
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 01010-47233721 011-206-0085　（従業員数　0人） 現場経験者

介護職員 2人 ６２ 158,500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 8:30～17:00 雇用・労災 ホームヘルパー２級又は

以下 ～ 就労地：美幌町字稲美１０５番地の６ 健康・厚生 介護職員初任者研修修了者/

209,400円 　　「アメニティ美幌　あさひディサービスセンター」 介護福祉士あれば尚可
常用 01051-  964821  0152-72-0030　（従業員数　17人） 経験者優遇

製材工場工員 1人 ６４ 165,000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：網走郡美幌町字瑞治３３－２ 健康・厚生 ＊

常用 187,000円 01051-  966521 0152-73-3556　（従業員数　3人） ＊
道路・公園維持 1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　１２/１～　１年

管理作業 不問 ～ 就労地：美幌町字報徳 7:45～16:30 健康・厚生 契約更新の可能性あり
259,300円 　　「車両センター」他、町内全域 大型、大特、車両系建設

常用 01051-  967421 0152-77-6549　（従業員数　11人） 機械（整地）
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-  968321 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-  969621 0152-76-3205　（従業員数　36人） ＊
経営指導業務 1人 ５９ 260,000円 美幌商工会議所 網走郡美幌町字仲町１丁目４４ 8:45～17:30 雇用・労災 普通自動車免許/日商簿記３級又は簿記能力

以下 ～ 健康・厚生 検定（全経３級）/中小企業診断士あれば尚可/

260,000円 企業経営に関する支援・指導業務等に

従事した経験、もしくは企業の総務、経理、

営業等の部門の責任ある地位にあった方/

常用 01051-  970021 0152-73-5251　（従業員数　6人） ワード・エクセル・パワーポイント

◎一般求人

第５１７号 １１月２５日発行（１１月１０日～１１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１２月９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
経理事務 1人 156,000円 美幌商工会議所 網走郡美幌町字仲町１丁目４４ 8:45～17:30 雇用・労災 雇用　３/１～Ｒ６．５/３１　更新の可能性あり/

不問 ～ 健康・厚生 普通自動車免許/日商簿記３級、簿記能力検定

156,000円 （全経３級）あれば尚可/経理の経験ある

常用 01051-  971721 0152-73-5251　（従業員数　6人） 方優遇/ワード、エクセルの基本操作

土木技術職員 1人 ４０ 165,900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 公災 雇用　Ｒ５．４/１～
以下 ～ 市町村職員 採用試験要領参照

常用 328,200円 01051-  972821 0152-73-1111　（従業員数　550人） 共済組合 ＊

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
レジ兼販売スタッフ 1人 925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
1,040円 　　「株式会社　北海道三喜　美幌店」 ＊

常用 01230-23259721 011-858-7141　（従業員数　5人） ＊
特産品販売業務 1人 920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　～３/３１　半年毎の

不問 ～ 契約更新/パソコン操作
常用 920円 01051-  965221 0152-73-2211　（従業員数　12人） （ワード・エクセルの基本操作）

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 介護支援専門員又は介護支援

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 01010-48463121 0152-73-6186　（従業員数　12人） 研修修了者（受講予定を含む）

院内清掃スタッフ 1人 920円 北海道東急ビルマネジメント 北見市大通西４丁目２番地ノースウィングビル４階 7:00～9:00 労災 雇用　～３/３１　
不問 ～株式会社　北見・網走営業所 就労地：津別町幸町６１番地 契約更新の可能性あり

920円 　　「津別病院」 ＊
常用 01050- 6793121 0157-61-2537　（従業員数　3人） ＊

院内清掃スタッフ 1人 920円 北海道東急ビルマネジメント 北見市大通西４丁目２番地ノースウィングビル４階 8:00～12:00 労災 雇用　～３/３１　
不問 ～株式会社　北見・網走営業所 就労地：津別町幸町６１番地 13:00～17:00 契約更新の可能性あり

920円 　　「津別病院」 ＊
常用 01050- 6794021 0157-61-2537　（従業員数　3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
確定申告等の 1人 163,060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・公災 雇用　２/１～３/３１
税務事務補助 不問 ～ 　　「美幌町役場　税務課」 厚生 パソコン入力程度

臨時 163,060円 01051-  963721 0152-77-6534　（従業員数　18人） 共済組合 一般事務経験あれば尚可

◎パート求人

◎期間雇用求人

◎一般求人


