
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
製麺製造工および 2人 165,000円 株式会社　マルワ製麺 網走郡美幌町字大通南５丁目４番地 8:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許
ルート配送員 不問 ～ 8:00～12:00 健康・厚生 ＊

常用 210,000円 01051-  1075921 0152-73-3371　（従業員数  17人） 13:00～17:00 ＊
生活相談員兼 1人 ６２ 168,500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 8:00～16:30 雇用・労災 介護福祉士又は社会福祉主事

介護職員 以下 ～ 就労地：美幌町野崎１１－１「すろー・らいふ美幌」 8:30～17:00 健康・厚生 普通自動車免許/相談業務

常用 210,400円 01051-  1076121 0152-73-5212　（従業員数   24人） または介護業務経験あれば尚可

介護職員 1人 ６２ 155,500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 8:00～16:30 雇用・労災 介護福祉士又は介護職員初任者

以下 ～ 就労地：美幌町野崎１１－１「すろー・らいふ美幌」 8:30～17:00 健康・厚生 研修修了あれば尚可/普通自動車免許

常用 197,400円 01051-  1077021 0152-73-5212　（従業員数   24人） 介護業務経験あれば尚可

土木・舗装 1人 250,000円 土建屋　株式会社 網走郡美幌町字美富５８８－３９ 7:30～17:00 雇用・労災 土木施工管理技士１級・２級、

技術者 不問 ～ 就労地：事務所の他　主に北見・美幌近郊 健康・厚生 舗装施工管理技術者１級・２級の

350,000円 いずれか/普通自動車免許（ＡＴ限定不可）

常用 01051-    　 1631 　　　　　　　　　　（従業員数  6人） 土木・舗装管理業務経験あれば尚可

看護師 1人 １８ 176,300円 株式会社　エムリンク 網走郡美幌町字西１条南２丁目８番地 7:45～16:45 雇用・労災 看護師または准看護師
～ ～ 夢ふうせん　この花 「小規模多機能ホーム　夢ふうせん　この花」 9:00～18:00 健康・厚生 普通自動車免許
６４ 190,800円 16:00～9:00 Word、Excelの基本操作

常用 01051-       2931 0157-33-5900 （従業員数  0人） 介護業務経験あれば尚可

介護支援専門員 1人 １８ 175,200円 株式会社　エムリンク 網走郡美幌町字西１条南２丁目８番地 7:45～16:45 雇用・労災 介護支援専門員･普通自動車免許

～ ～ 夢ふうせん　この花 「小規模多機能ホーム　夢ふうせん　この花」 9:00～18:00 健康・厚生 Word、Excelの基本操作
６４ 200,800円 16:00～9:00 小規模多機能型サービス等計画作成担当者

常用 01051-       3131 0157-33-5900 （従業員数  0人） 研修終了・介護業務経験あればなお可

事務員 1人 170,000円 網走信用金庫　美幌支店 網走郡美幌町字大通北３丁目１２番地の１ 8:50～16:50 雇用・労災 雇用　～3/31 契約更新の可能性あり

（金融機関） 不問 ～ 健康・厚生 珠算・電卓能力検定あれば尚可

常用 170,000円 01051-       5831 0152-73-2161 （従業員数  18人） PC入力程度可能な方尚可

お客様へ保険の情報 1人 ５９ 212,000円 株式会社　アイスタイル 網走郡美幌町字稲美１４０－６３ 9:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許
提供・顧客管理業務 以下 ～ 健康・厚生 簡単なパソコン操作

常用 212,000円 01051-       7531 0157-33-5564 （従業員数  3人） ＊

◎一般求人

第５２０号 １月１０日発行（１２月２６日～１月９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。） 

 

 



お客様へ保険の情報 1人 ５９ 247,000円 株式会社　アイスタイル 網走郡美幌町字稲美１４０－６３ 9:00～18:00 雇用・労災 普通自動車免許
提供・顧客管理業務 以下 ～ 健康・厚生 簡単なパソコン操作

常用 247,000円 01051-       8431 0157-33-5564 （従業員数  3人） ＊
営業総合職 5人 ４０ 220,000円 富国生命保険相互会社 網走郡美幌町字新町１－２８－２ 9:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許

