
　

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
総務事務 1人 ４０ 155,000円 美幌運送　株式会社 網走郡美幌町字高野９２番地１ 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 175,000円 01051-  258621 0152-73-5333　（従業員数  68人） ＊

介護業務 1人 ５９ 148,000円 社会医療法人　恵和会　 網走郡美幌町仲町２丁目３８番地 8:30～17:00 雇用・労災 普通自動車免許/ホームヘルパー２級、

（通所） 以下 ～ 介護老人保健施設　アメニティ美幌 健康・厚生 介護職員初任者研修修了者、介護

常用 202,900円 01051-  260721 0152-75-2210  （従業員数  75人） 福祉士のいずれかあれば尚可

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　～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 01010-10522521 011-200-8808  （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　～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 01010-10526921 011-200-8808  （従業員数　7人） 調理業務経験
事務員 1人 ３５ 155,250円 株式会社　横山土建 網走郡美幌町字稲美２１２番地 8:00～17:00 雇用・労災 ワード・エクセルの基本操作

以下 ～ 健康・厚生 ＊
常用 180,000円 01051-  262221 0152-73-1331  （従業員数  28人） ＊

技術営業職 2人 ４０ 180,000円 株式会社　横山土建 網走郡美幌町字稲美２１２番地 8:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許
以下 ～ 健康・厚生 （AT限定不可）

常用 230,000円 01051-  263521 0152-73-1331  （従業員数  28人） ＊
管理・技術 2人 ４０ 180,000円 株式会社　横山土建 網走郡美幌町字稲美２１２番地 8:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許

以下 ～ 健康・厚生 （AT限定不可）
常用 230,000円 01051-  264421 0152-73-1331  （従業員数  28人） ＊

◎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５０１号 ３月２２日発行（３月４日～３月２１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４月１１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。） 

 

 



コンクリート製品 3人 ６４ 189,750円 株式会社　横山土建 網走郡美幌町字稲美２１２番地 8:00～17:00 雇用・労災 ＊
製造工員 以下 ～ 健康・厚生 ＊

常用 230,000円 01051-  265321 0152-73-1331  （従業員数  28人） ＊
土木技術者 1人 ６４ 251,000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 １級又は２級土木施工管理技士、１級

以下 ～ 就労地：本社（大空町女満別東陽３丁目３－８）、 健康・厚生 建設機械施工技士、土木・測量関連の

375,000円 オホーツク管内（大空町、網走市、美幌町、北見市など）の現場 財形 免許・資格あれば尚可/普通自動車

免許（AT限定不可）/土木関連の管理業務経験

（技術者経験）または土木・建築関連の作業経験

（作業員経験）または測量の経験、現場

常用 01180-  646921 0152-74-2185　（従業員数  23人） 管理で必要なエクセルスキルあれば尚可

営業 1人 ３５ 190,000円 株式会社　北肥アグリン 帯広市西１４条南１５丁目６番６　MYビル１F 9:00～17:30 雇用・労災 普通自動車免許
以下 ～ 就労地：美幌町または近郊 健康・厚生 ワード・エクセル基本操作

常用 260,000円 01040- 3967621 0155-25-3501  （従業員数  0人） ＊
搬送車（１台積み） 1人 151,520円 北見トヨペット　株式会社 北見市とん田東町６１６ 9:30～18:30 雇用・労災 雇用　１年　契約更新の

の運転 不問 ～ 就労地：美幌町字東町２丁目５ 健康・厚生 可能性あり/普通自動車免許

151,520円 　　「北見トヨペット（株）　美幌店」 （AT限定不可）/８ｔ限定中型・

常用 01050- 1751421 0157-24-6191  （従業員数  15人） 準中型自動車のいずれか

病棟薬剤師 1人 ５９ 210,500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 薬剤師
以下 ～ 市町村 ＊

常用 302,100円 01051-  269021 0152-73-4111  （従業員数  131人） 共済組合 ＊
販売員 1人 ５９ 127,960円 DCM株式会社 網走郡美幌町字稲美９０－１ 9:30～17:30 雇用・労災 ＊

（売場担当） 以下 ～ DCMホーマック美幌店 健康・厚生 ＊
常用 127,960円 01051-  270221 0152-72-1496  （従業員数  31人） ＊

