば尚可



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
現場監理責任者 2人 ６４ 177,800円 安全建設　株式会社 網走郡美幌町字青山南２５番地１ 7:00～16:00 雇用・労災 普通自動車免許

以下 ～ 就労地：事業所他、主に美幌町周辺、他網走管内 健康・厚生 １・２級土木施工管理技士又は

188,500円 １・２級建築施工管理技士などの

常用 01051-　 192421 0152-72-4151  （従業員数  13人） 管理者資格/現場監理経験あれば尚可

現場監理責任者 2人 ６４ 157,500円 安全建設　株式会社 網走郡美幌町字青山南２５番地１ 7:00～16:00 雇用・労災 普通自動車免許
(補助・見習い） 以下 ～ 就労地：事業所他、主に美幌町周辺、他網走管内 健康・厚生 ワード・エクセルできれば尚可

常用 172,500円 01051-　 193321 0152-72-4151  （従業員数  13人） ＊
現場代理人 1人 ６４ 190,000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 8:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許

以下 ～ 就労地：事業所及び網走管内 健康・厚生 １級土木施工管理技士
常用 366,000円 01051-　 194621 0152-73-4314  （従業員数  14人） 現場代理人及び主任技術者経験者

正看護師 1人 １８ 213,396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 看護師
～ ～ 美幌療育病院 9:30～18:00 健康・厚生 ＊
５９ 343,988円 13:10～21:40 ＊

常用 01051- 　197021 0152-73-3145  （従業員数  191人） 21:20～6:50 ＊
准看護師 1人 １８ 176,204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 准看護師

～ ～ 美幌療育病院 9:30～18:00 健康・厚生 ＊
５９ 231,960円 13:10～21:40 ＊

常用 01051-　 198721 0152-73-3145  （従業員数  191人） 21:20～6:50 ＊
看護師 1人 １８ 205,100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 看護師

（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 看護職経験あれば尚可
常用 ５９ 294,700円 01051-   199821 0152-75-2210　（従業員数   78人） ＊

准看護師 1人 １８ 171,100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 准看護師
（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 看護職経験あれば尚可
常用 ５９ 219,900円 01051-   200921 0152-75-2210　（従業員数   78人） ＊

ケアマネージャー 1人 160,000円 有限会社　ライフサポート企画 網走郡美幌町字稲美５９番地１２９ 8:30～17:30 雇用・労災 普通自動車免許
不問 ～ （いなみ介護支援センター・いなみ薬局） 8:30～12:30(土） 健康・厚生 介護支援専門員

常用 170,000円 01051- 　205221 0152-75-0300  （従業員数　14人） PC入力程度
幼稚園教諭 1人 ５９ 155,000円 学校法人　美幌大谷学園 網走郡美幌町字西２条南１丁目１ 7:30～16:30 雇用・労災 幼稚園教諭または保育士

以下 ～ 美幌大谷幼稚園 「認定こども園　美幌大谷幼稚園」 8:30～17:30 私学共済 ＊
210,000円 9:30～18:30 ＊

7:30～18:30の ＊
常用 01051-   206521 0152-73-2409 （従業員数 　32人） 間の８時間程度 ＊

一般事務員 1人 ６４ 155,000円 安全運送　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-　 209621 0152-73-5141  （従業員数  34人） ＊

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　4/1～（予定）
以下 ～ 津別観光協会 就労地：「さんさん館」 健康・厚生 普通自動車免許

常用 177,000円 01051-　 210021 0152-77-3771  （従業員数  3人） エクセル・ワード等
一般事務員 1人 ２５ 155,000円 株式会社　蓮井鉄工所 網走郡美幌町字三橋町２丁目１３番地 8:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許

以下 ～ 健康・厚生 エクセル基本操作
常用 160,000円 01051-   211721 0152-73-2794  （従業員数  24人） ＊

◎一般求人



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（ＡＴ限定不可）

以下 ～ 就労地：美幌町日の出２丁目６「美幌営業所」 健康・厚生 PC基本的な操作のできる方

常用 180,000円 01051-　 212821 0152-73-0102  （従業員数  7人） 財形 ＊
一般事務 3人 142,000円 美幌町農業協同組合 網走郡美幌町字青山南３０番地１ 8:30～17:00 雇用・労災 雇用　1年　 契約更新の可能性あり

