
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
事務員 1人 ５９ 155,300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 普通自動車免許

以下 ～ 介護老人保健施設　アメニティ美幌 8:45～13:00(土) 健康・厚生 ＊
常用 182,300円 01051-    628921 0152-75-2210　（従業員数  69人） ＊

自動車整備、 1人 ６９ 160,000円 有限会社　ボデーショップ　ビホロ 網走郡美幌町字稲美２１２番地４６ 8:30～17:30 雇用・労災 普通自動車免許（ＡＴ限定不可）

板金塗装 以下 ～ 健康・厚生 ＊
常用 250,000円 01051-    629121 0152-72-3918　（従業員数  9人） ＊

産業廃棄物 1人 ５９ 220,000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
作業員及び 以下 ～ 就労地：美幌町高野１９１－２３ 健康・厚生 大型・大特・車両系建設機械

重機オペレーター 270,000円 　　　　「高野リサイクルセンター」 （整地）あれば尚可/重機・

常用 01051-    630821 0152-73-5388　（従業員数  5人） ダンプ等の運転経験あれば尚可

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・エクセルの入力操作

常用 256,000円 01051-    632521 0152-73-3175　（従業員数  288人） ＊
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・エクセルの入力操作

常用 256,000円 01051-    633421 0152-73-3175　（従業員数  288人） ＊
現場代理人 1人 ５９ 230,000円 津別建設　株式会社 網走郡津別町字東２条２３番地 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：事業所及び網走管内 9:00～17:00 健康・厚生 1級又は2級土木施工管理技士

285,000円 土木工事の現場代理人
常用 01051-    635621 0152-76-2174　（従業員数   16人） 又は主任技術者経験者

土木技術者 1人 ６４ 280,000円 株式会社　道和建設　 網走郡美幌町字美禽１６番地 8:30～17:00 雇用・労災 1級又は2級土木施工管理技士

以下 ～ 就労地：事業所他、主に美幌町内の現場 7:30～17:00 健康・厚生 土木工事施工管理経験者

常用 350,000円 01051-    636921 0152-73-2128　（従業員数   26人） ＊
現場技術員 2人 ５９ 208,000円 株式会社　宮田建設 網走郡美幌町字仲町２丁目８６番地 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：事業所及び網走管内・紋別地方 健康・厚生 2級土木施工管理技士
常用 512,000円 01051-    637121 0152-73-3248　（従業員数  18人） エクセル・ワード使用できる方

看護師 3人 207,800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 
不問 ～ 7:45～16:30 健康・厚生 年度毎の契約更新

常用 207,800円 01051-    638021 0152-73-4111　（従業員数  131人） 看護師または准看護師

◎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８月２５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。） 

 

 



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（その他関連事業所） 7:30～16:00 健康・厚生 ＊

常用 231,300円 01051- 　 639721 0152-73-1215　（従業員数   92人） 10:30～19:00 ＊
生活支援員 2人 １８ 155,000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 ＊

～ ～ 美幌療育病院 9:30～18:00 健康・厚生 ＊
５９ 243,000円 13:10～21:40 ＊

常用 01051-    641421 0152-73-3145　（従業員数   187人） 21:20～6:50 ＊
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 PC打ち込み程度
常用 270,000円 01051-    642321 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 PC打ち込み程度

常用 270,000円 01051-    643621 0152-77-3700　（従業員数   2人） ＊
一般事務員 1人 ６４ 155,000円 安全建設　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-    644921 0152-72-4151　（従業員数   13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 社会福祉士、精神保健福祉士、

以下 ～ 美幌町社会福祉協議会 　本部：美幌町役場庁舎１階 健康・厚生 介護支援専門員・介護福祉士のいずれか

182,200円 　ボランティアセンター：しゃきっとプラザ２階 あれば尚可/普通自動車免許（AT限定不可）

常用 01051-    645121 0152-72-1165　（従業員数   9人） ワード・エクセル・パワーポイント

店内スタッフ 1人 ５９ 139,100円 株式会社　しまむら 網走郡美幌町字稲美９６番３ 9:45～13:15 雇用・労災 ＊
以下 ～ ファッションセンターしまむら美幌店 9:45～19:15 健康・厚生 ＊

常用 161,200円 01051-   646021 0152-75-1530　（従業員数   8人） 財形 ＊
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 雇用・労災 普通自動車免許（通勤用）

