
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
病棟薬剤師 2人 ５９ 210,500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 公災 薬剤師

以下 ～ 市町村 ＊
常用 302,100円 01051- 1058621 0152-73-4111　（従業員数　131人） 共済組合 ＊

看護師 1人 １８ 200,700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 公災 看護師
～ ～ 16:30～9:30 市町村 ワード・エクセル

常用 ４５ 290,900円 01051- 1059921 0152-73-4111　（従業員数　131人） 共済組合 ＊
冷凍食品工場作業員 1人 170,280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　～３/３１
兼送迎ドライバー 不問 ～ 就労地：津別町字活汲８６ 健康・厚生 契約更新の可能性あり

常用 170,280円 01050- 7345221 　　　　　　　　　　　（従業員数　60人） 普通自動車免許
歯科助手 1人 158,000円 医療法人社団　小柳歯科医院 網走郡美幌町字西一条北２丁目 9:00～18:45 雇用・労災 ＊

不問 ～ 9:00～17:00(土) 健康・厚生 ＊
常用 168,000円 01051- 1060721 0152-72-2662　（従業員数　6人） ＊

土木技術者 2人 ６４ 251,000円 吉井建設　株式会社 網走郡大空町女満別東陽３丁目３－８ 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：本社またはオホーツク管内（大空町、 健康・厚生 １級・２級土木施工管理技士、１級

375,000円 網走市、美幌町、北見市など）の現場 財形 建築施工管理技士・土木・測量

関連の免許・資格・経験があれば尚可

常用 01180- 2671921 0152-74-2185　（従業員数　26人） 現場管理で必要なエクセルスキルあれば尚可

土木作業員、 1人 ６４ 210,000円 吉井建設　株式会社 網走郡大空町女満別東陽３丁目３－８ 8:00～17:30 雇用・労災 普通自動車免許(AT限定不可）

技術サポート 以下 ～ 就労地：オホーツク管内の現場 健康・厚生 土木関連の免許・資格があれば

常用 380,000円 01180- 2672121 0152-74-2185　（従業員数　26人） 財形 尚可/土木作業経験あれば尚可

美容師・ 2人 200,000円 株式会社　ハクブン 横浜市青葉区新石川３－１５－１１　イワサキビルディング 9:00～18:00 雇用・労災 雇用　６ヶ月
スタイリスト 不問 ～ 就労地：美幌町字新町１－７－２ 健康・厚生 １年毎の契約更新

400,000円 　　「ツルハドラッグ美幌新町店　１階」 美容師
常用 14150-22090921 045-915-5805　（従業員数　0人） カット経験あれば尚可

経理・総務 1人 ３５ 200,500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・エクセルの基本操作

常用 256,000円 01051- 1062221 0152-73-3175　（従業員数　288人） ＊

◎一般求人

第５１９号 １２月２６日発行（１２月９日～１２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１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
自動車教習指導員 2人 ６４ 160,000円 株式会社　美幌自動車学校 網走郡美幌町字稲美２５５番地の１ 9:00～18:00 雇用・労災 普通自動車免許（AT限定不可）/

以下 ～ 10:00～19:00 健康・厚生 自動二輪免許あれば尚可/ワード・

常用 180,000円 01051- 1063521 0152-73-2996　（従業員数　11人） エクセルの入力程度/運転経験３年以上

自動車教習指導員 2人 ６４ 200,000円 株式会社　美幌自動車学校 網走郡美幌町字稲美２５５番地の１ 9:00～18:00 雇用・労災 普通自動車免許（AT限定不可）/指定自動車教習所

・技能検定員 以下 ～ 10:00～19:00 健康・厚生 指導員/技能検定員資格/ワード・エクセルの

常用 225,000円 01051- 1064421 0152-73-2996　（従業員数　11人） 入力程度/教習指導員及び技能検定員の経験

看護師 2人 ４０ 228,800円 丸玉木材株式会社　津別病院 網走郡津別町字幸町６１番地 8:15～17:00 雇用・労災 看護師または准看護師
以下 ～ 16:30～8:30 健康・厚生 普通自動車免許あれば尚可