◎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

訪問看護師 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 普通自動車免許
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３～５時間 看護師・保健師のいずれか/

1,450円 　　「美幌地域訪問看護ステーション」 看護師または保健師の
常用 01010- 9859321 0152-73-6186  （従業員数  12人） 経験３年以上あれば尚可

清掃員 1人 889円 生活協同組合コープさっぽろ 網走郡美幌町字三橋南３の１ 17:00～21:00 労災 雇用　１年
不問 ～ びほろ店 １年毎の更新契約

常用 914円 01051-  261821 0152-75-2300  （従業員数  70人） ＊
介護支援専門員 1人 1,200円 株式会社　ウェルグ 北見市北１条西４丁目６番地 9:00～16:30の間の 雇用・労災 雇用　～R５．３/３１　更新の

不問 ～ 就労地：上記または美幌町・訓子府町も希望により対応可 ３～６時間程度 可能性あり/普通自動車
常用 1,250円 01050- 1670521 0157-32-9356  （従業員数  10人） 免許/介護支援専門員

事務補助員 1人 897円 北海道教育庁オホーツク 網走市北７条西３丁目　北海道オホーツク合同庁舎２階 8:00～13:45 雇用・労災 雇用　４/１～R５．３/３１
不問 ～ 教育局 就労地：津別町字共和３２番地２ 健康・厚生 契約更新の可能性あり

1,119円 　　「北海道津別高等学校」 ワード・一太郎・エクセル等

常用 01180-  661921 0152-67-5628  （従業員数  17人） の基本操作



◎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

施設管理、窓口受付 1人 1,052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 労災 雇用　４/１～R５．３/３１
業務職員の代替 不問 ～ 就労地：美幌町字西１条南５丁目 17:15～21:45 年度毎の契約更新

1,052円 　　「美幌町トレーニングセンター」 ＊
常用 01051-  268121 0152-73-4117  （従業員数  11人） ＊

販売員　 2人 ５９ 914円 DCM株式会社 網走郡美幌町字稲美９０－１ 13:00～17:00 労災 ＊
（レジ担当） 以下 ～ DCMホーマック美幌店 16:00～20:00 ＊

常用 914円 01051-  271521 0152-72-1496  （従業員数  31人） ＊
経理事務 1人 890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の 労災 雇用　１年　更新の可能性あり/

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」 間の３～５時間 普通自動車免許/ワード・エクセル等を

890円 使って入力できること/経理経験、

常用 01051-  272421 0152-72-3366  （従業員数  1人） 日商簿記３級程度の知識あれば尚可

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
コンクリート製品 2人 189,750円 株式会社　横山土建 網走郡美幌町字稲美２１２番地 8:00～17:00 雇用・労災 雇用　５/６～１２/２５

製造工員 不問 ～ 健康・厚生 ＊
臨時 229,942円 01051-   16320 0152-73-1331  （従業員数  28人） ＊

コンクリート補修 3人 189,750円 株式会社　横山土建 網走郡美幌町字稲美２１２番地 8:00～17:00 雇用・労災 雇用　５/６～１２/２５
作業員 不問 ～ 健康・厚生 ＊
臨時 189,750円 01051-   17220 0152-73-1331  （従業員数  28人） ＊

農作業員 1人 (時)1200円 株式会社　しげちゃん農園 網走郡美幌町字美禽１９７－４ 7:00～18:00 労災 雇用　４/２３～５/５
不問 ～ 普通自動車免許

臨時 (時)1200円 01051-  266621 0152-73-3590　（従業員数   2人） ＊
遺跡発掘調査 2人 73,640円 美幌町役場 網走郡美幌町字東２条北２丁目２５番地 8:45～16:45 労災 雇用　４月下旬～１０月下旬

作業員 不問 ～ 就労地：美幌町内または美幌博物館内 ＊
臨時 73,640円 01051-   18920 0152-72-2160  （従業員数  10人） ＊

公社業務職員 1人 188,400円 一般財団法人 網走郡美幌町字美禽２５８番地の２ 8:45～17:15 雇用・労災 雇用　５/１～１０/３１
（公園管理） 不問 ～ 美幌みどりの村振興公社 健康・厚生 大特、普通自動車免許

臨時 188,400円 01051-   20620 0152-72-0178  （従業員数  8人） （AT限定不可）

◎期間雇用求人