不問 ～ 健康・厚生 ワード・エクセルなどの技能（入力程度）

常用 155,000円 01051-　 213221 0152-72-1111  （従業員数  136人） 障がい者手帳所持者
お客様へ保険の情報 1人 ５９ 207,000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（ＡＴ限定不可）

提供・顧客管理業務 以下 ～ 健康・厚生 簡単なパソコン操作
常用 207,000円 01051-　 214521 0152-73-2447  （従業員数  3人） ＊

コンビニエンス 1人 １８ 206,000円 有限会社　清月スーパー 網走郡津別町字新町１５－２８ 6:00～23:00 雇用・労災 ＊
ストア店長 以上 ～ 就労地：セイコーマート津別店 の間の８時間程度 健康・厚生 ＊

常用 206,000円 01051-   215421 0152-76-1235  （従業員数  20人） ＊
コンビニエンス 1人 １８ 198,260円 有限会社　清月スーパー 網走郡津別町字新町１５－２８ 6:00～23:00 雇用・労災 雇用　～R5.3/25

ストア店員 以上 ～ 就労地：セイコーマート津別店 の間の８時間程度 健康・厚生 １年毎の更新契約
常用 198,260円 01051-   216321 0152-76-1235  （従業員数  20人） ＊

給油所一般 1人 126,000円 美幌町農業協同組合 網走郡美幌町字青山南３０番地１ 6:30～14:00 雇用・労災 雇用　６ヶ月　契約更新の可能性あり

業務作業員 不問 ～ 就労地：ホクレンスタンド 13:30～20:30 健康・厚生 危険物乙４・普通自動車免許

133,000円 あれば尚可/ガソリンスタンド

常用 01051-   218921 0152-72-1119  （従業員数  6人） 勤務経験あれば尚可

農産営業 1人 ５９ 185,000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
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-　 219121 0152-77-3883  （従業員数  6人） 農業知識あると尚可
営業員 1人 ３５ 231,920円 株式会社　ビホロサッシ工業 網走郡美幌町字稲美２１２番地３６ 8:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許（ＡＴ限定不可）

以下 ～ 健康・厚生 パソコン操作できる方
常用 244,840円 01051- 　222521 0152-73-5243　 （従業員数  7人） （ワード・エクセル）

介護職員 1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
～ ～ 就労地：美幌町稲美１０５番地の６ 8:45～17:15 健康・厚生 介護職員初任者研修/
６２ 207,400円 　　「アメニティ美幌あさひグループホーム」 10:30～19:00 介護福祉士あれば尚可

常用 01051-   224321 0152-72-0072  （従業員数　16人） 16:30～9:30 経験者優遇
介護職員 1人 １８ 152,500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 8:30～17:00 雇用・労災 介護福祉士、介護職員

～ ～ 就労地：美幌町野崎１１番地の１ 7:00～15:30 健康・厚生 初任者研修あれば尚可
６２ 194,400円 　　「すろー・らいふ美幌」 12:30～21:00 経験者優遇

常用 01051-   226921 0152-73-5212  （従業員数　24人） 16:30～9:30 ＊
訪問介護員 1人 ４０ 155,000円 有限会社　ライフサポート企画 網走郡美幌町字稲美５９番地１２９ 8:30～17:30 雇用・労災 普通自動車免許（ＡＴ限定不可）

以下 ～ （いなみ介護支援センター・いなみ薬局） 就労地：利用者宅（美幌町） 8:30～12:30(土） 健康・厚生 ホームヘルパー２級、介護

常用 160,000円 01051- 　227121 0152-75-0300  （従業員数　16人） 福祉士、看護師のいずれか

訪問介護員 1人 172,000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５－６　１０２号室 8:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許
(サービス提供責任者） 不問 ～ 就労地：美幌町内 9:00～18:00 健康・厚生 介護福祉士

