
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
農業用機械の 2人 ３５ 180,000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：美幌町字高野９２－２９ 健康・厚生 大特、大型免許あれば尚可

常用 287,000円 01051-  360421 0152-77-6565　（従業員数　6人） ＊
農業用機械の 2人 ６４ 218,000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 健康・厚生 大特/大型あれば尚可/
常用 272,000円 01051-  363921 0152-77-6565　（従業員数　6人） トラクターの運転・操作経験

畜産作業員 1人 ５９ 215,000円 株式会社　美幌ファーム 網走郡美幌町字都橋２１１番地２ 7:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許（AT限定不可）

以下 ～ 健康・厚生 大型、大特免許あれば尚可

常用 320,000円 01051-  364121 0152-72-3373　（従業員数　11人） ＊
警備員 2人 １８ 173,000円 オホーツク警備保障　株式会社 網走市新町３丁目７番４号 8:00～17:00 雇用・労災 ワード・エクセル等の

以上 ～ 就労地：現場は主に北見、美幌、遠軽、斜里、大空、網走方面 健康・厚生 基本的な入力作業程度
常用 242,200円 01180-  886521 0152-43-8188　（従業員数　39人） ＊

ホテルフロント 3人 ２０ 169,312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 7:00～15:00 雇用・労災 雇用　～１０/３１
スタッフ 以上 ～ 就労地：津別町字上里７３８番地 11:00～20:00 健康・厚生 契約更新の可能性あり
常用 177,375円 01050- 2356821 　　　　　　　　　　（従業員数　0人） 接客経験あれば尚可

一般事務 1人 ４０ 170,000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/建設業経理士

以下 ～ 健康・厚生 ２級あれば尚可/パソコン操作

常用 220,000円 01051-  365021 0152-73-3673　（従業員数　9人） （ワード・エクセルを使用）できる方

栄養士 1人 178,600円 日清医療食品　株式会社 札幌市中央区北３条西４丁目１－１　日本生命札幌ビル２０階 9:00～18:00 雇用・労災 雇用　１年
不問 ～ 北海道支店 就労地：美幌町字仲町２丁目３８番地 健康・厚生 １年毎更新の可能性あり

238,320円 　　「美幌町立国民健康保険病院」 栄養士
常用 01010-16311621 011-219-6203　（従業員数　12人） ＊

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-  366721 0152-76-2062　（従業員数　14人） 大型車運転経験あれば尚可

警備員 2人 １８ 180,000円 オホーツク警備保障　株式会社 網走市新町３丁目７番４号 8:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許
～ ～ 就労地：現場は主に北見、美幌、遠軽、斜里、大空、網走方面 健康・厚生 ワード・エクセル等の

常用 ６４ 185,000円 01180-  901021 0152-43-8188　（従業員数　39人） 基本的な入力作業程度

◎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５月１０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
調理スタッフ 1人 152,368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 10:00～20:00 雇用・労災 雇用　～R５．３/３１

不問 ～ 美幌支店 就労地：美幌町字都橋４０番地１ 9:00～20:00 健康・厚生 契約更新の可能性あり
152,368円 　　「美幌町交流促進センター　峠の湯びほろ」 普通自動車免許あれば尚可

常用 01051-  367821 0152-72-2480　（従業員数　25人） 調理経験あれば尚可
学校用務員補 1人 156,550円 株式会社　ビルテクノ 旭川市神居７条１１丁目２番７号 7:00～15:45 雇用・労災 雇用　～R５．３/３１

不問 ～ 就労地：美幌町字報徳９４番地 健康・厚生 契約更新の可能性あり
156,550円 　　「北海道美幌高等学校」 ＊

常用 01030- 6284121 0166-62-8835　（従業員数　1人） ＊
看護職員 1人 ６２ 205,100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 7:00～15:30 雇用・労災 看護師

以下 ～ 就労地：津別町字共和２５番地１ 8:45～17:15 健康・厚生 ＊
272,600円 　　「特別養護老人ホーム　いちいの園」 ＊

常用 01051-  369521 0152-76-3205　（従業員数　36人） ＊
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 7:00～15:30 雇用・労災 准看護師

以下 ～ 就労地：津別町字共和２５番地１ 8:45～17:15 健康・厚生 ＊
231,300円 　　「特別養護老人ホーム　いちいの園」 ＊

常用 01051-  370321 0152-76-3205　（従業員数　36人） ＊
清掃 1人 ２０ 158,240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 8:00～17:00 雇用・労災 雇用　～９/３０

以上 ～ 就労地：津別町字活汲８６番地 健康・厚生 契約更新の可能性あり
常用 158,240円 01050- 2414621 　　　　　　　　　 　（従業員数　50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
食品部門担当 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-  359821 0152-75-2300　（従業員数　70人） ＊

清掃業 1人 1,000円 フジケンビルサービス　株式会社 網走郡美幌町青山北４３番地８ 7:00～11:00 雇用・労災 ＊
不問 ～ 就労地：美幌町青山北５３－３ ＊

常用 1,000円 01051-  361321 0152-73-3614　（従業員数　7人） ＊
パンの製造販売 3人 890円 株式会社　北海道サンジェルマン 札幌市西区発寒８条１１丁目２－４３　北海道フーズ輸送（株）ビル内 8:00～13:00 労災 雇用　～R５．３/３１

不問 ～ 就労地：美幌町字三橋南３－１　コープさっぽろ美幌店内　 11:00～16:00 １年毎更新の可能性あり

1,150円 　　「レフボン美幌店」 15:00～19:30 ＊
常用 01010-16366221 0152-77-3031　（従業員数　10人） ＊

清掃業 1人 900円 フジケンビルサービス　株式会社 網走郡美幌町青山北４３番地８ 13:00～17:00 労災 ＊
不問 ～ 就労地：美幌町青山北５３－３ ＊

常用 900円 01051-  368221 0152-73-3614　（従業員数　7人） ＊
受付業務全般 1人 950円 ヤマト運輸　株式会社　 網走郡美幌町字稲美９０－９７ 8:00～21:00の 雇用・労災 雇用　３ヶ月

不問 ～ 美幌センター 間の５時間程度 健康・厚生 契約更新の可能性あり
常用 950円 01051-  371621 　　　　　　　　　　　（従業員数　20人） ＊

◎パート求人

◎一般求人


