
　

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
介護職員 1人 172,800円 株式会社　ワークサポート 北見市本町１丁目２番８号　網走交通本町ビル３階 6:00～15:00 雇用・労災 介護職員初任者研修修了者

不問 ～ 就労地：美幌町大通北２丁目２０－１｢リビングケア・シーズン美幌｣ 11:00～20:00 健康・厚生 あれば尚可

常用 190,080円 01050-　6817721 0157-24-9665　（従業員数  10人） 13:00～21:00 普通自動車免許
鋼材整備・ 3人 ５９ 181,000円 株式会社　重林機 網走郡美幌町字高野７２番地 8:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許/

加工作業員 以下 ～ 道東支店 8:00～12:00(土） 健康・厚生 ガス溶接・クレーン・玉がけ

常用 220,000円 01051-   975421 0152-75-3355　（従業員数  13人） あれば尚可
建築技術職員 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　4/1～

以下 ～ 市町村職員 採用試験要領参照
常用 328,200円 01051-　 976321 0152-73-1111　（従業員数  550人） 共済組合 ＊

工場清掃作業員、 1人 168,100円 日本甜菜製糖株式会社 網走郡美幌町字鳥里９１番地 8:00～17:00 雇用・労災 雇用　～3/31
製品の分析補助 不問 ～ 美幌製糖所 8:00～16:30 健康・厚生 契約更新の可能性あり

常用 168,100円 01051-　 977621 0152-73-1221  （従業員数   109人） 財形 ＊
一般事務（商工 1人 ３９ 150,600円 津別町商工会 網走郡津別町字本町８３番地 8:45～17:30 雇用・労災 普通自動車免許・簿記実務

業者支援業務） 以下 ～ 健康・厚生 検定３級/日商簿記３級あれば尚可

常用 182,200円 01051-　 978921 0152-76-2191  （従業員数   3人） パソコン操作可能な方
現場代理人 1人 ６４ 210,000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 8:00～17:30 雇用・労災 普通自動車免許

以下 ～ 就労地：事業所及び主に美幌町内 他に 健康・厚生 １級管工事施工管理技士

280,000円 　　　　　　　　　　　　　　　網走管内の各現場 工事現場管理経験
常用 01051-　 979121 0152-73-3673  （従業員数    9人） パソコン知識、ＣＡＤ使用必須

建築士 1人 ６４ 283,940円 株式会社　清水建設 網走郡津別町字共和５１番地２ 7:30～17:00 雇用・労災 普通自動車免許
以下 ～ 就労地：事業所及び津別近郊 健康・厚生 １級または２級建築士

344,720円 現場経験あれば尚可
常用 01051-　 980821 0152-76-2672  （従業員数   21人） エクセル・ワードの基本操作

建築施工管理 1人 ６４ 261,620円 株式会社　清水建設 網走郡津別町字共和５１番地２ 7:30～17:00 雇用・労災 普通自動車免許/１級または

技士 以下 ～ 就労地：事業所及び津別近郊 健康・厚生 ２級建築施工管理技士/
305,680円 現場経験あれば尚可

常用 01051-　 981221 0152-76-2672  （従業員数   21人） エクセル・ワードの基本操作

◎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１２月２６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。） 

 

 



現場監理責任者 2人 ６４ 177,800円 安全建設　株式会社 網走郡美幌町字青山南２５番地１ 7:00～16:00 雇用・労災 普通自動車免許
以下 ～ 就労地：事業所他、主に美幌町周辺、他網走管内 健康・厚生 １・２級土木施工管理技士又は

188,500円 １・２級建築施工管理技士などの

常用 01051-　 982521 0152-72-4151  （従業員数   13人） 管理者資格/現場監理経験あれば尚可

現場監理責任者 2人 ６４ 160,500円 安全建設　株式会社 網走郡美幌町字青山南２５番地１ 7:00～16:00 雇用・労災 普通自動車免許
(補助・見習い） 以下 ～ 就労地：事業所他、主に美幌町周辺、他網走管内 健康・厚生 ワード・エクセルできれば尚可

常用 175,500円 01051-　 983421 0152-72-4151  （従業員数   13人） ＊
現場代理人 1人 ６４ 190,000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 8:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許