常用 204,000円 01051- 　228021 0152-77-3336  （従業員数　3人） ワード・エクセルの基本操作

看護助手 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 8:00～16:45 雇用・労災 雇用　～3/31　年度毎の契約更新　

不問 ～ 健康・厚生 パソコン入力（ワード・
常用 163,100円 01051-   229721 0152-73-4111　（従業員数  131人） エクセルの基本操作）



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
看護助手 1人 126,300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 8:00～15:00 雇用・労災 雇用　～3/31　年度毎の契約更新　

不問 ～ 健康・厚生 パソコン入力（ワード・
常用 126,300円 01051-   230521 0152-73-4111　（従業員数  131人） エクセルの基本操作）

薬局助手 1人 152,800円 丸玉木材株式会社 網走郡津別町字幸町６１番地 8:15～17:00 雇用・労災 雇用　１年　契約更新の可能性あり

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

常用 186,300円 01051- 　231421 0152-76-2121  （従業員数　77人） エクセル、電子メール操作可能な方

大型ダンプ運転手 1人 ５９ 250,000円 美幌貨物自動車　株式会社 網走郡美幌町字稲美９６番地 8:00～17:00 雇用・労災 大型・大特・車両系建設機械

または重機運転手 以下 ～ 就労地：美幌町周辺 健康・厚生 （整地）いずれかの免許所持者

常用 300,000円 01051-　 233621 0152-73-5388  （従業員数  44人） 大型ダンプ及び重機運転経験あれば尚可

ハイヤー・タクシー 3人 １８ 145,800円 美幌北海道交通ハイヤー 網走郡美幌町字報徳８９番地７ 6:00～15:30 雇用・労災 普通自動車免許２種
乗務員 ～ ～ 株式会社 8:00～17:30 健康・厚生 （２種免許取得養成

常用 ６２ 310,000円 01051-　 234921 0152-73-3123  （従業員数  41人） 18:30～4:00 制度あり）
工場内作業員 1人 ４０ 200,000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(AT限定不可）

以下 ～ 健康・厚生 ＊
常用 250,000円 01051-　 236021 0152-73-1745  （従業員数  17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(AT限定不可）

設備管理職 以下 ～ 健康・厚生 ＊
常用 210,000円 01051-　 237721 0152-76-2665  （従業員数  35人） ＊

店員 1人 160,704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 8:00～17:00 雇用・労災 ＊
(惣菜部門） 不問 ～ 健康・厚生 ＊

常用 164,160円 01051-　 239221 0152-73-3125  （従業員数  5人） ＊
技術員 1人 ４０ 185,300円 エム・エス・ケー農業機械 網走郡美幌町字稲美１４８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 ～ 株式会社　道東支社 就労地：道東支社（美幌）又は中標津営業所 健康・厚生 エクセル・ワード操作可能な方

常用 296,600円 01051-　 240621 0152-73-1121　（従業員数  36人） ＊
農業用機械の 2人 ３０ 167,000円 有限会社　とうこう 網走郡美幌町字仲町２丁目９６番地３３ 8:30～17:30 雇用・労災 普通自動車免許(AT限定不可）

修理、補助 以下 ～ 就労地：美幌町高野９２－２９ 8:15～18:00 健康・厚生 ＊
常用 266,000円 01051-　 241921 0152-77-6565  （従業員数  7人） 8:30～17:00 ＊

施設管理 1人 １８ 171,000円 株式会社　道央環境センター 網走郡美幌町字東３条南４丁目１番地１３ 8:30～17:30 雇用・労災 普通自動車免許
スタッフ ～ ～ 美幌支店 就労地：美幌町報徳７９－１「美幌町下水道終末処理場」 17:15～8:40 健康・厚生 ２級ボイラー技士（入社後取得可）