常用 308,800円 01051- 1065321 0152-76-2121　（従業員数　77人） ＊
砂糖の製造業務 1人 ３５ 165,100円 日本甜菜製糖株式会社 網走郡美幌町字鳥里９１番地 8:00～16:30 雇用・労災 普通自動車免許
（砂糖製造設備保守点検等） 以下 ～ 美幌製糖所 8:15～16:30 健康・厚生 三交替、二交替あり

常用 214,850円 01051- 1066621 0152-73-1221　（従業員数　109人） 8:15～12:00(土) 財形 求人票参照
土木技術者 2人 ５９ 230,000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/１級土木

以下 ～ 就労地：事業所他、美幌町周辺 健康・厚生 施工管理技士又はその他の土木・

常用 360,000円 01051- 1068121 0152-73-5388　（従業員数　44人） 測量技術関係資格あれば尚可

大型ダンプ運転手 1人 ５９ 250,000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 大型、大特、車両系建設機械の

または重機運転手 以下 ～ 就労地：美幌町周辺 健康・厚生 いずれか/大型ダンプ及び

常用 300,000円 01051- 1069021 0152-73-5388　（従業員数　44人） 重機運転経験あれば尚可

ガソリンスタンド 1人 190,575円 津別町農業協同組合 網走郡津別町字大通３０番地の１ 7:00～15:30 雇用・労災 雇用　～３/３１　更新の可能性あり

販売員 不問 ～ 就労地：津別町字共和１７番地 11:30～20:00 健康・厚生 普通自動車免許（AT限定不可）

190,575円 　　「ホクレンつべつ給油所」 危険物取扱者（乙種）あれば尚可

常用 01051- 1071521 0152-76-3322　（従業員数　5人） ワード・エクセルの基本操作

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
清掃員 1人 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 6:00～9:00 労災 普通自動車免許あれば尚可

不問 ～ 北見支店　美幌オフィス 就労地：大空町女満別昭和１４９番地１０ 6:00～10:00 ＊
常用 920円 01051- 1061821 0152-72-4127　（従業員数　1人） ＊

美容師・ 3人 1,000円 株式会社　ハクブン 横浜市青葉区新石川３－１５－１１　イワサキビルディング 9:00～18:00の 労災 雇用　６ヶ月
スタイリスト 不問 ～ 就労地：美幌町字新町１－７－２ 間の３時間以上 １年毎の契約更新

1,600円 　　「ツルハドラッグ美幌新町店　１階」 美容師
常用 14150-22101421 045-915-5805　（従業員数　0人） カット経験あれば尚可

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 労災 看護師または保健師
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時間以上 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経験

常用 01010-52459221 0152-73-6186　（従業員数　12人） 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 看護師または保健師

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」 看護師又は保健師の勤務経験

常用 01010-52469321 0152-73-6186　（従業員数　12人） ３年以上あれば尚可

◎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
調理 1人 (時)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 5:00～13:30 労災 雇用　～２/２８
（責任者代理） 不問 ～ 北海道支社 就労地：美幌町字美里１０－１ 調理師免許、調理業務経験

臨時 (時)950円 01230-25606521 0152-73-6760　（従業員数　3人） あれば尚可
寮管理人の 1人 (時)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 9:00～17:00 労災 雇用　～２/２８

代理業務 不問 ～ 北海道支社 就労地：美幌町字美里１０－１ ＊
臨時 (時)950円 01230-25609621 0152-73-6760　（従業員数　3人） ＊

清掃及び 1人 １８ (日)3,234円 美幌町役場 網走郡美幌町字東２条北２丁目２５番地 17:30～7:00 労災 雇用　R５.４/１～１０/３１

施設管理人 以上 ～ 就労地：美幌町字美富２９番地の１ 普通自動車免許あれば尚可

(日)3,234円 　　「美幌みらい農業センター」 ＊
臨時 01051- 1067921 0152-75-2324　（従業員数　4人） ＊

選挙事務 5人 １８ 163,060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　３/１～４/２８
以上 ～ 又は8:15～20:15の 事務経験あれば尚可

臨時 163,060円 01051- 1070221 0152-73-1111　（従業員数　550人） 間の４時間以上 ＊

◎期間雇用求人

令和４年１２月２９日（木）～令和５年１月３日（火）は閉庁日となっております。
日刊ハローワーク求人情報（ハローワーク北見）は、上記の期間休刊となります。