以下 ～ 就労地：事業所及び網走管内 健康・厚生 １級土木施工管理技士
常用 366,000円 01051-　 984321 0152-73-4314  （従業員数  14人） 現場代理人及び主任技術者経験者

土木施工管理 1人 ６４ 261,620円 株式会社　清水建設 網走郡津別町字共和５１番地２ 7:30～17:00 雇用・労災 普通自動車免許/１級または

技士 以下 ～ 就労地：事業所及び津別近郊 健康・厚生 ２級土木施工管理技士/

300,100円 大型、大特あれば尚可/現場経験

常用 01051-　 985621 0152-76-2672  （従業員数  21人） あれば尚可/エクセル・ワードの基本操作

歯科衛生士 1人 180,000円 医療法人社団　　敬愛会 網走郡美幌町字仲町２丁目９６－１ 8:15～12:00 雇用・労災 歯科衛生士
不問 ～ ９時歯科 14:00～17:00 歯科医師国保 衛生士経験あれば尚可

常用 250,000円 01051-　 986921 0152-72-0299  （従業員数     7人） 17:30～21:00 厚生 ＊
相談業務 1人 ６２ 173,000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 介護支援専門員

以下 ～ 就労地：特別養護老人ホーム　緑の苑 健康・厚生 普通自動車免許
常用 233,500円 01051-   987121 0152-73-1215  （従業員数　 92人） ＊

障がい児指導員 1人 170,000円 特定非営利活動法人 網走郡津別町字東１条通２１番地１ 9:00～18:00 雇用・労災 保育士・小学校教諭・中学校教諭・

不問 ～ 津別町手をつなぐ育成会 就労地：放課後ディサービスすきっぷ 健康・厚生 高等学校教諭・看護師のいずれか

184,000円 普通自動車免許
常用 01051-   988021 0152-77-3210  （従業員数　 5人） 保育士・教員としての勤務経験あれば尚可

ケアマネージャー 1人 160,000円 有限会社　ライフサポート企画 網走郡美幌町字稲美５９番地１２９ 8:30～17:30 雇用・労災 普通自動車免許
不問 ～ （いなみ介護支援センター・いなみ薬局） 8:30～12:30(土） 健康・厚生 介護支援専門員

常用 170,000円 01051- 　989721 0152-75-0300  （従業員数　 14人） PC入力程度
幼稚園教諭 1人 ５９ 155,000円 学校法人　美幌大谷学園 網走郡美幌町字西２条南１丁目１ 7:30～16:30 雇用・労災 幼稚園教諭または保育士

以下 ～ 美幌大谷幼稚園 「認定こども園　美幌大谷幼稚園」 8:30～17:30 私学共済 ＊
210,000円 9:30～18:30 ＊

7:30～18:30の ＊
常用 01051-   990521 0152-73-2409 （従業員数 　32人） 間の８時間程度 ＊

一般事務員 1人 ６４ 155,000円 安全運送　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-　 993621 0152-73-5141  （従業員数  34人） ＊

一般事務員 1人 160,000円 有限会社　ソウユウ社 網走郡美幌町字栄森３８番地８６４ 8:10～17:00 雇用・労災 Eｘｃel、経理ソフトの入力が

不問 ～ 8:30～16:00 健康・厚生 できる方尚可
常用 180,000円 01051-　 994921 0152-72-3800  （従業員数  15人） 8:10～11:30(土) ＊

看護師 2人 １８ 209,300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 看護師
（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 看護職経験あれば尚可
常用 ５９ 298,900円 01051-   997721 0152-75-2210　（従業員数   75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
准看護師 2人 １８ 175,300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 准看護師

（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 看護職経験あれば尚可
常用 ５９ 224,100円 01051-   988821 0152-75-2210　（従業員数   75人） 16:30～9:30 ＊

店内業務全般 1人 158,976円 有限会社　柳瀬食品店 網走郡津別町字東２条３３番地 8:00～17:30の 雇用・労災 ＊
不問 ～ 間の８時間程度 健康・厚生 ＊

常用 158,976円 01051- 1001121 　　　　　　　　　　 （従業員数   8人） ＊
技術営業職 2人 ４０ 180,000円 株式会社　横山土建 網走郡美幌町字稲美２１２番地 8:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許（ＡＴ限定不可）