常用 ４０ 243,000円 01051-　 242121 0152-72-2480  （従業員数  18人） 財形 エクセル・ワード基本操作できれば尚可

大工 1人 220,000円 株式会社　ダイイチ 網走郡美幌町字美禽２８９番地６ 7:30～17:00 雇用・労災 普通自動車免許(AT限定不可）

不問 ～ 就労地：北見・網走管内 8:00～17:30 健康・厚生 ＊
常用 396,000円 01051-　 244721 0152-73-2626  （従業員数  10人） ＊

土木作業員 1人 220,000円 株式会社　ダイイチ 網走郡美幌町字美禽２８９番地６ 7:30～17:00 雇用・労災 普通自動車免許(AT限定不可）

不問 ～ 就労地：北見・網走管内 健康・厚生 ＊
常用 330,000円 01051-　 245821 0152-73-2626  （従業員数  10人） ＊

配管工 1人 ５９ 200,000円 株式会社　四ッ輪工業 網走郡美幌町字仲町１丁目１４３番地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 １級または２級配管技能士

常用 245,000円 01051-　 246221 0152-73-3673  （従業員数  11人） 配管工事現場での経験あれば尚可

◎一般求人



選別工場 1人 ５９ 185,000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
管理担当 以下 ～ カンパニー 健康・厚生 フォークリフト免許あれば尚可

常用 280,000円 01051-　 247521 0152-77-3883  （従業員数  6人） ＊
給食調理スタッフ 2人 ６４ 153,620円 キョウワプロテック　株式会社 旭川市６条通８丁目３６－２５　セントラル旭川ビル４階 9:00～18:00 雇用・労災 調理師・普通自動車免許あれば尚可

以下 ～ 旭川事業所 就労地：美幌町字田中「美幌駐屯地内食堂」 の間の８時間程度 健康・厚生 調理業務経験者優遇
常用 207,360円 01030- 3288721 0166-86-0911  （従業員数  10人） 同現場経験者は別途優遇

販売職 2人 ６４ 160,000円 株式会社　道東アークス 北見市卸町３丁目３番地３ 8:00～22:00 雇用・労災 普通自動車免許
以下 ～ 就労地：北見市、美幌町、網走市、斜里町 の間の８時間 健康・厚生 ＊

常用 256,300円 01050-  1244921 0157-36-5121  （従業員数  100人） ＊
介護支援専門員 1人 ６４ 186,400円 医療法人社団　　煌生会 北見市北光２８０番地６ 8:30～17:30 雇用・労災 普通自動車免許・ケアマネ

以下 ～ 介護老人保健施設さくら 就労地：訓子府町または津別町にサテライトオフィス開設予定 健康・厚生 居宅介護事業所での経験１年以上

常用 255,000円 01050-　1430721 0157-68-1139  （従業員数  0人） Word・Excel入力程度
工場内での 2人 172,800円 株式会社　アウトソーシング 北見市とん田東町３９７番地　グローリビル５－A 8:00～17:00 雇用・労災 雇用　３ヶ月
食品製造 不問 ～ 北見サテライト 就労地：津別町活汲 健康・厚生 契約更新の可能性あり

常用 172,800円 01050-　1497121 0157-57-3215  （従業員数  8人） ＊
整備工 1人 ５９ 165,050円 阿寒バス　株式会社 釧路市愛国１９１番地２０８ 9:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許(AT限定可）

以下 ～ 就労地：美幌町栄町４－８－５「美幌営業所」 9:00～12:00(土） 健康・厚生 自動車整備経験あれば尚可

常用 179,400円 01090-　2472021 0154-37-2221  （従業員数  12人） ＊
土木・建築施工 3人 ５９ 155,000円 聖太建設　株式会社 網走市大曲２丁目１番１０号 8:15～17:15 雇用・労災 普通自動車免許(AT限定不可）

