
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
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-  200531 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-  201431 0152-73-3145　（従業員数　187人） 21:20～6:50 ＊
生活支援員 2人 １８ 172,900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 ＊

～ ～ 美幌療育病院 9:30～18:00 健康・厚生 ＊
５９ 260,900円 13:10～21:40 ＊

常用 01051-  202731 0152-73-3145　（従業員数　187人） 21:20～6:50 ＊
介助員 2人 ５９ 139,400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 6:30～13:00 雇用・労災 ＊

以下 ～ 美幌療育病院 15:10～21:40 健康・厚生 ＊
常用 139,400円 01051-  203331 0152-73-3145　（従業員数　187人） ＊

食品製造職 12人 159,712円 サンマルコ食品　株式会社 札幌市厚別区厚別東４条１丁目１番４８号 8:00～17:00 雇用・労災 雇用　１年
不問 ～ 就労地：津別町字活汲８６番地 健康・厚生 契約更新の可能性あり

159,712円 　　「サンマルコ食品（株）　津別工場」 普通自動車免許
常用 01230- 5700431 011-897-1711　（従業員数　128人） ＊

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- 5303231 045-915-5805　（従業員数　0人） カット経験あれば尚可

現場代理人 1人 ４０ 210,000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 健康・厚生 １級または２級管工事施工

280,000円 他に網走管内の各現場 管理技士あれば尚可
常用 01051-  205931 0152-73-3673　（従業員数　7人） パソコン知識、ＣＡＤ使用必須
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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４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。） 

 

 



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-  206131 0152-73-3673　（従業員数　7人） 配管工事現場での経験あれば尚可

普通作業員 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 大型、中型、小型移動式クレーン、

265,000円 車両系建設機械あれば尚可

常用 01051-  207031 0152-73-3673　（従業員数　7人） 水道工事現場での経験あれば尚可

歯科衛生士 1人 ５９ 200,000円 医療法人社団 旭川市宮下通９丁目３９６番地３ 8:30～19:30 雇用・労災 歯科衛生士
以下 ～ 弘英アライアンス 就労地：美幌町字三橋町 14:00～19:30 健康・厚生 経験者優遇

270,000円 　　「美幌かみあわせ歯科クリニック」 8:30～13:00(土) ＊
常用 01030- 3934931 0166-26-1622　（従業員数　4人） ＊

支援相談員 1人 ５９ 204,200円 社会医療法人　恵和会　介護 網走郡美幌町仲町２丁目３８番地 8:45～17:15 雇用・労災 普通自動車免許/介護支援専門員、

以下 ～ 老人保健施設　アメニティ美幌 健康・厚生 社会福祉士、社会福祉主事のいずれか

常用 227,200円 01051-  208831 0152-75-2210　（従業員数　77人） 相談業務経験あれば尚可

土木技術者 2人 ５９ 245,000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-  209231 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 2人 ５９ 245,000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/大型、大特、車両系

または重機運転手 以下 ～ 就労地：美幌町周辺 健康・厚生 建設機械のいずれか/大型ダンプ

常用 320,000円 01051-  210731 0152-73-5388　（従業員数　44人） 及び重機運転経験あれば尚可

コンクリート製造 1人 177,160円 株式会社　アスゲートイースト 北見市中央三輪１丁目３７１－７ 7:30～17:00 雇用・労災 雇用　～６/３０
不問 ～ 就労地：美幌町字野崎６５番地 健康・厚生 契約更新の可能性あり

常用 177,160円 01050- 1349531                      （従業員数　0人） ＊
ごみ収集車運転手 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）

兼作業員 以下 ～ センター 健康・厚生 大型あれば尚可
常用 230,000円 01051-  213931 0152-75-5383  （従業員数　14人） ＊

製造工 3人 215,600円 株式会社　旭ダンケ　 網走郡美幌町野崎６５番地 7:30～17:00 雇用・労災 雇用　４/１～３/３１
不問 ～ 道東支店 健康・厚生 契約更新の可能性あり

常用 215,600円 01051-  215031 0152-72-3327  （従業員数　15人） ＊
製造工兼運転手 3人 215,600円 株式会社　旭ダンケ　 網走郡美幌町野崎６５番地 7:30～17:00 雇用・労災 雇用　４/１～３/３１

不問 ～ 道東支店 健康・厚生 契約更新の可能性あり/大型/

常用 215,600円 01051-  216831 0152-72-3327  （従業員数　15人） 製造・運転手経験あれば尚可

製造業務の 1人 176,000円 株式会社　旭ダンケ　 網走郡美幌町野崎６５番地 7:30～17:00 雇用・労災 雇用　４/１～３/３１
軽作業 不問 ～ 道東支店 健康・厚生 契約更新の可能性あり
常用 176,000円 01051-  217231 0152-72-3327  （従業員数　15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
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-  204631 0152-73-3145　（従業員数　187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- 5295931 045-915-5805　（従業員数　0人） カット経験あれば尚可

動物看護 1人 ５９ 1,000円 株式会社　ＨＡＬＯ 網走郡美幌町字青山北５１－８ 9:00～12:00 雇用・労災 ＰＣ基本操作
アシスタント 以下 ～ 　　「びほろ動物病院」 15:00～17:00 動物病院での勤務歴

常用 1,000円 01051-  211331 0152-73-1011　（従業員数　4人） あれば尚可
ホールスタッフ 2人 920円 ラーメン寶龍　美幌店 網走郡美幌町字青山北５３番地 10:00～15:00 労災 ＊

不問 ～ 11:00～15:00 ＊
常用 1,000円 01051-  212631 0152-72-5210　（従業員数　3人） 18:00～21:00 ＊

施設管理スタッフ 1人 １８ 920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 9:15～15:45 雇用・労災 雇用　～Ｒ６．３/３１
以上 ～ 美幌支店 就労地：美幌町字都橋４０番地１　 15:45～22:15 健康・厚生 契約更新の可能性あり

920円 　　「美幌町交流促進センター　峠の湯びほろ」 普通自動車免許あれば尚可

常用 01051-  214131 0152-72-2480　（従業員数　23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
土木作業員 3人 264,000円 地崎道路株式会社 網走郡美幌町字稲美２２５－７ 8:00～17:00 雇用・労災 雇用　５/１０～１１/３０　普通自動車

不問 ～ 美幌営業所 就労地：事業所他、美幌町周辺及び北見・網走 健康・厚生 免許/土木工事に関する免許・資格

臨時 308,000円 01051-    8630 0152-72-1616　（従業員数　15人） あれば尚可/土木工事経験あれば尚可

遺跡発掘調査 2人 75,460円 美幌町役場 網走郡美幌町字東２条北２丁目２５番地 8:45～16:45 労災 雇用　４月下旬～１１月上旬

作業員 不問 ～ 就労地：美幌町内または美幌博物館内 ＊
臨時 75,460円 01051-    9930 0152-72-2160　（従業員数　10人） ＊

テイクアウトコーナー・ 1人 (時)1,000円 株式会社　バルクリエイト 札幌市中央区北２条西２０丁目２－１ 9:00～16:00 労災 雇用　～１０/３１
厨房スタッフ 不問 ～ 就労地：美幌町字古梅　 又は10:00～16:00の 調理師あれば尚可

(時)1,100円 　　「美幌峠・道の駅」 間の５時間程度 ＊
臨時 01010-12976731 　　　　　　　　　　　（従業員数　3人） ＊

◎パート求人

◎期間雇用求人


