
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 理学療法士・作業療法士・

以下 ～ 就労地：網走郡美幌町大通北４丁目１９－４ 健康・厚生 言語聴覚士・柔道整復師の

280,000円 　　「希望のつぼみ　美幌」 いずれか/普通自動車免許

常用 01050-　　983891 0152-77-3086　（従業員数　11人） （ＡＴ限定可）

フロント係 1人 ５９ 145,000円 株式会社　美幌グランドホテル 網走郡美幌町字栄町２丁目１番地 7:30～15:30 雇用・労災 ＊
以下 ～ 13:30～21:30 健康・厚生 ＊

常用 160,000円 01051-　　132091 0152-73-5101　（従業員数　25人） ＊
学童保育所 1人 155,500円 美幌町役場 網走郡美幌町字東２条北２丁目２５番地 12:30～17:30 雇用・労災 雇用　４/１～９/３０

補助員 不問 ～ 就労地：学童保育所（美幌町内小学校３カ所に併設） 8:30～17:30 健康・厚生 ６ヶ月毎の更新契約
常用 155,500円 01051-　　134691 0152-73-1111　（従業員数　10人） 普通自動車免許

配送員 1人 135,000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 6:00～14:00 雇用・労災 普通自動車免許
不問 ～ 健康・厚生 （免許改正後取得者は

常用 230,000円 01051-　　136491 0152-73-3371　（従業員数　17人） 中型免許要）
技術 1人 ３５ 160,000円 ヤンマーアグリジャパン 江別市工栄町１０番地６ 8:30～17:30 雇用・労災 普通自動車免許（ＡＴ限定

以下 ～ 株式会社　北海道支社 就労地：網走郡美幌町美禽１７０－４ 9:00～17:10 健康・厚生 不可）/自動車整備士免許

250,000円 　　「美幌支店」 財形 あれば尚可/農業機械・自動車

常用 01232-　　408491 011-381-2300　（従業員数　11人） などの整備経験あれば尚可

一般事務 1人 141,900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 雇用・労災 雇用　４/１～９/３０　６ヶ月毎の

不問 ～ 就労地：網走郡美幌町東１条北４丁目２１－１ 健康・厚生 更新契約/パソコン操作（ワード・

141,900円 　　「美幌町役場別館」 エクセルの基本操作ができること）

常用 01051-　　141391 0152-73-1111　（従業員数　20人） 普通自動車免許（ＡＴ限定可）

工場作業員 2人 138,320円 北見通運株式会社 網走郡美幌町字美里２２番地の１ 8:30～16:30 雇用・労災 半年毎契約更新の可能性あり

不問 ～ オホーツク店 就労地：美幌・女満別各ＪＡ選果場 健康・厚生 フォークリフト免許あれば

常用 203,840円 01051-　　144491 0152-73-3148　（従業員数　0人） 尚可
期限付養護教諭 1人 185,556円 北海道教育庁オホーツク 網走市北７条西３丁目　北海道オホーツク合同庁舎２階 8:10～16:40 公災 雇用　４/１～Ｈ３２．３/３１　契約更新の

不問 ～ 教育局 就労地：網走郡美幌町字鳥里４丁目１ 健康・厚生 可能性あり/養護教諭免許状または正看護師

428,300円 　　「美幌町立北中学校」 免許（正看護師免許のみ所有している

常用 01180-　　367391 0152-41-0751　（従業員数　27人） 方は要相談）/教職経験者歓迎

図書司書 1人 146,000円 津別町役場 網走郡津別町字幸町４１ 8:30～17:15 雇用・公災 雇用　４/１～Ｈ３２．３/３１　年度毎の

不問 ～ 就労地：津別町豊永５－１ 健康・厚生 更新契約/普通自動車免許/

146,000円 　　「津別町中央公民館内」 図書司書の資格を有し、図書室の

常用 01051-　　148591 0152-76-2713　（従業員数　10人） 業務に関心が高く意欲のある方

調理師 1人 228,800円 日清医療食品　株式会社 札幌市中央区北３条西４丁目１－１　日本生命札幌ビル２０階 5:00～15:00 雇用・労災 雇用　１２ヶ月
不問 ～ 北海道支店 就労地：網走郡美幌町仲町２丁目３８番地 9:00～18:00 健康・厚生 １年毎更新の可能性あり