以下 ～ 健康・厚生 ＊
常用 230,000円 01051- 1005221 0152-73-1331　 （従業員数  28人） ＊

介護職員 2人 １８ 155,500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
～ ～ 就労地：美幌町稲美１０５番地の６ 8:45～17:15 健康・厚生 介護職員初任者研修/
６２ 206,400円 　　「アメニティ美幌あさひグループホーム」 10:30～19:00 介護福祉士あれば尚可

常用 01051- 1006521 0152-72-0072  （従業員数　16人） 16:30～9:30 経験者優遇
介護職員 1人 １８ 152,500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 介護福祉士、介護職員

～ ～ 就労地：美幌町野崎１１番地の１ 7:00～15:30 健康・厚生 初任者研修あれば尚可
６２ 194,400円 　　「すろー・らいふ美幌」 11:00～19:30 経験者優遇

常用 01051- 1008321 0152-73-5212  （従業員数　24人） 16:30～9:30 ＊
介護業務 2人 ５９ 156,700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 ホームヘルパー2級、介護

（通所） 以下 ～ 介護老人保健施設　アメニティ美幌 健康・厚生 職員初任者研修あれば尚可

常用 177,700円 01051- 1009621 0152-75-2210　（従業員数   75人） 普通自動車免許
訪問介護員 1人 ４０ 160,000円 有限会社　ライフサポート企画 網走郡美幌町字稲美５９番地１２９ 8:30～17:30 雇用・労災 普通自動車免許（ＡＴ限定不可）

以下 ～ （いなみ介護支援センター・いなみ薬局） 就労地：利用者宅（美幌町） 8:30～12:30(土） 健康・厚生 ホームヘルパー２級、介護

常用 165,000円 01051- 1010021 0152-75-0300  （従業員数　16人） 福祉士、看護師のいずれか

訪問介護員 1人 172,000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５－６　１０２号室 8:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許
(サービス提供責任者） 不問 ～ 就労地：美幌町内 9:00～18:00 健康・厚生 介護福祉士

常用 204,000円 01051- 1011721 0152-77-3336  （従業員数 　4人） ワード・エクセルの基本操作

歯科助手兼 1人 155,000円 医療法人社団　　敬愛会 網走郡美幌町字仲町２丁目９６－１ 8:15～12:00 雇用・労災 歯科助手経験あれば尚可

受付 不問 ～ ９時歯科 14:00～17:00 歯科医師国保 ＊
常用 180,000円 01051- 1012821 0152-72-0299  （従業員数   7人） 17:30～21:00 厚生 ＊

ホール・キッチン 1人 １８ 170,000円 居酒屋　天照　小関　元春 網走郡美幌町字元町５番地５４ 14:00～23:00 雇用・労災 ＊
スタッフ ～ ～ 就労地：美幌町東１条北３丁目２｢居酒屋　天照｣ ＊
常用 ５９ 250,000円 01051- 1014521 　　　　　　　　　  （従業員数　 1人） ＊

学童保育所 2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の 雇用・労災 雇用　～3/31　契約更新の可能性あり

指導員 不問 ～ 就労地：美幌小学校・東陽小学校・旭小学校 間の５時間（月～金） 健康・厚生 保育士・幼稚園教諭・社会福祉士

161,300円 8:00～18:00 あれば尚可/普通自動車免許

常用 01051- 1018921 0152-77-6541　（従業員数  17人） の間の実働８時間 ２年以上児童福祉事業に従事した方は優遇

一般乗用旅客 3人 １８ 148,504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 6:00～15:30 雇用・労災 普通自動車免許２種
自動車運送業 ～ ～ 株式会社 8:00～17:30 健康・厚生 （２種免許取得養成

常用 ６４ 300,000円 01051- 1019121 0152-73-3123  （従業員数  36人） 16:00～1:30 制度あり）

◎一般求人



ごみ収集車 1人 ５９ 200,000円 株式会社　津別総合管理 網走郡津別町字共和２１９番地３ 7:45～17:15 雇用・労災 普通自動車免許(AT限定不可）

運転手兼作業員 以下 ～ センター 健康・厚生 大型自動車あれば尚可
常用 230,000円 01051- 1022521 0152-75-5383  （従業員数  14人） ＊

