
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
折り箱・木箱の 2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　～９/３０
加工・組み立て 不問 ～ 就労地：津別町字共和３９ 健康・厚生 更新の可能性あり

常用 172,000円 01050- 2864521 　　　　　　　　　　（従業員数　0人） ＊
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 網走郡美幌町青山北４３番地８ 8:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許

不問 ～ 就労地：美幌町基点に網走管内 健康・厚生 （AT限定不可）
常用 200,000円 01051-  437821 0152-73-3614　（従業員数　26人） 中型自動車免許あれば尚可

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 網走郡美幌町青山北４３番地８ 8:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許
不問 ～ 就労地：美幌町基点に網走管内 健康・厚生 （AT限定不可）

常用 182,500円 01051-  438221 0152-73-3614　（従業員数　26人） 中型自動車免許あれば尚可

塾講師 2人 ４４ 185,000円 津別町公設民営塾 網走郡津別町字新町１番地５ 11:00～21:00 雇用・労災 普通自動車免許
以下 ～（株式会社　Biｒｔｈ４７） 9:00～19:00(土) 健康・厚生 パソコン打ち込み程度

常用 270,000円 01051-  439521 0152-77-3700　（従業員数　2人） ＊
塾講師 2人 ４４ 185,000円 津別町公設民営塾 網走郡津別町字新町１番地５ 11:00～21:00 雇用・労災 普通自動車免許

以下 ～（株式会社　Biｒｔｈ４７） 9:00～19:00(土) 健康・厚生 パソコン打ち込み程度
常用 270,000円 01051-  440321 0152-77-3700　（従業員数　2人） ＊

医療事務 1人 210,000円 株式会社　ルフト・メディカルケア 札幌市中央区北４条西４丁目１番地　伊藤・加藤ビル６F 8:30～17:00 雇用・労災 雇用　２ヶ月
不問 ～札幌支店 就労地：美幌町字美富９番地 健康・厚生 ４ヶ月毎更新の可能性あり

常用 210,000円 01010-20217721 0166-76-1581　（従業員数　0人） ＊
下水道管理センター 1人 ４５ 165,000円 水ing　株式会社　北海道支店 札幌市中央区北７条西１５丁目２８－１１　中央カクマンビル 8:30～17:30 雇用・労災 普通自動車免許

運転管理 以下 ～ 就労地：津別町字達美１８６－１３　津別町下水道管理センター内 健康・厚生 パソコンの基本操作
180,000円 　　「水ingAM（株）　津別管理事務所」 財形 （エクセル・ワード）の出来る方

常用 01010-20299121 011-644-2241　（従業員数　6人） ＊
介護業務（通所） 2人 ５９ 178,400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 介護福祉士

以下 ～介護老人保健施設　アメニティ美幌 健康・厚生 普通自動車免許
常用 207,400円 01051-  444021 0152-75-2210　（従業員数　71人） ＊

介護業務（入所） 3人 １８ 175,400円 社会医療法人　恵和会 網走郡美幌町仲町２丁目３８番地 8:45～17:15 雇用・労災 介護福祉士
～～介護老人保健施設　アメニティ美幌 6:30～15:00 健康・厚生 ＊

常用 ５９ 204,400円 01051-  445721 0152-75-2210　（従業員数　71人） 16:30～9:30 ＊

◎一般求人

第５０５号 ５月２５日発行（５月１０日～５月２４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６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
調理補助 1人 950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 6:30～11:45 労災 雇用　～９/３０

不問 ～ 就労地：津別町字幸町６１ 15:00～19:00 １年毎更新の可能性あり

950円 　　「津別病院」 普通自動車免許あれば尚可

常用 01010-18593721 011-200-8808　（従業員数　7人） ＊
レジ兼販売スタッフ 1人 900円 株式会社　北海道三喜 札幌市白石区栄通２０丁目１２－２０　おおたビル２０２ 9:30～19:30の 雇用・労災 雇用　１年

不問 ～ 就労地：美幌町字三橋南３番地１ 間の４時間程度 契約更新の可能性あり
1,030円 　　「株式会社　北海道三喜　美幌店」 ＊

常用 01230- 9504721 011-858-7141　（従業員数　5人） ＊
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/更新対象者は更新

常用 01010-19382821 0152-73-6186　（従業員数　12人） 研修修了者（受講予定を含む）

一般経理事務 1人 950円 日本ニューホランド　株式会社 札幌市中央区北１条西１３丁目４番地 9:00～15:00 雇用・労災 雇用　１年
不問 ～ 就労地：美幌町字稲美２２０番１６ 健康・厚生 １年毎更新の可能性あり

950円 　　「日本ニューホランド（株）　美幌営業所」 普通自動車免許
常用 01010-19973421 011-221-2130　（従業員数　9人） エクセル・ワード基本操作

食器洗浄・清掃員 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　アクティブウェルズ２１　４番街６号室 9:20～18:30 雇用・労災 雇用　１年
不問 ～北見営業所 就労地：美幌町字田中 9:20～18:00 契約更新の可能性あり

常用 889円 01050- 2915021 0157-31-7705 　（従業員数　6人） 13:30～18:00 ＊
調理員 2人 1,208円 美幌町役場 網走郡美幌町字東２条北２丁目２５番地 7:45～15:30 労災 雇用　～３/３１

不問 ～ 就労地：美幌町字稲美５６番地の３ 7:45～12:00 契約更新の可能性あり
1,208円 　　「美幌町学校給食センター」 13:00～15:30 ＊

常用 01051-  441621 0152-73-2526　（従業員数　24人） ＊
特産品販売業務 3人 903円 美幌観光物産協会　宮田　博行 網走郡美幌町字新町３丁目９７番地の２ 8:30～17:30 雇用・労災 雇用　～９/３０

不問 ～ 8:30～13:30 半年毎の契約更新
常用 903円 01051-  442921 0152-73-2211 　（従業員数　9人） 13:30～17:30 パソコン操作（入力程度）

林業館管理業務・ 2人 903円 美幌観光物産協会　宮田　博行 網走郡美幌町字新町３丁目９７番地の２ 9:30～17:00 雇用・労災 雇用　～９/３０
特産品販売補助 不問 ～ 9:30～13:30 半年毎の契約更新

常用 903円 01051-  443121 0152-73-2211 　（従業員数　9人） 13:30～17:00 パソコン操作（入力程度）

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
プールの維持管理 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　～１０/３１

不問 ～美幌町スポーツ協会 　　「B＆G海洋センター」 17:00～21:15 ＊
臨時 105,750円 01051-   32020 0152-73-0700　（従業員数　8人） ＊

遺跡発掘調査 1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　８月上旬～１１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-   33320 0152-72-2160　（従業員数　10人） ＊

作業員 3人 135,000円 北晃運輸　株式会社 北見市東相内町３２７番地の２６ 8:00～17:00 雇用・労災 雇用　８月上旬～２/２８
不問 ～ 就労地：美幌町美禽３５８－１１ 健康・厚生 ＊

150,000円 　　「北晃運輸（株）　美幌事業所」 ＊
臨時 01050-   43720 0157-36-6134　（従業員数　2人） ＊

◎パート求人

◎期間雇用求人