管理技士 以下 ～ 就労地：美幌町仲町２「聖太建設（株）美幌支店」及び網走管内の現場 健康・厚生 １級・２級土木施工管理技士、１級・２級

常用 300,000円 01180-   533121 0152-73-4161 （従業員数  14人） 建築施工管理技士のいずれか

販売員 1人 ５９ 186,000円 株式会社　ダイゼン 上川郡鷹栖町２９６２番地１３６ 8:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許
(店長候補） 以下 ～ 就労地：美幌町稲美８９番地７４　「ＤＺmart 美幌店」 12:00～21:00 健康・厚生 ＊

常用 340,000円 01030-  3572821 0166-59-3900  （従業員数  0人） ＊
工務係 1人 170,000円 株式会社　共成レンテム 帯広市西１８条北１丁目１４番地 8:30～17:30 雇用・労災 普通自動車免許(AT限定不可）

不問 ～ 就労地：美幌町美禽２９６－３ 健康・厚生 雇用　６ヶ月　契約更新の可能性あり

300,000円 　　「株式会社共成レンテム　美幌営業所」 財形 玉掛け・天井クレーン・車両系建設

常用 01040-  3297421 0155-33-1380  （従業員数　8人） 機械・その他作業資格有資格者優遇

土木作業員 1人 ６４ 200,000円 吉井建設　株式会社 網走郡大空町女満別東陽３丁目３－８ 8:00～17:30 雇用・労災 普通自動車免許(AT限定不可）

（見習可） 以下 ～ 就労地：オホーツク管内の現場 健康・厚生 土木関連の免許・資格があれば

常用 390,000円 01180-   589321 0152-74-2185  （従業員数  23人） 財形 尚可/土木作業経験あれば尚可

林業作業員 2人 ４０ 250,000円 美幌町森林組合 網走郡美幌町字稲美２３４番地３ 7:30～16:00 雇用・労災 普通自動車免許(AT限定不可）

以下 ～ 就労地：網走管内の山林 健康・厚生 ＊
常用 450,000円 01051-　 254221 0152-73-1281  （従業員数  8人） ＊

歯科衛生士 1人 180,000円 医療法人社団　　敬愛会 網走郡美幌町字仲町２丁目９６－１ 8:15～12:00 雇用・労災 歯科衛生士
不問 ～ ９時歯科 14:00～17:00 歯科医師国保 衛生士経験あれば尚可

常用 250,000円 01051-　 255521 0152-72-0299  （従業員数  7人） 17:30～21:00 厚生 ＊
歯科助手兼 1人 150,000円 医療法人社団　　敬愛会 網走郡美幌町字仲町２丁目９６－１ 8:15～12:00 雇用・労災 歯科助手経験あれば尚可

受付 不問 ～ ９時歯科 14:00～17:00 歯科医師国保 ＊
常用 180,000円 01051-　 256421 0152-72-0299  （従業員数  7人） 17:30～21:00 厚生 ＊



◎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

冷凍食品 3人 889円 クレードル食品　株式会社 網走郡美幌町字稲美１６４番地 9:00～16:00 雇用・労災 ＊
製造工員 不問 ～ ＊

常用 889円 01051-　 177321 0152-73-3175  （従業員数  342人） ＊
食器洗浄・ 1人 889円 太平ビルサービス株式会社 北見市高栄東町１丁目１１番４３号　４番街６号室 9:20～18:30 雇用・労災 雇用　１年

清掃員 不問 ～ 北見営業所 就労地：美幌町田中「美幌自衛隊」 9:20～18:00(土） 契約更新の可能性あり
常用 889円 01050-　1184221 0157-31-7705  （従業員数  6人） 13:30～18:00（日） ＊

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「北雄ラッキーシティびほろ」 14:00～19:00 ＊
常用 889円 01240-　4095621 011-763-1236  （従業員数  4人） ＊

看護師 1人 1,400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 看護師
（入所） 不問 ～ 介護老人保健施設　アメニティ美幌 の間の４～６時間 看護職経験あれば尚可
常用 1,400円 01051-    201121 0152-75-2210　（従業員数   78人） ＊

准看護師 1人 1,300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 准看護師
（入所） 不問 ～ 介護老人保健施設　アメニティ美幌 の間の４～６時間 看護職経験あれば尚可
常用 1,300円 01051-    202021 0152-75-2210　（従業員数   78人） ＊