林業作業員 2人 ４０ 250,000円 美幌町森林組合 網走郡美幌町字稲美２３４番地３ 7:30～16:00 雇用・労災 普通自動車免許(AT限定不可）

以下 ～ 就労地：網走管内の山林 健康・厚生 ＊
常用 450,000円 01051- 1023421 0152-73-1281  （従業員数    8人） ＊

工場内作業員 1人 ４０ 200,000円 株式会社　ハセガワ 網走郡美幌町字西２条南２丁目３番地 7:30～17:00 雇用・労災 普通自動車免許(AT限定不可）

以下 ～ 健康・厚生 ＊
常用 250,000円 01051- 1024321 0152-73-1745  （従業員数  17人） ＊

店員 2人 160,704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 8:00～17:00 雇用・労災 ＊
(惣菜部門） 不問 ～ 健康・厚生 ＊

常用 164,160円 01051- 1027121 0152-73-3125  （従業員数  34人） ＊
子供服・婦人服 2人 ５９ 158,480円 小林ニットウェア株式会社 網走郡津別町字新町１５－１５ 8:40～17:40 雇用・労災 縫製経験あれば尚可

の製造 以下 ～ 津別工場 健康・厚生 ＊
常用 158,480円 01051- 1028021 0152-76-1476  （従業員数  11人） ＊

整備職 2人 ４４ 191,200円 エム・エス・ケー農業機械 網走郡美幌町字稲美１４８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 ～ 株式会社　道東支社 就労地：道東支社（美幌）又は中標津営業所･標津営業所 健康・厚生 エクセル・ワード操作可能な方

常用 296,600円 01051- 1030521 0152-73-1121　（従業員数  36人） ＊
管理・技術 2人 ４０ 180,000円 株式会社　横山土建 網走郡美幌町字稲美２１２番地 8:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許（ＡＴ限定不可）

以下 ～ 健康・厚生 ＊
常用 230,000円 01051- 1031421 0152-73-1331　（従業員数  28人） ＊

施設管理 1人 １８ 171,000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 8:30～17:30 雇用・労災 普通自動車免許/２級ボイラー

スタッフ ～ ～ 美幌支店 就労地：美幌町報徳７９－１「美幌町下水道終末処理場」 17:15～8:40 健康・厚生 技士・大型あれば尚可（入社後取得可）

常用 ４０ 243,000円 01051- 1033621 0152-72-2480  （従業員数  18人） 財形 エクセル・ワード基本操作できれば尚可

大工 1人 ６４ 220,000円 株式会社　ダイイチ 網走郡美幌町字美禽２８９番地６ 7:30～17:00 雇用・労災 普通自動車免許(AT限定不可）

以下 ～ 就労地：北見・網走管内 8:00～17:30 健康・厚生 ＊
常用 396,000円 01051- 1034921 0152-73-2626  （従業員数  10人） ＊

土木作業員 1人 ６４ 220,000円 株式会社　ダイイチ 網走郡美幌町字美禽２８９番地６ 7:30～17:00 雇用・労災 普通自動車免許(AT限定不可）

以下 ～ 就労地：北見・網走管内 健康・厚生 ＊
常用 330,000円 01051- 1035121 0152-73-2626  （従業員数  10人） ＊

配管工 1人 ６４ 190,000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 8:00～17:30 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 １級または２級配管技能士

常用 265,000円 01051- 1036021 0152-73-3673  （従業員数   9人） 配管工事現場での経験あれば尚可

土木作業員 1人 ６４ 252,000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 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 健康・厚生 大型・大特あれば尚可
常用 252,000円 01051- 1037721 0152-73-4314  （従業員数  27人） ＊

特別支援教育 1人 147,400円 美幌町役場 網走郡美幌町字東２条北２丁目２５番地 8:00～15:45 雇用・公災 雇用　1/16～3/31　
支援員 不問 ～ 就労地：美幌町内の小学校 健康・厚生 契約更新の可能性あり
常用 147,400円 01051- 1044721 0152-77-6557　（従業員数  550人） ＊

給食調理スタッフ 2人 ６４ 158,976円 キョウワプロテック　株式会社 旭川市６条通８丁目３６－２５　セントラル旭川ビル４階 9:00～18:00 雇用・労災 調理師・普通自動車免許あれば尚可

以下 ～ 旭川事業所 就労地：美幌町字田中「美幌駐屯地内食堂」 の間の８時間程度 健康・厚生 調理業務経験者優遇
常用 207,360円 01030-17667821 0166-86-0911  （従業員数  10人） 同現場経験者は別途優遇