不問 ～ 就労地：大空町女満別中央２０１｢女満別空港店｣ の間の7時間程度 健康・厚生 ＊
常用 135,191円 01051-   647721 0152-74-2755　（従業員数   7人） ＊

営業 2人 ５９ 200,000円 株式会社　田村精肉店卸部 網走郡美幌町字大通北４丁目１２番地 8:30～18:30 雇用・労災 準中型自動車免許
以下 ～ 健康・厚生 ＊

常用 250,000円 01051-   649221 0152-73-3125　（従業員数  13人） ＊
介護職員 3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級又は介護

～ ～ 就労地：特別養護老人ホーム　緑の苑 9:00～17:30 健康・厚生 職員初任者研修修了

６２ 207,400円 　　　　　　（その他関連事業所） 11:00～19:30 介護福祉士あれば尚可
常用 01051- 　650621 0152-73-1215　（従業員数   92人） 16:30～9:30 経験者優遇

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級又は介護

～ ～ 就労地：津別町共和２５－１ 8:45～17:15 健康・厚生 職員初任者研修修了

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-   652121 0152-76-3205　（従業員数   31人） 16:30～9:30 ＊
介護業務 3人 １８ 179,900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 介護福祉士

（入所） ～ ～ 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 ５９ 208,900円 01051-   653021 0152-75-2210　（従業員数  70人） 16:30～9:30 ＊



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
介護業務 3人 １８ 154,000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 ホームヘルパー２級・

（入所） ～ ～ 介護老人保健施設　アメニティ美幌 6:30～15:00 健康・厚生 介護職員初任者研修
常用 ５９ 175,000円 01051-   654721 0152-75-2210　（従業員数  70人） 16:30～9:30 あれば尚可

介護業務 2人 ５９ 182,900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 8:30～17:00 雇用・労災 介護福祉士
（通所） 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 211,900円 01051-   655821 0152-75-2210　（従業員数  70人） ＊

介護職員 1人 １８ 131,695円 有限会社　シルバーサポートノア 網走郡美幌町字元町２８番地４３ 6:00～10:00 雇用・労災 介護職経験あれば尚可
以上 ～ 就労地：美幌町字元町２８番地４２ 6:00～15:00 健康・厚生 ＊

165,800円 　　　　　「グループホームほうゆう」 9:30～18:30 ＊
12:00～21:00 ＊

常用 01051-   657521 0152-72-0606　（従業員数  19人） 21:00～6:00 ＊
介助員 2人 ５９ 123,000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 6:30～13:00 雇用・労災 ＊

以下 ～ 美幌療育病院 15:10～21:40 健康・厚生 ＊
常用 123,000円 01051-   659321 0152-73-3145　（従業員数   187人） ＊

接客・カラオケ店 1人 １８ 134,568円 タカハシエンターテイメント株式会社 網走郡美幌町字仲町１丁目１８番地 10:00～4:00 雇用・労災 ＊
業務 以上 ～ みゅうじっくはうす歌屋美幌店 の間の６～８時間程度 健康・厚生 ＊
常用 134,568円 01051-   665521 0152-43-0018  （従業員数  12人） ＊

ホール・カウンター 1人 ２０ 180,000円 東和商事株式会社 網走郡美幌町字日の出２丁目３番地 8:30～17:00 雇用・労災 普通自動車免許
スタッフ ～ ～ （パーラー東和美幌店） 17:00～0:00 健康・厚生 ＊
常用 ５９ 200,000円 01051-   666421 0152-75-2526 （従業員数  14人） ＊

牛の飼育 2人 ６４ 210,000円 株式会社　津別ファーム 網走郡津別町字栄５８－２ 6:00～15:00 雇用・労災 普通自動車免許
管理作業員 以下 ～ 8:00～17:00 健康・厚生 牧場経験者優遇

常用 250,000円 01051-   667321 0152-76-1420　（従業員数  25人） 17:00～6:00 ＊
林業作業員 5人 230,000円 多津美産業　多津美　彰 網走郡美幌町字東町２丁目１１－１０ 6:30～16:00 雇用・労災 ＊

不問 ～ 就労地：網走管内（網走市・大空町・斜里町等） 健康・厚生 ＊
常用 345,000円 01051-   668621 　　　　　　 　　　　（従業員数  4人） ＊

林業作業員 3人 220,000円 国安産業　株式会社 網走郡津別町字達美１４８番地の５ 6:30～16:00 雇用・労災 雇用　～3/31　契約更新の可能性あり 