以下 ～ 北見支社　美幌営業所 健康・厚生 ＊
常用 400,000円 01051-      12031 0157-24-8111　（従業員数  8人） 財形 ＊

介護員 6人 １８ 165,200円 株式会社　エムリンク 網走郡美幌町字西１条南２丁目８番地 7:45～16:45 雇用・労災 介護福祉士・介護職員初任者研修修了

～ ～ 夢ふうせん　この花 「小規模多機能ホーム　夢ふうせん　この花」 9:00～18:00 健康・厚生 ・介護職員基礎研修修了あれば尚可

６４ 175,800円 16:00～9:00 普通自動車免許
Word、Excelの基本操作

常用 01051-      13831 0157-33-5900 （従業員数  0人） 介護や介護業務経験あれば尚可

介護職員 1人 １８ 178,700円 株式会社　エムリンク 網走郡津別町字達美２１３番地３ 8:00～17:00 雇用・労災 介護福祉士・介護支援専門員

～ ～ 夢ふうせん　ののか 9:00～18:00 健康・厚生 ・社会福祉士のいずれか

常用 ６４ 217,300円 01051-    　16431 0152-76-3033  （従業員数  11人） 17:00～9:00 介護経験あれば尚可
介護職員 1人 １８ 158,700円 株式会社　エムリンク 網走郡津別町字達美２１３番地３ 8:00～17:00 雇用・労災 介護福祉士・ホームヘルパー

～ ～ 夢ふうせん　ののか 9:00～18:00 健康・厚生 ２級あれば尚可
常用 ６４ 172,300円 01051- 　 　17731 0152-76-3033  （従業員数  11人） 17:00～9:00 介護経験あれば尚可

介護職員 1人 １８ 178,700円 株式会社　エムリンク 網走郡津別町字本岐１０５ 8:00～17:00 雇用・労災 介護福祉士・介護支援専門員

～ ～ 夢ふうせん　ほんき 9:00～18:00 健康・厚生 ・看護師のいずれか
常用 ６４ 217,300円 01051- 　 　19631 0152-76-3033  （従業員数  6人） 17:00～10:00 介護経験あれば尚可

介護職員 1人 １８ 158,700円 株式会社　エムリンク 網走郡津別町字本岐１０５ 8:00～17:00 雇用・労災 介護福祉士・介護職員
～ ～ 夢ふうせん　ほんき 9:00～18:00 健康・厚生 初任者研修あれば尚可

常用 ６４ 172,300円 01051- 　 　20031 0152-76-3033  （従業員数  6人） 17:00～10:00 介護経験あれば尚可
レストランスタッフ 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の間 雇用・労災 雇用　１年　契約更新の可能生あり

不問 ～ ランプの宿　森つべつ の実働７、７５時間 健康・厚生 普通自動車免許/飲料・料理関連の

180,000円 資格（ソムリエ・栄養士等）があれば尚可

常用 01051-    　24431 0152-76-3333　（従業員数   13人） ホテルレストランのホール経験あれば尚可

溶接工、鉄工 1人 ６４ 200,000円 有限会社　高橋鉄工 網走郡美幌町字美禽２８９番地２ 8:00～17:30 雇用・労災 普通自動車免許/準中型、中型、大型

作業員、旋盤工 以下 ～ 8:30～17:30 健康・厚生 自動車、大特免許あれば尚可/

242,000円 アーク溶接、ガス溶接講習修了者尚可

アーク溶接・半自動溶接・ＴＩＧ溶接経験者、

旋盤・フライス盤等の機械加工経験者、

常用 01051-    　27631 0152-72-3319　（従業員数  5人） 農業経験者等のいずれか

溶接工見習い、鉄工作業員 1人 ３５ 180,000円 有限会社　高橋鉄工 網走郡美幌町字美禽２８９番地２ 8:00～17:30 雇用・労災 普通自動車免許(ＡＴ限定不可）

見習い、旋盤工見習い 以下 ～ 8:30～17:30 健康・厚生 ＊
常用 185,000円 01051-    　28931 0152-72-3319　（従業員数  5人） ＊