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
バス運転手 1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２２－２｢北海道北見バス(株)美幌営業所｣ 12:19～20:23 健康・厚生 契約更新の可能性あり
常用 170,000円 01050-  6883721 0157-61-6211  （従業員数  11人） 大型自動車二種

販売職 2人 ６４ 160,000円 株式会社　道東アークス 北見市卸町３丁目３番地３ 8:00～22:00 雇用・労災 普通自動車免許
以下 ～ 就労地：北見市、美幌町、網走市、斜里町 の間の８時間 健康・厚生 ＊

常用 256,300円 01050- 6900121 0157-36-5121  （従業員数  100人） ＊
総合職 2人 ３３ 171,950円 北見通運　株式会社 北見市豊地９３番地１ 8:30～17:00 雇用・労災 普通自動車免許

以下 ～ 就労地：本社（上記）・コンテナセンター（北見市大通東）・ 健康・厚生 PC入力程度
205,150円 　　オホーツク支店（美幌町美里２２－１） ＊

常用 01050- 6901021 0157-66-1200 （従業員数  137人） ＊
工場内での 2人 172,800円 株式会社　アウトソーシング 北見市とん田東町３９７番地　グローリビル５－A 8:00～17:00 雇用・労災 雇用　３ヶ月
食品製造 不問 ～ 北見サテライト 就労地：津別町活汲 健康・厚生 契約更新の可能性あり

常用 172,800円 01050- 7196921 0157-57-3215  （従業員数   8人） ＊
電気工事現場 2人 ５９ 170,000円 株式会社　電建 北見市常磐町６丁目２番２６号 8:00～17:40 雇用・労災 普通自動車免許(AT限定可）

作業員 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 第１種または第２種電気工事士

290,400円 電気工事現場の作業経験あれば尚可

常用 01050- 7243821 0152-73-6141  （従業員数  81人） 内線電気工事経験者優遇

整備工 1人 ５９ 165,050円 阿寒バス　株式会社 釧路市愛国１９１番地２０８ 9:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許(AT限定可）

以下 ～ 就労地：美幌町栄町４－８－５「美幌営業所」 9:00～12:00(土） 健康・厚生 自動車整備経験あれば尚可

常用 179,400円 01090-11905921 0154-37-2221  （従業員数  12人） ＊
土木・建築施工 3人 ５９ 160,000円 聖太建設　株式会社 網走市大曲２丁目１番１０号 8:15～17:15 雇用・労災 普通自動車免許(AT限定不可）

管理技士 以下 ～ 就労地：美幌町仲町２「聖太建設（株）美幌支店」及び網走管内の現場 健康・厚生 １級・２級土木施工管理技士、１級・２級

常用 300,000円 01180- 2565421 0152-73-4161 （従業員数  14人） 建築施工管理技士のいずれか

工務係 1人 170,000円 株式会社　共成レンテム 帯広市西１８条北１丁目１４番地 8:30～17:30 雇用・労災 普通自動車免許(AT限定不可）

不問 ～ 就労地：美幌町美禽２９６－３ 健康・厚生 雇用　６ヶ月　契約更新の可能性あり

300,000円 　　「株式会社共成レンテム　美幌営業所」 玉掛け・天井クレーン・車両系建設

常用 01040-15951021 0155-33-1380  （従業員数　8人） 機械・その他作業資格有資格者優遇

正看護師 1人 １８ 227,600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 看護師
～ ～ 美幌療育病院 9:30～18:00 健康・厚生 ＊
５９ 343,988円 13:10～21:40 ＊

常用 01051- 1046221 0152-73-3145  （従業員数  187人） 21:20～6:50 ＊
准看護師 1人 １８ 198,040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 准看護師

～ ～ 美幌療育病院 9:30～18:00 健康・厚生 ＊
５９ 231,960円 13:10～21:40 ＊

常用 01051- 1047521 0152-73-3145  （従業員数  187人） 21:20～6:50 ＊
製造スタッフ 2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 8:30～18:00 雇用・労災 ＊

(工場） 以下 ～ 健康・厚生 ＊
常用 220,000円 01051- 1049321 0152-73-3125  （従業員数  34人） ＊

営業・配達・ 1人 ５９ 200,000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 8:30～18:00 雇用・労災 普通自動車免許
製造 以下 ～ 健康・厚生 準中型免許あれば尚可
常用 240,000円 01051- 1050121 0152-73-3125  （従業員数  34人） ＊