246,400円 　　「美幌町立国民健康保険病院」 10:15～19:15 調理師免許
常用 01010-　6808391 011-219-6203　（従業員数　11人） ＊

調理員 1人 149,600円 日清医療食品　株式会社 札幌市中央区北３条西４丁目１－１　日本生命札幌ビル２０階 5:00～15:00 雇用・労災 雇用　１２ヶ月
不問 ～ 北海道支店 就労地：網走郡美幌町仲町２丁目３８番地 9:00～18:00 健康・厚生 １年毎更新の可能性あり

167,200円 　　「美幌町立国民健康保険病院」 10:15～19:15 ＊
常用 01010-　6809691 011-219-6203　（従業員数　11人） ＊

調理員 1人 １８ 146,960円 日清医療食品　株式会社 札幌市中央区北３条西４丁目１－１　日本生命札幌ビル２０階 4:00～13:00 雇用・労災 雇用　１２ヶ月
以上 ～ 北海道支店 就労地：網走郡美幌町字田中 9:00～18:00 健康・厚生 １年毎更新の可能性あり

149,600円 　　「陸上自衛隊　美幌駐屯地」 ＊
常用 01010-　6839291 011-219-6203　（従業員数　13人） ＊

整備工 1人 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 雇用　２４ヶ月　契約更新の可能性

不問 ～ 就労地：網走郡美幌町栄町４－８－５ 9:00～12:00 健康・厚生 あり/普通自動車免許/自動車

179,400円 　　「美幌営業所」 整備資格、大型自動車免許あれば

常用 01090-　1738691 0154-37-2221　（従業員数　22人） 尚可/自動車整備経験者優遇

バス運転手 2人 166,100円 阿寒バス　株式会社 釧路市愛国１９１番地２０８ 5:00～22:00の 雇用・労災 雇用　２４ヶ月　
不問 ～ 就労地：網走郡美幌町栄町４－８－５ 間の実働６時間４０分 健康・厚生 契約更新の可能性あり

179,400円 　　「美幌営業所」 大型２種免許
常用 01090-　1740891 0154-37-2221　（従業員数　12人） ＊

バス運転手（大型２種 1人 139,028円 阿寒バス　株式会社 釧路市愛国１９１番地２０８ 5:00～22:00の 雇用・労災 雇用　２ヶ月　
免許取得支援求人） 不問 ～ 就労地：網走郡美幌町栄町４－８－５ 間の実働６時間４０分 健康・厚生 契約更新の可能性あり

139,028円 　　「美幌営業所」 普通自動車免許（取得後

常用 01090-　1741291 0154-37-2221　（従業員数　12人） ３年以上、ＡＴ限定不可）
居宅介護支援 1人 ５９ 226,100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
事業所の管理者 以下 ～ 就労地：網走郡津別町字共和２５番地１　いちいの園内 健康・厚生 普通自動車免許

292,600円 　　「津別町居宅介護支援事業所」 主任介護支援専門員あれば

常用 01051-　　151991 0152-76-3205　（従業員数　4人） 尚可
農業機械の 1人 ５９ 186,000円 東洋農機株式会社 帯広市西２２条北１丁目２番５号 8:30～17:30 雇用・労災 普通自動車免許

整備、修理 以下 ～ 就労地：網走郡美幌町字稲美２２０－１４ 健康・厚生 （ＡＴ限定可）
279,000円 　　「東洋農機株式会社　美幌営業所」 財形 ＊

常用 01040-　2381591 0155-37-3191　（従業員数　5人） ＊
訪問看護師 1人 ６４ 248,000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 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：網走郡美幌町字新町１丁目３ 健康・厚生 普通自動車免許（ＡＴ
248,000円 　　「美幌地域訪問看護ステーション」 限定可）/看護師または

常用 01010-　7409391 0152-73-6186　（従業員数　11人） 保健師の経験３年以上

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
フロント補助 1人 158,414円 旭川トヨタ自動車　株式会社 旭川市４条通２丁目 9:30～17:50 雇用・労災 雇用　～６ヶ月