看護業務 2人 1,300円 社会医療法人　恵和会　訪問 網走郡美幌町字仲町２丁目３８番地２　アメニティ美幌内 8:45～17:15 雇用・労災 看護師又は准看護師
不問 ～ 看護ステーション　美幌すずらん 就労地：事業所及び町内の利用者宅 の間の３～６時間 普通自動車免許/病院での

常用 3,500円 01051-   203721 0152-75-2210  （従業員数  8人） 看護業務５年以上の経験者優遇

歯科衛生士 1人 1,200円 医療法人社団　 網走郡美幌町字青山北１番地１ 9:00～21:00の間で 労災 歯科衛生士
不問 ～ 青山歯科医院 ４～５時間（月・火・木・金） 歯科衛生士経験者

1,500円 9:00～18:00の間で ＊
常用 01051-   204821 0152-72-3333  （従業員数  7人） ４～５時間（水） ＊

幼稚園補助 3人 900円 学校法人　美幌大谷学園 網走郡美幌町字西２条南１丁目１ 7:30～18:00 労災 １年毎の契約更新
教諭 不問 ～ 美幌大谷幼稚園 「認定こども園　美幌大谷幼稚園」 の間の４時間以上 幼稚園教諭または保育士

常用 1,200円 01051-   207421 0152-73-2409 （従業員数 　32人） ＊
幼稚園補助 2人 900円 学校法人　美幌大谷学園 網走郡美幌町字西２条南１丁目１ 7:30～16:30 労災 １年毎の契約更新

教諭(代替） 不問 ～ 美幌大谷幼稚園 「認定こども園　美幌大谷幼稚園」 8:30～17:30 幼稚園教諭または保育士

1,200円 9:30～18:30 ＊
7:30～18:30の ＊

常用 01051-   208321 0152-73-2409  （従業員数 　32人） 間の４時間以上 ＊
コンビニエンス 3人 900円 有限会社　清月スーパー 網走郡津別町字新町１５－２８ 5:00～8:00 労災 雇用　～R5.3/25

ストア店員 不問 ～ 就労地：セイコーマート津別店 14:00～17:00 １年毎の更新契約
900円 20:00～23:00 ＊

5:00～23:00の間の ＊
常用 01051-   217621 0152-76-1235  （従業員数  20人） ２時間以上 ＊

介護パート 1人 ５９ 900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 13:00～16:00 労災 ＊
以下 ～ 美幌療育病院 ＊

常用 900円 01051-   223421 0152-73-3145  （従業員数  191人） ＊
介護職員 2人 890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 8:00～13:00 労災 雇用 １年 契約更新の可能性あり

不問 ～ 就労地：特別養護老人ホーム　緑の苑 13:00～17:00 ホームヘルパー２級又は介護福祉士

常用 1,000円 01051-   225621 0152-73-1215  （従業員数  92人） 9:00～17:00 資格あれば尚可/経験者優遇



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　～3/31 年度毎の更新契約

不問 ～ 就労地：認定こども園　こどもの杜 普通自動車免許あれば尚可

常用 950円 01051-   232321 0152-77-3231  （従業員数  38人） 調理師・調理関係業務経験者

ハイヤー・タクシー 3人 900円 美幌北海道交通ハイヤー 網走郡美幌町字報徳８９番地７ 7:00～11:00 労災 普通自動車免許２種
乗務員 不問 ～ 株式会社 17:00～21:00 （１種のみの方も相談可）

常用 900円 01051-　 235121 0152-73-3123  （従業員数  41人） １年毎の更新契約
冷凍食品 3人 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 17:00～22:00 雇用・労災 ＊

製造工員 不問 ～ ＊
常用 910円 01051-　 238821 0152-73-3175  （従業員数  342人） ＊

清掃スタッフ 2人 930円 有限会社　こうりん 網走郡美幌町字東１条北３丁目１３番地 9:00～17:00 労災 ＊
不問 ～ 就労地：美幌町稲美２１７「メモリアルホール　こうりん斎場」 の間の２～３時間 ＊