◎一般求人



いもの芽取り 3人 166,840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　～1/31
作業 不問 ～ 就労地：美幌町稲美５６－４ 契約更新の可能性あり
常用 172,000円 01050- 7290521 　　　　　　　　　　（従業員数    1人） ＊

設備職 2人 ４４ 191,200円 エム・エス・ケー農業機械 網走郡美幌町字稲美１４８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 ～ 株式会社　道東支社 健康・厚生 エクセル・ワードの基本操作

常用 296,600円 01051- 1051021 0152-73-1121　（従業員数  36人） ができる方
営業員 1人 ４４ 191,200円 エム・エス・ケー農業機械 網走郡美幌町字稲美１４８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 ～ 株式会社　道東支社 健康・厚生 エクセル・ワードの基本操作

常用 296,600円 01051- 1052721 0152-73-1121　（従業員数  36人） ができる方
育休代替保育士 1人 199,900円 美幌町役場 網走郡美幌町字東２条北２丁目２５番地 7:30～18:00の 雇用・労災 雇用　～3/31

不問 ～ 就労地：美幌・東陽保育園 間の７．７５時間（月～金） 健康・厚生 契約更新の可能性あり
常用 199,900円 01051- 1053821 0152-77-6541　（従業員数  550人） 7:30～16:00(土) 保育士・普通自動車免許

タイヤ販売、 2人 180,000円 有限会社　漆原タイヤ商会 網走郡美幌町字栄町４丁目３番地５ 9:00～18:00 雇用・労災 普通自動車免許(AT限定不可）

修理 不問 ～ 8:00～17:00 健康・厚生 自動車整備関係の業務
常用 230,000円 01051- 1054221 0152-73-3378　（従業員数  8人） 経験あれば尚可

◎パート求人
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

生ゴミ処理機の清掃 1人 950円 株式会社　プレジールライフ 札幌市中央区南３条東２丁目１　サンシャインビル３１５号室 9:00～15:00 労災 雇用　１年
・メンテナンス 不問 ～ 就労地：北見市・網走市・遠軽町・美幌町 契約更新の可能性あり

常用 1,200円 01010-49023221 　　　　　　　　　 （従業員数  0人） 普通自動車免許
調理パート 1人 ５９ 1,000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 11:00～15:00 雇用・労災 ＊

以下 ～ 美幌療育病院 15:00～19:00 ＊
常用 1,000円 01051- 　974521 0152-73-3145  （従業員数  187人） 6:00～10:00 ＊

幼稚園補助 2人 920円 学校法人　美幌大谷学園 網走郡美幌町字西２条南１丁目１ 7:30～18:00 労災 １年毎の契約更新
教諭 不問 ～ 美幌大谷幼稚園 「認定こども園　美幌大谷幼稚園」 の間の４時間以上 幼稚園教諭または保育士

常用 1,200円 01051-   991421 0152-73-2409  （従業員数 　32人） ＊
幼稚園補助 2人 920円 学校法人　美幌大谷学園 網走郡美幌町字西２条南１丁目１ 7:30～16:30 労災 １年毎の契約更新

教諭(代替） 不問 ～ 美幌大谷幼稚園 「認定こども園　美幌大谷幼稚園」 8:30～17:30 幼稚園教諭または保育士

1,200円 9:30～18:30 ＊
7:30～18:30の ＊

常用 01051-   992321 0152-73-2409  （従業員数 　32人） 間の４時間以上 ＊
販売・ 1人 ５９ 950円 有限会社　こうりん 網走郡美幌町字東１条北３丁目１３番地 9:00～16:00 雇用・労災 簿記資格又は知識のある方尚可

事務スタッフ 以下 ～ 就労地：美幌町稲美２１７「メモリアルホール　こうりん斎場」 健康・厚生 普通自動車免許
常用 950円 01051-　 995121 0152-73-2755  （従業員数  30人） 基本的なパソコン操作

窓口・ 1人 925円 株式会社　北洋銀行 網走郡美幌町字大通北２丁目１４番地 9:30～16:00 労災 雇用　6ヶ月　契約更新の可能性あり

後方事務 不問 ～ 美幌支店 金融機関勤務経験者歓迎

常用 925円 01051-　 996021 0152-73-3194  （従業員数  10人） キーボード入力できる方
看護師 2人 1,415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 労災 看護師