自動車整備 1人 ６４ 170,000円 美幌自動車工業　株式会社 網走郡美幌町字美禽１番地 9:00～18:00 雇用・労災 普通自動車免許
以下 ～ 健康・厚生 ＊

常用 300,000円 01051-    　32531 0152-72-1212　（従業員数  5人） ＊
自動車整備、 1人 ６９ 160,000円 有限会社　ボデーショップ 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 ～ ビホロ 健康・厚生 ＊
常用 250,000円 01051-    　33431 0152-72-3918　（従業員数  9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
塗装工・左官工 2人 277,200円 有限会社　青木左官 網走郡美幌町字西２条南２丁目２番地の４３ 7:30～17:00 雇用・労災 普通自動車免許(ＡＴ限定不可）

・大工・とび 不問 ～ 就労地：美幌町青山南３１－１他、 健康・厚生 中型免許・技能資格保有者優遇

346,500円 　　各作業現場（主に網走管内） 塗装・左官工・大工・とび、

常用 01051-    　34731 0152-73-4969　（従業員数  14人） いずれかの経験2年以上あれば尚可

作業員 2人 207,900円 有限会社　青木左官 網走郡美幌町字西２条南２丁目２番地の４３ 7:30～17:00 雇用・労災 普通自動車免許
不問 ～ 就労地：美幌町青山南３１－１他、 健康・厚生 中型免許以上保有者優遇

277,200円 　　各作業現場（主に網走管内） ＊
常用 01051-    　35331 0152-73-4969　（従業員数  14人） ＊

土工・舗装工 1人 187,000円 土建屋　株式会社 網走郡美幌町字美富５８８－３９ 7:30～17:00 雇用・労災 普通自動車免許(ＡＴ限定不可）

不問 ～ 就労地：北見・美幌近郊 健康・厚生 土木・舗装作業経験あれば尚可

常用 308,000円 01051-    　36631 　　　　　　　　　　（従業員数  6人） ＊
工場内作業員 2人 154,945円 北見通運株式会社 網走郡美幌町字美里２２番地の１ 8:30～17:00 雇用・労災 雇用　１年　

不問 ～ オホーツク支店 就労地：美幌町稲美１７４－８｢美幌広域連｣・美幌町 健康・厚生 契約更新の可能性あり
244,650円 　報徳５０「農工連」・網走市港町「網走事業所」のいずれか 普通自動車免許

常用 01051-   　 37931 0152-73-3148　（従業員数  44人） フォークリフト免許あれば尚可

営業 1人 ４０ 165,500円 ネッツトヨタ北見　株式会社 北見市東三輪３丁目２２番地 9:00～17:30 雇用・労災 普通自動車免許(ＡＴ限定不可）

以下 ～ 就労地：網走店（網走市三眺１２－７）または 健康・厚生 ＊
205,000円     　　　 美幌店（美幌町青山南１７－５） 財形 ＊

常用 01050-  　  37831 0157-24-0010　（従業員数  0人） ＊
自動車整備士 1人 ５９ 155,250円 ネッツトヨタ北見　株式会社 北見市東三輪３丁目２２番地 9:00～17:30 雇用・労災 普通自動車免許(ＡＴ限定不可）

以下 ～ 就労地：網走店（網走市三眺１２－７）または 健康・厚生 ＊
194,750円     　　　 美幌店（美幌町青山南１７－５） 財形 ＊

常用 01050-      39531 0157-24-0010　（従業員数  0人） ＊
自動車整備 1人 ５９ 160,000円 株式会社　ビホロ車輛 網走郡美幌町字日の出１丁目４番地の１ 8:30～17:30 雇用・労災 普通自動車免許(ＡＴ限定不可）

以下 ～ 健康・厚生 自動車整備資格所有者優遇

常用 280,000円 01051-      39031 0152-73-3716　（従業員数  6人） 経験者優遇
事務員 1人 ５９ 158,700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 基本的なワード・エクセル入力