不問 ～ 就労地：津別町・美幌町・北見市一円の山林 健康・厚生 普通自動車免許/チェーンソー

常用 308,000円 01051-   669921 0152-76-2300  （従業員数   32人） ・刈払機講習修了者尚可

町有林及び 2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　1年　契約更新の可能性あり

道路・公園維持 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 中型自動車（８t限定可・ＡＴ限定不可）

管理作業 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-   670721 0152-77-6547　（従業員数  3人） 他、求人票参照
製造作業員 2人 ５９ 160,704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 ＊

以下 ～ 健康・厚生 ＊
常用 160,704円 01051-   671821 0152-76-2665　（従業員数   35人） ＊

冷凍食品 3人 153,353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 ＊
製造工員 不問 ～ 健康・厚生 ＊

常用 153,353円 01051-   673521 0152-73-3175　（従業員数  288人） ＊

◎一般求人



製造スタッフ 4人 ５９ 180,000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 8:30～18:30 雇用・労災 ＊
（店舗・工場） 以下 ～ 健康・厚生 ＊

常用 220,000円 01051-   676621 0152-73-3125　（従業員数  5人） ＊
製材工場工員 2人 ４０ 155,000円 美幌町森林組合 網走郡美幌町字稲美２３４番地３ 8:00～17:30 雇用・労災 普通自動車免許

以下 ～ 健康・厚生 ＊
常用 249,100円 01051-   677921 0152-73-1281　（従業員数   25人） ＊

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：美幌町瑞治３３－２ 健康・厚生 ＊

常用 203,500円 01051-   678121 0152-73-3556　（従業員数   3人） ＊
製材工場工員 1人 158,400円 道東パレット　株式会社 網走郡津別町字柏町４６番地１ 8:00～17:10 雇用・労災 車両系建設機械あれば尚可

不問 ～ 健康・厚生 ＊
常用 165,000円 01051-   679021 0152-76-1162　（従業員数   11人） ＊

木製食品容器の 1人 ６４ 164,160円 有限会社　三共 網走郡津別町字共和３９番地２号 7:50～17:10 雇用・労災 ＊
製造スタッフ（機械工） 以下 ～ 健康・厚生 ＊

常用 198,720円 01051-   680221 0152-76-2676　（従業員数   22人） ＊
木製食品容器の 2人 ６４ 155,520円 有限会社　三共 網走郡津別町字共和３９番地２号 7:50～17:10 雇用・労災 ＊
製造スタッフ 以下 ～ 健康・厚生 ＊

常用 155,520円 01051-   681521 0152-76-2676　（従業員数   22人） ＊
自動車整備 2人 ５９ 185,000円 株式会社　カーエージェント 網走郡美幌町字仲町２丁目９１番地 9:00～18:00 雇用・労災 普通自動車免許

以下 ～ ・ナカムラ 健康・厚生 ２級自動車整備士
常用 300,000円 01051-   682421 0152-77-3880　（従業員数  5人） 整備経験者

電気工事作業員 2人 ３５ 175,000円 有限会社　北新電設 網走郡美幌町字東３条北３丁目９番１ 8:00～17:00 雇用・労災 第１種又は第２種電気工事士免許

以下 ～ 就労地：網走管内 健康・厚生 あれば尚可(入社後免許取得も可）

常用 240,000円 01051-   684621 0152-72-2255　（従業員数   3人） 普通自動車免許
普通作業員 1人 ６４ 190,000円 株式会社　四ツ輪工業 網走郡美幌町字仲町１丁目１４３番３４ 8:00～17:30 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 大型・中型免許、車両系建設

常用 265,000円 01051-   685921 0152-73-3673　（従業員数  9人） 機械、小型移動式クレーンあれば尚可

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 網走郡美幌町字青山北４３番地８ 8:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許(AT限定不可）

不問 ～ 就労地：美幌町基点に網走管内 健康・厚生 中型免許あれば尚可
常用 200,000円 01051-   686121 0152-73-3614　（従業員数  26人） ＊

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 網走郡美幌町字青山北４３番地８ 8:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許(AT限定不可）

不問 ～ 就労地：美幌町基点に網走管内 健康・厚生 中型免許あれば尚可
常用 182,500円 01051-   687021 0152-73-3614　（従業員数  26人） ＊