常用 930円 01051-　 248421 0152-73-2755  （従業員数  30人） ＊
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 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 12:30～17:00 ＊
常用 898円 01051-   249321 0152-72-4127　（従業員数  2人） ＊

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 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 13:00～16:00 ＊

常用 898円 01051-   250121 0152-72-4127　（従業員数  1人） ＊
介護補助職員 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 8:45～17:15 労災 ＊

不問 ～ 介護老人保健施設　アメニティ美幌 の間の３～６時間 ＊
常用 890円 01051-   251021 0152-75-2210  （従業員数  78人） ＊

介護補助職員 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 8:45～17:15 労災 障がい者手帳所持者
不問 ～ 介護老人保健施設　アメニティ美幌 の間の３～６時間 ＊

常用 890円 01051-   252721 0152-75-2210  （従業員数  78人） ＊
調理補助員 2人 889円 キョウワプロテック　株式会社 旭川市６条通８丁目３６－２５　セントラル旭川ビル４階 9:00～13:00 雇用・労災 ＊

不問 ～ 旭川事業所 就労地：美幌町字田中「陸上自衛隊　美幌駐屯地内食堂」 ＊
常用 950円 01030- 3289821 0166-86-0911  （従業員数  8人） ＊

院内清掃スタッフ 1人 889円 北海道東急ビルマネジメント 北見市大通西４丁目２番地ノースウィングビル４階 8:00～12:00 労災 雇用　～3/31
不問 ～ 株式会社　北見・網走営業所 就労地：津別町字幸町６１「津別病院」 13:00～17:00 契約更新の可能性あり

常用 889円 01050- 1516421 0157-61-2537  （従業員数  3人） ＊
調理員 1人 900円 学校法人　美幌大谷学園 網走郡美幌町字西２条南１丁目１ 8:00～16:00 労災 １年毎の契約更新

不問 ～ 美幌大谷幼稚園 「認定こども園　美幌大谷幼稚園」 ＊
常用 1,000円 01051-   253821 0152-73-2409  （従業員数 　32人） ＊

歯科助手兼 1人 950円 医療法人社団　　敬愛会 網走郡美幌町字仲町２丁目９６－１ 17:30～21:00 労災 歯科助手経験者
受付 不問 ～ ９時歯科 ＊
常用 1,100円 01051-　 257321 0152-72-0299  （従業員数  7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
土木作業員 2人 220,800円 有限会社　ヤマタ産業 網走郡美幌町字稲美９６番地 8:00～17:00 雇用・労災 雇用　～12/31

不問 ～ 就労地：オホーツク管内 健康・厚生 普通自動車免許
294,400円 土木工事に関する免許・資格

臨時 01051-     13520 0152-73-5866　（従業員数   10人） あれば尚可/土木経験あれば尚可

土木作業員 1人 216,000円 津別建設　株式会社 網走郡津別町字東２条２３番地 7:30～17:00 雇用・労災 雇用　5/6～12/31
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 312,000円 01051-     14820 0152-76-2174　（従業員数   14人） ＊
土木建築現場 1人 216,000円 株式会社　清水建設 網走郡津別町字共和５１番地２ 7:30～17:00 雇用・労災 雇用　5/10～12/28

作業員 不問 ～ 就労地：事業所及び津別町近郊 健康・厚生 普通自動車免許
臨時 312,000円 01051-     15020 0152-76-2672　（従業員数   21人） 大型・大特あれば尚可

土木作業員 2人 242,000円 吉井建設　株式会社 網走郡大空町女満別東陽３丁目３－８ 7:30～17:00 雇用・労災 雇用 4/1～12/23
不問 ～ 就労地：オホーツク管内の現場 8:00～17:30 健康・厚生 土木作業員、建設機械操作

臨時 396,000円 01180-　   16920 0152-74-2185  （従業員数  23人） 、水道工事経験者優遇

◎期間雇用求人


