
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
学童保育所 1人 131,300円 美幌町役場 網走郡美幌町字東２条北２丁目２５番地 12:30～18:00 雇用・労災 雇用　～3/31　更新の可能性あり

指導員 不問 ～ 就労地：美幌小学校・東陽小学校・旭小学校 8:00～18:00 健康・厚生 普通自動車免許
161,300円 保育士・幼稚園教諭・社会

福祉士あれば尚可/2年以上

常用 01051-   798321 0152-77-6541　（従業員数　17人） 児童福祉事業に従事した方は優遇

事務局職員Ｂ 1人 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 雇用　１１/１～３/３１　更新の可能性あり/

不問 ～ 美幌町社会福祉協議会 就労地：美幌町字東３条北２丁目１番地 健康・厚生 普通自動車免許（AT限定不可）/福祉・介護関係

163,100円 　　「美幌町保健福祉総合センター（しゃきっとプラザ）２階」 資格あれば尚可/ワード・エクセルの基本

常用 01051-   799621 0152-72-1165　（従業員数　3人） 操作（パワーポイントのスキルあれば尚可）

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
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 看護師又は保健師

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 普通自動車免許
1,450円 　　「美幌地域訪問看護ステーション」 看護師又は保健師の

常用 01010-38033221 0152-73-6186　（従業員数　12人） 経験３年以上あれば尚可

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 雇用・労災 看護師又は保健師
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 普通自動車免許

1,450円 　　「美幌地域訪問看護ステーション」 看護師又は保健師としての

常用 01010-38050521 0152-73-6186　（従業員数　12人） 勤務経験３年以上あれば尚可

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 労災 普通自動車免許/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３時間以上 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 01010-38055121 0152-73-6186　（従業員数　12人） 更新研修修了者（受講予定を含む）

もーびーバス（ハイ 1人 1,000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 9:30～15:30 労災 雇用　１年
エース）の運転手 不問 ～ 株式会社 １年毎の更新契約

常用 1,000円 01051-   795221 0152-73-3123　（従業員数　36人） 普通自動車第二種免許

◎一般求人

◎パート求人

第５１３号 ９月２６日発行（９月９日～９月２５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１０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。） 

 

 



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
窓口・後方事務 1人 925円 株式会社　北洋銀行　 網走郡美幌町字大通北二丁目１４番地 9:30～16:00 労災 雇用　６ヶ月　６ヶ月後は１年毎の

不問 ～ 美幌支店 更新/キーボード入力のできる方/

常用 925円 01051-   797421 0152-73-3194　（従業員数　10人） 金融機関勤務経験者歓迎

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
砂糖製造業務 5人 １８ 291,600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 7:30～17:30 雇用・労災 雇用　１０/１０～１/３１

以上 ～ 就労地：美幌町鳥里９１番地 19:30～5:30 健康・厚生 ＊
291,600円 又は7:30～19:30 ＊

臨時 01050- 5513421 　　　　　　　　　　　（従業員数　0人） の間の８時間程度 ＊
ビート貯蔵業務 5人 212,220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 6:30～16:30 雇用・労災 雇用　１０/１０～１１/２０

不問 ～ 就労地：美幌町鳥里９１番地 7:00～16:30 ＊
臨時 225,320円 01050- 5514321 　　　　　　　　　　　（従業員数　0人） ＊

一般事務員 1人 161,920円 サンエイ工業　株式会社 斜里郡斜里町光陽町４４番地１７ 8:00～17:15 雇用・労災 雇用　～１２/２０
不問 ～ 就労地：美幌町字三橋南１２－２ 健康・厚生 普通自動車免許

165,440円 　　「サンエイ工業（株）　美幌営業所」 ワード・エクセル基本操作

臨時 01180- 2044121 0152-23-2173　（従業員数　1人） ＊
作業員 1人 172,900円 日新タイヤ有限会社 網走郡美幌町字日の出１丁目５－１ 9:00～17:00 雇用・労災 雇用　１０/１７～１１/３０

不問 ～ 普通自動車免許
臨時 207,480円 01051-   796521 0152-75-0350　（従業員数　2人） 中型自動車免許あれば尚可

◎期間雇用求人

◎パート求人


