
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
機能訓練指導員 1人 ６４ 225,500円 有限会社　ラポートケア 北見市東陵町５７－１０ 8:30～17:30 雇用・労災 柔道整復師・理学療法士・

以下 ～ 就労地：美幌町大通北４丁目１９－４ 健康・厚生 作業療法士のいずれか
330,000円 　　「希望のつぼみ　美幌」 普通自動車免許

常用 01050-  729131  0152-77-3086　（従業員数　10人） Word・Excel基本操作
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 普通自動車免許

不問 ～ 就労地：美幌町字大通北２丁目２０－１ 11:00～20:00 健康・厚生 介護職員初任者研修
190,080円 　　「リビングケア・シーズン美幌」 13:00～21:00 修了者あれば尚可

常用 01050-  745931 0157-24-9665　（従業員数　10人） ＊
介護職員 1人 １８ 179,000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 普通自動車免許

～ ～ 就労地：美幌町字大通北２丁目２０－１ 11:00～20:00 健康・厚生 介護職員初任者研修
６５ 211,000円 　　「リビングケア・シーズン美幌」 12:00～21:00 修了者

常用 01050-  747031 0157-24-9665　（従業員数　10人） 21:00～8:00 ＊
いもの芽取り作業 3人 172,000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　～６/３０

不問 ～ 就労地：美幌町字稲美５６－４ 健康・厚生 契約更新の可能性あり
常用 172,000円 01050-  750731  　　　　　　　　　　　（従業員数　1人） ＊

道路・公園維持 1人 261,300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　４/１～３/３１
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

261,300円 　　「車両センター」他、町内全域 大型、大特、車両系建設

常用 01051-  136831 0152-77-6549　（従業員数　11人） 機械（整地）
木製食品容器の 3人 ６４ 180,000円 有限会社　三共 網走郡津別町字共和３９番地 7:50～17:10 雇用・労災 ＊
製造スタッフ 以下 ～ 健康・厚生 ＊

常用 200,000円 01051-  137231 0152-76-2676　（従業員数　22人） ＊
店舗運営・店舗 3人 １８ 232,717円 株式会社　丸千代山岡家 茨城県つくば市小野崎１２７－１ 9:00～18:00 雇用・労災 普通自動車免許
管理・店長候補 ～ ～ 就労地：北見店（北見市光西町１６５－１）　 18:00～3:00 健康・厚生 ＊

５９ 370,866円 　　　　　美幌店（美幌町字稲美６８－１８） 0:00～9:00 財形 ＊
　　　　　  網走店（網走市駒場南７丁目２－２） 9:00～8:59の ＊

常用 08040- 4346331 0120-314-144　（従業員数　15人） 間の８時間程度 ＊

◎一般求人

第５２３号 ２月２４日発行（２月１０日～２月２３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３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
介護支援専門員 1人 ５９ 178,000円 社会医療法人　恵和会　アメニティ 網走郡美幌町仲町２丁目３８番地 8:45～17:15 雇用・労災 雇用　５/１～　介護支援専門員/

以下 ～ 美幌　指定居宅介護支援事業所 健康・厚生 普通自動車免許/ＰＣ（エクセル・

常用 208,000円 01051-  139431 0152-73-6119　（従業員数　5人） ワード）基本操作できる方

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-  140631 0152-73-1221　（従業員数　109人） 8:15～12:00(土) 財形 求人票参照
経理・総務事務員 1人 ５９ 160,000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 普通自動車免許あれば尚可

以下 ～ 健康・厚生 ＊
常用 170,000円 01051-  141931 0152-73-5388　（従業員数　44人） ＊

特別支援教育 5人 151,000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　４/１～３/３１
支援員 不問 ～ 就労地：美幌町内の小中学校 8:10～16:25 健康・厚生 契約更新の可能性あり
常用 161,800円 01051-  142131 0152-77-6557　（従業員数　550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
いもの芽取り作業 2人 1,000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 8:30～15:00 雇用・労災 雇用　～６/３０

不問 ～ 就労地：美幌町字稲美５６－４ 契約更新の可能性あり
常用 1,000円 01050-  749231 　　　　　　　　　　 （従業員数　1人） ＊

調理補助 1人 1,000円 株式会社　LEOC 札幌市中央区北１条西４丁目２番２号　札幌ノースプラザビル６階 6:30～11:45 労災 雇用　～９/３０
不問 ～ 就労地：津別町字幸町６１ 15:00～19:00 １年毎更新の可能性あり

1,000円 　　「津別病院」 普通自動車免許あれば尚可

常用 01010- 7511731 011-200-8808　（従業員数　5人） ＊
職業支援員 1人 920円 特定非営利活動法人 網走郡美幌町字東３北２－１ 8:00～15:00 雇用・労災 雇用　３/１～３/３１　年度毎の

不問 ～ 美幌えくぼ福祉会 美幌町保健福祉総合センターしゃきっとプラザ内 9:00～16:00 契約更新/普通自動車免許/

950円 7:00～12:00 ホームヘルパー２級あれば尚可

常用 01051-  138531 0152-72-5575　（従業員数　17人） 12:30～16:30 障がい者支援に理解のある方

清掃員 1人 950円 有限会社　北日本美装 釧路市昭和北２丁目１５番１０号 8:00～10:00 労災 普通自動車免許（通勤用）

不問 ～ 就労地：美幌町字稲美９０－１ 又は7:30～10:00の ＊
950円 　　「ＤＣＭホーマック美幌店」 間の２時間 ＊

常用 01090- 2174331 0154-51-3338　（従業員数　1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
公社業務職員 1人 191,400円 一般財団法人 美幌町字美禽２５８番地の２ 8:45～17:15 雇用・労災 雇用　４/１～９/３０

（公園管理） 不問 ～ 美幌みどりの村振興公社 健康・厚生 大特/普通自動車免許
臨時 191,400円 01051-    5130 0152-72-0178　（従業員数　8人） （AT限定不可）

◎パート求人

◎期間雇用求人

◎一般求人