ダンプ・トレーラー 5人 220,000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 8:00～17:00 雇用・労災 大型・けん引/
ユニック運転手 不問 ～ 就労地：美幌町字日の出２丁目６「美幌営業所」 6:00～15:00 健康・厚生 移動式クレーン・玉掛け

常用 260,000円 01051-   690421 0152-73-0102　（従業員数  68人） 財形 あれば尚可
調理補助 1人 170,000円 株式会社　アンビックス 網走郡津別町字上里７３８番地 6:30～21:30の 雇用・労災 雇用　１年　契約更新の可能生あり

スタッフ 不問 ～ ランプの宿森つべつ 間の実働７、７５時間 健康・厚生 普通自動車免許/調理師あれば尚可

常用 180,000円 01051-   691321 0152-76-3333　（従業員数   13人） ホテルレストラン調理経験あれば尚可

バス運転手 2人 170,000円 北海道北見バス　株式会社 北見市南町１丁目５番４号 6:20～14:15 雇用・労災 雇用　６ヶ月　
不問 ～ 就労地：美幌町美芳２２番地の２｢美幌営業所｣ 12:19～20:23 健康・厚生 契約更新の可能生あり

常用 170,000円 01050-  4401021 0157-61-6211　（従業員数  11人） 大型自動車第２種免許



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
営業スタッフ 2人 ５９ 180,000円 トヨタカローラ北見　株式会社 北見市西富町２丁目１９番７号 9:30～18:30 雇用・労災 普通自動車免許

以下 ～ 就労地：北見本社・網走店・紋別店・遠軽店・斜里店 健康・厚生 中型自動車免許あれば尚可

250,000円 　　・美幌店（美幌町東町２丁目５）のいずれか 財形 ＊
常用 01050-  4437821 0157-24-6166　（従業員数  51人） ＊

サービス 2人 ５９ 171,000円 トヨタカローラ北見　株式会社 北見市西富町２丁目１９番７号 9:30～18:30 雇用・労災 普通自動車免許
エンジニア 以下 ～ 就労地：北見本社・網走店・紋別店・遠軽店・斜里店 健康・厚生 ３級自動車整備士以上
（整備士） 250,000円 　　・美幌店（美幌町東町２丁目５）のいずれか 財形 自動車整備経験者

常用 01050-  4438221 0157-24-6166　（従業員数  51人） ＊
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：津別町共和３９ 健康・厚生 契約更新の可能性あり

常用 172,000円 01050-  4645121 　　　　　　　　　　（従業員数   0人） ＊
企業福利厚生 5人 ６４ 170,000円 大同生命保険株式会社　北海道 北見市北４条東２丁目２－１　損保ジャパン北見ビル６階 9:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許

プランナー 以下 ～ 支社　釧路営業所　北見連絡所 就労地：上記または網走市内・美幌町・遠軽町 健康・厚生 ＊
常用 250,000円 01050-  4686121 0154-23-6405　（従業員数  4人） ＊

電気工事現場 1人 ５９ 170,000円 株式会社　電建 北見市常盤町６丁目２番２６号 8:00～17:40 雇用・労災 普通自動車免許(AT限定不可）

作業員 以下 ～ 就労地：美幌支店・網走営業所のいずれか 健康・厚生 準中型免許・第２種
常用 290,400円 01050-  4701721 0152-73-6141　（従業員数  54人） 電気工事士あれば尚可

電気工事現場 2人 ５９ 170,000円 株式会社　電建 北見市常盤町６丁目２番２６号 8:00～17:20 雇用・労災 1級又は2級電気工事施工管理技士

管理職員 以下 ～ 就労地：北見本社・美幌支店・大空支店のいずれか 健康・厚生 普通自動車免許(AT限定不可）

常用 290,400円 01050-  4702821 0152-73-6141　（従業員数  77人） 電気工事現場の経験あれば尚可

調理 1人 250,000円 株式会社 魚国総本社 札幌市白石区南郷通２０丁目南２番３９号 6:00～14:30 雇用・労災 雇用　～3/31　契約更新の

（責任者） 不問 ～ 北海道支社 就労地：美幌町美里１０－１ 5:00～13:30 健康・厚生 可能性あり/調理師あれば尚可

常用 250,000円 01010- 15590421 011-863-4421　（従業員数  3人） 調理業務経験あれば尚可

下水道管理 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
センター運転管理 以下 ～ 就労地：津別町達美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の出来る方