以下 ～ 健康・厚生 普通自動車免許
常用 206,000円 01051-      40531 0152-73-3175  （従業員数   288人） ＊

フォークリフト 2人 １８ 158,700円 クレードル食品　株式会社 網走郡美幌町字稲美１６４番地 7:00～16:00 雇用・労災 普通自動車免許
作業員 ～ ～ 5:00～2:00の 健康・厚生 フォークリフト運転技能者

常用 ５９ 216,000円 01051-    　41431 0152-73-3175  （従業員数   288人） 間の８時間程度 ＊
農業用機械の修理 2人 ３５ 180,000円 有限会社　とうこう 網走郡美幌町字仲町２丁目９６番地３３ 8:30～17:30 雇用・労災 普通自動車免許(ＡＴ限定不可）

（補助） 以下 ～ 就労地：美幌町高野９２－２９ 健康・厚生 大特・大型あれば尚可
常用 287,000円 01051-      44631 0152-77-6565　（従業員数   6人） ＊

トラクターのオペレー 2人 ６４ 218,000円 有限会社　とうこう 網走郡美幌町字仲町２丁目９６番地３３ 8:30～17:30 雇用・労災 普通自動車免許(ＡＴ限定不可）

ター及び修理補助 以下 ～ 就労地：美幌町高野９２－２９ 健康・厚生 大特/トラクターの運転・操作

常用 272,000円 01051-      45931 0152-77-6565　（従業員数   6人） できる方/大型あれば尚可

◎一般求人



◎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

グループホーム支援 1人 １８ 920円 株式会社　びーと 網走郡津別町字一条通１０番地１ 18:00～9:00 労災 普通自動車免許
スタッフ（夜勤） 以上 ～ 就労地：津別町共和４４－３３「オフタイムハウスくりん荘」 18:15～9:15 ＊

常用 920円 01051-        4031 0152-77-9955　（従業員数   6人） ＊
事務員 1人 1,000円 網走信用金庫　美幌支店 網走郡美幌町字大通北３丁目１２番地の１ 8:40～16:50 雇用・労災 雇用　～3/31 契約更新の可能性あり

（金融機関） 不問 ～ の間の５時間以上 健康・厚生 珠算・電卓能力検定あれば尚可

常用 1,000円 01051-        6231 0152-73-2161 （従業員数  18人） PC入力程度可能な方尚可

販売員 5人 920円 セブンイレブン　津別共和店 網走郡津別町字共和１２５番地の９ 6:00～9:00 労災 販売員経験あれば尚可
不問 ～ 16:00～22:00 ＊

常用 920円 01051-    　11131 0152-76-1233　（従業員数   14人） 22:00～6:00 ＊
介護員 3人 ６４ 930円 株式会社　エムリンク 網走郡美幌町字西１条南２丁目８番地 6:00～20:00 雇用・労災 普通自動車免許

以下 ～ 夢ふうせん　この花 「小規模多機能ホーム　夢ふうせん　この花」 の間の５時間程度 Word、Excelの基本操作
常用 1,290円 01051-    　14231 0157-33-5900 （従業員数  0人） 介護や介護業務経験あれば尚可

調理・介護 3人 ６４ 930円 株式会社　エムリンク 網走郡美幌町字西１条南２丁目８番地 6:00～20:00 雇用・労災 普通自動車免許あれば尚可

以下 ～ 夢ふうせん　この花 「小規模多機能ホーム　夢ふうせん　この花」 の間の５時間程度 介護および介護業務、調理

常用 1,290円 01051-    　15531 0157-33-5900 （従業員数  0人） 業務、清掃業務の経験あれば尚可

介護職員 1人 １８ 930円 株式会社　エムリンク 網走郡津別町字達美２１３番地３ 15:30～9:30 雇用・労災 介護福祉士・ホームヘルパー

（夜勤専従） ～ ～ 夢ふうせん　ののか ２級あれば尚可
常用 ６４ 1,100円 01051- 　 　18331 0152-76-3033  （従業員数  11人） 介護経験あれば尚可