不問 ～ 就労地：網走郡美幌町字美芳１８番地２ 健康・厚生 契約更新の可能性あり

◎一般求人

◎一般求人
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158,414円 　　「旭川トヨタ自動車（株）　美幌店」 普通自動車免許（ＡＴ限定不可）

常用 01030-　3177691 0157-73-4151　（従業員数　11人） 大型免許あれば尚可

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 2人 ６４ 1,600円 有限会社ラポートケア 北見市東陵町５７－１０ 9:30～14:00 労災 理学療法士・作業療法士・

以下 ～ 就労地：網走郡美幌町大通北４丁目１９－４ 言語聴覚士・柔道整復師の

1,600円 　　「希望のつぼみ　美幌」 いずれか
常用 01050-　　982791 0152-77-3086　　（従業員数　11人） ＊

配送員 1人 835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 6:00～12:00の 雇用・労災 普通自動車免許
不問 ～ 間の５時間程度 （免許改正後取得者は

常用 1,000円 01051-　　135991 0152-73-3371　　（従業員数　17人） 中型免許要）
事務補助員 1人 850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の 雇用・労災 雇用　～Ｈ３２．３/３１

不問 ～ 就労地：網走郡美幌町字仲町２丁目９６番地 間の４時間程度 契約更新の可能性あり
950円 　　「聖太建設　株式会社　美幌支店」 パソコン操作の出来る方

常用 01180-　　368691 0152-73-4161　　（従業員数　15人） （エクセル・ワード）
特別支援教育 3人 915円 美幌町役場 網走郡美幌町字東２条北２丁目２５番地 8:00～15:30 雇用・公災 雇用　４/５～

支援員 不問 ～ 就労地：美幌町内の小中学校 又は8:00～15:30の 学期毎の雇用
常用 915円 01051-　　147291 0152-73-1111　　（従業員数　550人） 間の４時間以上 更新の可能性あり

ホール接客係 1人 850円 レストランとらや　虎谷　秀人 網走郡美幌町字青山南３０番地 18:00～20:00 労災 ＊
不問 ～ ＊

常用 850円 01051-　　150691 0152-72-1100　　（従業員数　7人） ＊
一般事務職 1人 1,041円 美幌町役場 網走郡美幌町字東２条北２丁目２５番地 9:30～15:30 雇用・公災 雇用　４/９～　学期毎の雇用　更新の可能性あり

（学校図書館司書） 不問 ～ 就労地：美幌町内の小中学校 図書館司書又は司書教諭（Ｈ３１．３月

常用 1,041円 01051-　　152491 0152-73-3016　　（従業員数　550人） までの取得見込含む）/普通自動車運転免許

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/
（週３０時間） 以下 ～ 北海道総合在宅ケア事業団 就労地：網走郡美幌町字新町１丁目３ 間の６時間程度 健康・厚生 普通自動車免許（ＡＴ

1,450円 　　「美幌地域訪問看護ステーション」 限定可）/看護師または
常用 01010-　7413591 0152-73-6186　（従業員数　11人） 保健師の経験３年以上

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/
（週２０時間未満） 以下 ～ 北海道総合在宅ケア事業団 就労地：網走郡美幌町字新町１丁目３ 間の５時間程度 普通自動車免許（ＡＴ

1,450円 　　「美幌地域訪問看護ステーション」 限定可）/看護師または
常用 01010-　7419491 0152-73-6186　（従業員数　11人） 保健師の経験３年以上

調理 4人 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 9:00～14:30の 労災 ＊
不問 ～ 美幌療育病院 間の４時間程度 ＊

常用 900円 01051-　　153791 0152-73-3145　　（従業員数　200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
保健師 1人 186,900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 雇用・労災 雇用　４/１～　６ヶ月更新

不問 ～ 健康・厚生 Ｈ３２．３/３１までの雇用/保健師/

臨時 186,900円 01051-　　149191 0152-73-1111　（従業員数　550人） 地域での保健師業務経験者

◎期間雇用求人

◎パート求人
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