180,000円 　　｢水ing　AM(株)津別管理事務所｣ 財形 ＊
常用 01010- 31573821 011-644-2241　（従業員数  6人） ＊

農業土木工事の 2人 350,000円 株式会社　アイエンジニアリング 札幌市中央区北２条東１７丁目２番地 8:00～17:00 雇用・労災 １級又は２級土木施工管理

土木施工管理 不問 ～ スタッフ 就労地：津別町 健康・厚生 技士あれば尚可
常用 550,000円 01010- 31579921 011-206-0085　（従業員数  0人） 現場経験者

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
～ ～ 就労地：美幌町新町１－５｢ALSOK北海道(株)北見支社　美幌出張所｣ 18:00～9:00 健康・厚生 ＊

常用 ３４ 164,500円 01240- 14611921 011-747-2203　（従業員数  6人） 9:00～8:00 ＊
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　

以上 ～ 就労地：美幌町新町１－５｢ALSOK北海道(株)北見支社　美幌出張所｣ 18:00～9:00 健康・厚生 契約更新の可能性あり
常用 158,000円 01240- 14612121 011-747-2203　（従業員数  6人） 9:00～8:00 普通自動車免許

化粧品の販売 1人 ５９ 166,000円 株式会社　カドカワ薬局 網走郡美幌町新町２丁目５１番地 9:00～18:00 雇用・労災 普通自動車免許
及び接客・応対 以下 ～ 9:00～16:30(土） 厚生 化粧品の販売経験あれば尚可

常用 169,000円 01051-  　693921 0152-73-2405　（従業員数  5人） 薬剤師国保 PC入力程度

◎一般求人



重機オペレーター 1人 ６４ 230,000円 有限会社　北野産業 網走郡津別町字幸町６１番地１２ 7:00～16:00 雇用・労災 普通自動車免許
以下 ～ 就労地：津別町、北見市、大空町その他の各現場 健康・厚生 車両系建設機械（整地）

常用 356,500円 01051-    694121 0152-76-2096　（従業員数  14人） 油圧ショベルの運転経験（３年以上）

調理員 1人 206,400円 株式会社　LEOC 札幌市中央区北１条西４－２－２　札幌ノースプラザビル６階 5:30～14:30 雇用・労災 雇用　～R5.9/30
不問 ～ 就労地：美幌町仲町２丁目３８番地２ 10:00～19:00 健康・厚生 1年毎更新の可能性あり

206,400円 　　　　　　｢アメニティ美幌｣ 普通自動車免許あれば尚可

常用 01010- 32075221 011-200-8808　（従業員数   7人） 調理業務経験者
調理師 1人 220,000円 株式会社　LEOC 札幌市中央区北１条西４－２－２　札幌ノースプラザビル６階 5:00～18:45 雇用・労災 雇用　～R5.6/30

不問 ～ 就労地：津別町幸町６１｢津別病院｣ の間の８時間程度 健康・厚生 1年毎更新の可能性あり
220,000円 普通自動車免許あれば尚可

常用 01010- 32082821 011-200-8808　（従業員数   6人） 調理師免許・調理業務経験者

工場従業員 2人 ５９ 300,000円 佐藤林業　株式会社 北見市北斗町３丁目６－１６ 8:00～17:30 雇用・労災 普通自動車免許
以下 ～ 就労地：津別町達美２３－１「佐藤林業㈱津別工場」 健康・厚生 車両系建設機械あれば尚可

常用 350,000円 01050-   4759021 0157-61-3100　（従業員数  3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：美幌町稲美２２０－１４「東洋農機㈱美幌営業所」 健康・厚生 ＊
常用 279,000円 01040-  10814621 0155-37-3191　（従業員数  7人） 財形 ＊

営業員 1人 ５９ 173,000円 株式会社　ヰセキ北海道 岩見沢市東町２条７丁目１００４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 ～ 就労地：美幌町美禽３５８－１｢美幌営業所｣ 9:00～17:30 健康・厚生 ＊
常用 240,000円 01110-   3938621 0126-22-3388　（従業員数  8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 普通自動車免許・危険物

133,000円 乙種あれば尚可/ガソリン

常用 01051-  　696721 0152-72-1119　（従業員数  6人） スタンド勤務経験あれば尚可

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：美幌町三橋町｢美幌かみあわせ歯科クリニック｣ 14:00～19:30 健康・厚生 経験者優遇