（入所） 不問 ～ 介護老人保健施設　アメニティ美幌 の間の３時間以上 看護職経験あれば尚可
常用 1,415円 01051-   999221 0152-75-2210　（従業員数   75人） ＊

准看護師 2人 1,315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 労災 准看護師
（入所） 不問 ～ 介護老人保健施設　アメニティ美幌 の間の３時間以上 看護職経験あれば尚可
常用 1,315円 01051- 1000921 0152-75-2210　（従業員数   75人） ＊



◎パート求人
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

店内業務全般 1人 920円 有限会社　柳瀬食品店 網走郡津別町字東２条３３番地 8:00～17:00 雇用・労災 ＊
不問 ～ の間の４時間程度 ＊

常用 920円 01051- 1002021 　　　　　　　　 　  （従業員数    8人） ＊
管理部門担当 1人 920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ー１ 17:00～21:00 労災 １年毎の更新契約

不問 ～ びほろ店 ＊
常用 945円 01051- 1003721 0152-75-2300  （従業員数  70人） ＊

店員 1人 920円 株式会社　ツルハ 網走郡美幌町字新町１丁目7番２ 16:10～21:10 労災 3ヶ月毎の契約更新
不問 ～ ツルハドラッグ　美幌新町店 の間の４時間程度 ＊

常用 920円 01051- 1004821 0152-75-0268　（従業員数    12人） ＊
介護職員 2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 8:00～13:00 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 13:00～17:00 ホームヘルパー２級又は介護福祉士

常用 1,160円 01051- 1007421 0152-73-1215  （従業員数   92人） 9:00～17:00 資格あれば尚可/経験者優遇

歯科助手兼 1人 1,000円 医療法人社団　　敬愛会 網走郡美幌町字仲町２丁目９６－１ 17:30～21:00 労災 歯科助手経験者
受付 不問 ～ ９時歯科 ＊
常用 1,100円 01051- 1013221 0152-72-0299  （従業員数    7人） ＊

ホール・キッチン 1人 ５９ 950円 居酒屋　天照　小関　元春 網走郡美幌町字元町５番地５４ 18:00～22:00 雇用・労災 ＊
スタッフ 以下 ～ 就労地：美幌町東１条北３丁目２｢居酒屋　天照｣ ＊
常用 950円 01051- 1015421 　　　　　　　　　  （従業員数  　1人） ＊

ハイヤー・タクシー 3人 920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 7:00～11:00 労災 普通自動車免許２種
乗務員 不問 ～ 株式会社 17:00～21:00 （１種のみの方も相談可）

常用 920円 01051- 1020821 0152-73-3123  （従業員数   36人） １年毎の更新契約
もーびーバス 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 普通自動車免許２種

の運転手 不問 ～ 株式会社 １年毎の更新契約
常用 1,000円 01051- 1021221 0152-73-3123  （従業員数   36人） ＊

パンの製造、 2人 ５９ 950円 居酒屋　天照　小関　元春 網走郡美幌町字元町５番地５４ 9:00～18:00 労災 普通自動車免許あれば尚可

販売、接客 以下 ～ 就労地：美幌町古梅　道の駅ぐるっとパノラマ美幌峠内 の間３時間以上 ＊
950円 　　　　　　　「小麦の奴隷」 ＊

常用 01051- 1026921 　　　　　　　　　  （従業員数　  7人） ＊
子供服・婦人服 2人 ５９ 920円 小林ニットウェア株式会社 網走郡津別町字新町１５－１５ 8:40～17:40 雇用・労災 縫製経験あれば尚可

の製造 以下 ～ 津別工場 の間の４時間以上 ＊
常用 920円 01051- 1029721 0152-76-1476  （従業員数  11人） ＊

清掃スタッフ 1人 ５９ 1,000円 有限会社　こうりん 網走郡美幌町字東１条北３丁目１３番地 9:00～17:00 労災 ＊
以下 ～ 就労地：美幌町稲美２１７「メモリアルホール　こうりん斎場」 の間の２～３時間 ＊

常用 1,000円 01051- 1038821 0152-73-2755  （従業員数  30人） ＊
清掃員 2人 ５９ 920円 東京美装北海道株式会社 網走郡美幌町字稲美２１２番地２９ 7:00～11:30 雇用・労災 ＊