介護職員 1人 ６４ 930円 株式会社　エムリンク 網走郡津別町字本岐１０５ 8:00～17:00 雇用・労災 介護福祉士・介護職員
以下 ～ 夢ふうせん　ほんき の間の６時間程度 初任者研修あれば尚可

常用 1,100円 01051- 　 　21831 0152-76-3033  （従業員数  6人） 介護経験あれば尚可
ホームヘルパー 1人 950円 有限会社　みんと 網走郡美幌町字日の出１丁目２番地４ 7:30～20:00 労災 介護福祉士・ホームヘルパー２級

不問 ～ 美幌ケアセンター 就労地：美幌町内 の間の４時間程度 ・看護師・准看護師のいずれか

常用 1,100円 01051-   　 22231 0152-73-0007　（従業員数  15人） 普通自動車免許
訪問介護員 1人 1,000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 8:30～20:00 労災 ホームヘルパー２級、介護

不問 ～ （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） の間の１時間以上 福祉士、看護師のいずれか

常用 1,625円 01051-      23531 0152-75-0300　（従業員数  16人） 普通自動車免許
レストランスタッフ 1人 920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の 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時間程度 普通自動車免許/飲料・料理関連の

1,100円 資格（ソムリエ・栄養士等）があれば尚可

常用 01051-      25731 0152-76-3333　（従業員数   13人） ホテルレストランのホール経験あれば尚可

カフェスタッフ 2人 920円 株式会社　びーと 網走郡津別町字一条通１０番地１ 9:30～17:00 労災 ＊
不問 ～ 就労地：津別町大通７番地｢さんさん館カフェ｣ の間の４～６時間 ＊

常用 920円 01051-      26331 　　　　　　　　　　 （従業員数   5人） ＊
ゆで麺作業員 1人 １８ 950円 株式会社　マルワ製麺 網走郡美幌町字大通南５丁目４番地 4:30～8:30 雇用・労災 ＊

以上 ～ ＊
常用 1,200円 01051-  　  29131 0152-73-3371　（従業員数  17人） ＊

製造員 2人 １８ 920円 北雄ラッキー　株式会社 網走郡美幌町字青山北５３－３ 20:00～0:00 労災 6ヶ月毎の更新契約
(惣菜部門） 以上 ～ シティびほろ店 就労地：シティデリカセンター 深夜割増込時給１，１５０円

常用 920円 01051-      30831 0152-75-2060  （従業員数   101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

製造員 2人 １８ 920円 北雄ラッキー　株式会社 網走郡美幌町字青山北５３－３ 22:00～3:30 労災 6ヶ月毎の更新契約
(惣菜部門） 以上 ～ シティびほろ店 就労地：シティデリカセンター 深夜割増込時給１，１５０円

常用 920円 01051-      31231 0152-75-2060  （従業員数   101人） ＊
夜間清掃スタッフ 2人 １８ 1,080円 クレードル食品　株式会社 網走郡美幌町字稲美１６４番地 22:00～1:00 労災 深夜加算込時給1,350円

～ ～ 普通自動車免許（通勤用）

常用 ５９ 1,080円 01051-    　42731 0152-73-3175  （従業員数   288人） ＊
汚水処理施設の 1人 ５９ 930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 労災 普通自動車免許

保守業務 以下 ～ 大特・作業免許あれば尚可

常用 930円 01051-    　43331 0152-73-3175  （従業員数   288人） ＊
調理および清掃 1人 964円 津別町役場 網走郡津別町字幸町４１ 6:00～14:45 公災 雇用　～3/31 

不問 ～ 就労地：津別町緑町２－１７「緑永福祉寮」 9:30～18:15 年度毎の契約更新
常用 964円 01051-    　46131 0152-77-8381  （従業員数   5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
土工又は 3人 187,000円 土建屋　株式会社 網走郡美幌町字美富５８８－３９ 7:30～17:00 雇用・労災 雇用　4/1～12/31

舗装工 不問 ～ 就労地：北見・美幌近郊 健康・厚生 普通自動車免許(ＡＴ限定不可）

臨時 308,000円 01051-    　 1830 　　　　　　　　　　（従業員数  6人） 土木・舗装作業経験あれば尚可

◎期間雇用求人