常用 260,000円 01030- 12319921 0166-26-1622　（従業員数   4人） 8:30～13:00(土) ＊
保育士及び 1人 ５９ 166,600円 社会福祉法人　夢つべつ 網走郡津別町字新町２１ 7:30～18:30 雇用・労災 雇用　9/1～3/31

幼稚園教諭 以下 ～ の間の実働７、5時間 健康・厚生 契約更新の可能性あり
166,600円 保育士又は幼稚園教諭

普通自動車免許あれば尚可

常用 01051-    704521 0152-77-3231　（従業員数   38人） 保育業務経験あれば尚可

事務職 1人 161,000円 株式会社　ブラステック 館林市松原１丁目２２番６号 9:00～18:00 雇用・労災 給与計算・社会保険事務・

不問 ～ 就労地：美幌町大通北１－１３－３　リスビル１階 健康・厚生 営業事務経験あれば尚可

161,000円 　　｢(株)ブラステック　オホーツク営業所｣ パソコン操作できる方
常用 10060-  4285221 03-6801-6895　（従業員数  2人） 簡単なビジネスメールが打てる方



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 1,000円 株式会社　LEOC 札幌市中央区北１条西４－２－２　札幌ノースプラザビル６階 6:30～11:45 労災 雇用　～R5.9/30

不問 ～ 就労地：津別町幸町６１｢津別病院｣ 15:00～19:00 1年毎更新の可能性あり
常用 1,000円 01010- 30607921 011-200-8808　（従業員数   6人） 普通自動車免許あれば尚可

パンの製造販売 1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 14:30～19:30 労災 雇用　～3/31
不問 ～ 就労地：美幌町三橋南３－１コープさっぽろ美幌店内｢レフボン美幌店｣ 1年毎更新の可能性あり

常用 1,150円 01010- 30660821 0152-77-3031　（従業員数   10人） ＊
事務 1人 1,000円 明治安田生命保険 東京都千代田区丸の内２－１－１ 9:00～16:00 雇用・労災 雇用　～3/31

不問 ～ 相互会社 就労地：美幌町田中国有地 10:00～17:00 健康・厚生 契約更新の可能性あり
1,000円 　　　　　「防衛省共済組合　美幌支部内」 9:00～17:00の PC操作（ワード・エクセル

常用 13010- 74495921 03-3283-9476　（従業員数  2人） 間の６時間 /初級レベル）

総務事務 1人 ５９ 950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 ～ の間の３～４時間 エクセル基本操作

常用 1,000円 01051-    631221 0152-73-5333　（従業員数   68人） ＊
歯科衛生士 1人 1,062円 医療法人社団　トム 網走郡美幌町字東町１丁目１０番地２ 9:00～12:30 労災 歯科衛生士

不問 ～ 東町歯科 14:00～17:30 ＊
常用 1,187円 01051-    640521 0152-73-0066　（従業員数   9人） 17:30～21:00 ＊

販売員 1人 930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 9:00～15:00 雇用・労災 ＊
不問 ～ ＊

常用 950円 01051-    648821 0152-73-3125　（従業員数  5人） ＊
介護職員 1人 1,030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 7:00～13:00 労災 雇用　1年　契約更新の可能性あり

不問 ～ 就労地：美幌町稲美１０５番地の６ 13:00～19:00 経験者優遇
1,130円 　　　「アメニティ美幌　あさひグループホーム」 ホームヘルパー２級/

常用 01051-    651921 0152-72-0072 　（従業員数  17人） 介護福祉士あれば尚可
介護業務 1人 1,035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 8:30～17:00 労災 ホームヘルパー２級・

（通所） 不問 ～ 介護老人保健施設　アメニティ美幌 の間の４時間以上 介護職員初任者研修修了・

1,135円 介護福祉士あれば尚可
常用 01051-    656221 0152-75-2210　（従業員数  70人） 普通自動車免許

介護職員 1人 １８ 900円 有限会社　シルバーサポートノア 網走郡美幌町字元町２８番地４３ 6:00～10:00 雇用・労災 経験者尚可
以上 ～ 就労地：美幌町元町２８番地４２ 6:00～15:00 ＊

1,250円 　　　　　「グループホームほうゆう」 9:30～18:30 ＊
12:00～21:00 ＊

常用 01051-    658421 0152-72-0606　（従業員数  19人） 21:00～6:00 ＊
訪問介護員 2人 1,100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 7:00～19:00 雇用・労災 介護職員初任者研修修了/