以下 ～ 北見支店　美幌オフィス 就労地：美幌町仲町２丁目３８番地 12:30～17:00 ＊
常用 920円 01051- 1039221 0152-72-4127　（従業員数    4人） ＊

介護補助職員 1人 935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 労災 ＊
不問 ～ 介護老人保健施設　アメニティ美幌 の間の３～６時間 ＊

常用 935円 01051-  1040621 0152-75-2210  （従業員数  75人） ＊



介護補助職員 1人 935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 労災 障がい者手帳所持者
不問 ～ 介護老人保健施設　アメニティ美幌 の間の３～６時間 ＊

常用 935円 01051- 1041921 0152-75-2210  （従業員数  75人） ＊
青果加工・ 3人 ６４ 920円 株式会社　ウエニシ 網走郡美幌町字美富３１８番地 8:00～17:00 雇用・労災 ＊

選別作業員 以下 ～ 就労地：上記他、津別町最上２９１ ＊
常用 920円 01051- 1042121 0152-73-2814  （従業員数  48人） ＊

介護支援専門員 1人 1,200円 株式会社　ウェルグ 北見市北１条西４丁目６番地 9:00～16:30 雇用・労災 雇用　～3/31　契約更新の可能性あり

不問 ～ 就労地：上記または美幌町・訓子府町も希望により対応可 の間の３～６時間程度 普通自動車免許
常用 1,250円 01050- 7146121 0157-32-9356  （従業員数  10人） 介護支援専門員

看護業務 2人 1,300円 社会医療法人　恵和会　訪問 網走郡美幌町字仲町２丁目３８番地２　アメニティ美幌内 8:45～17:15 雇用・労災 看護師又は准看護師
不問 ～ 看護ステーション　美幌すずらん 就労地：事業所及び町内の利用者宅 の間の３～６時間 健康・厚生 普通自動車免許/病院での

常用 3,500円 01051- 1045821 0152-75-2210  （従業員数    7人） 看護業務５年以上の経験者優遇

介護パート 1人 ５９ 1,000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 13:00～16:00 労災 ＊
以下 ～ 美幌療育病院 ＊

常用 1,000円 01051- 1048421 0152-73-3145  （従業員数  187人） ＊
販売員 1人 925円 DCMニコット　株式会社 札幌市厚別区厚別中央３条２丁目１－４０　マンシンビル 8:40～17:30 雇用・労災 雇用　～4/30

不問 ～ 就労地：津別町新町１番地２｢ホーマックニコット　津別店｣ 11:30～20:20 健康・厚生 契約更新の可能性あり
常用 925円 01230-24718521 011-802-3810  （従業員数  8人） 普通自動車免許あれば尚可

いもの芽取り 2人 970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　～1/31
作業 不問 ～ 就労地：美幌町稲美５６－４ 9:00～16:00 契約更新の可能性あり
常用 1,000円 01050- 7291421 　　　　　　　　　　（従業員数    1人） ＊

冷凍食品 3人 930円 クレードル食品　株式会社 網走郡美幌町字稲美１６４番地 17:00～22:00 雇用・労災 ＊
製造工員 不問 ～ ＊

常用 930円 01051- 1057321 0152-73-3175  （従業員数  288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
青果加工・ 3人 （時）920円 株式会社　ウエニシ 網走郡美幌町字美富３１８番地 8:00～17:00 雇用・労災 雇用　～2/15

選別作業員 不問 ～ 就労地：上記他、津別町最上２９１ ＊
臨時 （時）920円 01051- 1043021 0152-73-2814  （従業員数  48人） ＊

土木建築現場 1人 216,000円 株式会社　清水建設 網走郡津別町字共和５１番地２ 7:30～17:00 労災 雇用　～12/28
作業員 不問 ～ 就労地：事業所及び津別近郊 普通自動車免許
臨時 312,000円 01051-     70720 0152-76-2672　（従業員数   21人） 大型・大特あれば尚可

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：美幌町三橋南１２－２｢サンエイ工業㈱美幌営業所｣ 健康・厚生 普通自動車免許

臨時 165,440円 01180- 2549421 0152-23-2173　（従業員数   1人） ワード・エクセル基本操作

◎期間雇用求人