不問 ～ コーポ都１０２号室 の間の６時間程度 介護福祉士あれば尚可
常用 1,250円 01051-    660121 0152-77-3336　（従業員数  4人） 普通自動車免許

接客・調理・レジ 1人 920円 味登利家　古澤　光夫 網走郡津別町字新町１５－２２ 10:30～14:30 雇用・労災 ＊
・掃除・洗い物 不問 ～ ＊

常用 920円 01051-    661021 0152-76-2667　（従業員数   2人） ＊
弁当・オードブル 1人 900円 合同会社　アロイフーズ 網走郡美幌町字青山北１７－１ 9:00～16:00 労災 ＊

の製造販売 不問 ～ ほっともっと　美幌店 の間の３～６時間 ＊
常用 900円 01051-    662721 0152-75-4500　（従業員数   13人） ＊

◎パート求人



弁当・オードブル 3人 900円 合同会社　アロイフーズ 網走郡美幌町字青山北１７－１ 16:00～20:00 労災 ＊
の製造販売 不問 ～ ほっともっと　美幌店 17:00～20:00 ＊

常用 900円 01051-    663821 0152-75-4500　（従業員数   13人） 17:00～23:00 ＊
フロントスタッフ 1人 890円 株式会社　アンビックス 網走郡津別町字上里７３８番地 7:00～22:00 労災 雇用　６ヶ月　契約更新の可能生あり

不問 ～ ランプの宿森つべつ の間の４～８時間 事務・パソコン関係の資格があれば尚可

常用 1,100円 01051-    664221 0152-76-3333　（従業員数   13人） フロント業務経験あれば尚可

製造作業員 2人 930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 労災 ＊
不問 ～ ＊

常用 930円 01051-    672221 0152-76-2665　（従業員数   35人） ＊
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 ～ の間の５時間程度 ＊
常用 889円 01051-    674421 0152-73-3175　（従業員数  288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 PC基本的な入力操作が

製造工員 以上 ～ できれば尚可
常用 910円 01051-    675321 0152-73-3175　（従業員数  288人） 普通自動車免許

施設管理スタッフ 2人 １８ 890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 5:00～10:00 雇用・労災 雇用　～3/31　契約更新の可能性あり

以上 ～ 美幌支店 就労地：美幌町都橋４０－1 7:00～16:00 普通自動車免許あれば尚可

920円 　｢美幌町交流促進センター　峠の湯びほろ｣ 22:00～0:00 業務用床洗浄機（ポリッシャー）、

常用 01051-    683321 0152-72-2480　（従業員数   25人） 高圧洗浄機等の使用経験あれば尚可

清掃業 2人 １８ 1,200円 STAR　INDUSTRIES　 網走郡美幌町字青葉１丁目１９番地の２ 19:00～23:00 労災 普通自動車免許（通勤用）

以上 ～ 株式会社 就労地：大空町東藻琴千草７２－１ 18:00～23:30の ＊
1,200円 　　「(株)北海道畜産公社北見工場」 間の４時間程度 ＊

常用 01051-    688721                      (従業員数  9人） ＊
介護職員 1人 1,060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 8:00～10:00 労災 雇用　1年　契約更新の可能性あり

不問 ～ 就労地：美幌町稲美１０５番地の６ 16:00～18:00 経験者優遇/ホームヘルパー２級

1,160円 　　　「アメニティ美幌　あさひディサービスセンター」 又は介護職員初任者研修修了者

常用 01051-    689821 0152-72-0030 　（従業員数  17人） /介護福祉士あれば尚可

調理補助 1人 1,200円 株式会社　アンビックス 網走郡津別町字上里７３８番地 7:00～22:00 労災 雇用　６ヶ月　契約更新の可能生あり

スタッフ 不問 ～ ランプの宿森つべつ の間の４～８時間 普通自動車免許/調理師あれば尚可

常用 1,500円 01051-    692621 0152-76-3333　（従業員数   13人） ホテルレストラン調理経験あれば尚可

調理員 2人 950円 株式会社 魚国総本社 札幌市白石区南郷通２０丁目南２番３９号 16:00～20:00 労災 雇用　～9/30 契約更新の

不問 ～ 北海道支社 就労地：美幌町美里１０－１ 16:00～21:00 可能性あり/調理師あれば尚可

常用 950円 01230- 15587021 011-863-4421　（従業員数  3人） 調理業務経験あれば尚可

介護補助 1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 9:00～17:00 雇用・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 の間の６時間程度 障がい者手帳所持者

常用 890円 01051- 　695021 0152-73-1215　（従業員数   92人） ＊
電気計量器 1人 1,000円 ほくでんサービス株式会社 北見市北８条東１丁目２－１　北海道電力㈱内 8:40～17:20 雇用・労災 雇用　～3/31　

検針員 不問 ～ 北見支店 就労地：津別町・美幌町・置戸町・北見市 の間の７時間程度 健康・厚生 契約更新の可能性あり

常用 1,000円 01050-  4768721 0157-26-1280  （従業員数   43人） 普通自動車免許
介護支援専門員 1人 ６２ 1,250円 一般社団法人　北海道総合 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 普通自動車免許/介護支援

以下 ～ 在宅ケア事業団 就労地：美幌町西１条北１－１　北海道総合在宅ケア事業団 間の６時間程度 健康・厚生 専門員または介護支援専門員

1,250円 　　　　｢美幌地域ケアプラン相談センター｣ 実務研修修了者/更新対象者は

常用 01010- 33113121 0152-73-6186　（従業員数  12人） 更新研修修了者（受講予定を含む）



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 253,000円 株式会社　道和建設 網走郡美幌町字美禽１６番地 7:30～17:00 雇用・労災 雇用　～12/20

不問 ～ 就労地：美幌町内他近隣市町村 健康・厚生 普通自動車免許（AT限定不可）

臨時 322,000円 01051-   　 49820 0152-73-2128　（従業員数   26人） 土木作業経験あれば尚可

事務員 2人 164,160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 8:30～18:30 雇用・労災 雇用　～10/31
不問 ～ 就労地：美幌町大通北４丁目１２ 健康・厚生 ＊

臨時 169,344円 01050-   4317721 　　　　　　　 　　　（従業員数   0人） ＊
販売員 1人 (時）930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 9:00～15:00 雇用・労災 雇用　～10/31

不問 ～ 就労地：美幌町大通北４丁目１２ ＊
臨時 (時）970円 01050-   4320621 　　　　　　　 　　　（従業員数   0人） ＊

精肉小売り業務 1人 207,360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 8:30～18:30 雇用・労災 雇用　～10/31
(リーダー候補） 不問 ～ 就労地：美幌町大通北４丁目１２ 健康・厚生 販売業務経験あれば尚可

臨時 210,816円 01050-   4321921 　　　　　　　 　　　（従業員数   0人） ＊
製造スタッフ 3人 172,800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 8:30～18:30 雇用・労災 雇用　～9/30

不問 ～ 就労地：美幌町大通北４丁目１２ 健康・厚生 普通自動車免許あれば尚可

臨時 177,984円 01050-   4322121 　　　　　　　 　　　（従業員数   0人） ＊
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 労災 雇用　～11/30

不問 ～ 就労地：津別町・美幌町民有林 普通自動車免許、重機等

臨時 368,000円 01051-   　 50220 0152-76-3198　（従業員数   2人） 作業免許あれば尚可
製造工 2人 198,000円 株式会社　旭ダンケ　 網走郡美幌町字野崎６５番地 7:30～17:00 労災 雇用　～11/30

不問 ～ 道東支店 ＊
臨時 198,000円 01051-   　 51920 0152-72-3327　（従業員数   17人） ＊

製造工兼運転手 2人 198,000円 株式会社　旭ダンケ　 網走郡美幌町字野崎６５番地 7:30～17:00 労災 雇用　～11/30
不問 ～ 道東支店 大型自動車免許

臨時 198,000円 01051-   　 52120 0152-72-3327　（従業員数   17人） 製造、運転手経験あれば尚可

土木作業員 1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　～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-   　 53420 0152-73-4314　（従業員数   27人） 大型、大特あれば尚可
土木作業員 3人 231,000円 株式会社　だいけん 網走郡津別町字共和５１番地の２ 7:00～17:00 雇用・労災 雇用　～12/31

不問 ～ 就労地：事業所他、各現場 健康・厚生 普通自動車免許（AT限定不可）

臨時 273,000円 01051-   　 54720 0152-76-2510　（従業員数   20人） 土木作業経験者
厨房補助業務 1人 190,080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 9:00～18:00 雇用・労災 雇用　～10/31

不問 ～ 就労地：美幌町古梅 健康・厚生 ＊
臨時 190,080円 01050-   4485121 　　　　　　　 　　　（従業員数   0人） ＊

◎期間雇用求人


