
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
販売員 1人 186,000円 株式会社　ダイゼン 上川郡鷹栖町２９６２番地１３６ 8:00～17:00 雇用・労災 普通自動車運転免許

（店長候補） 不問 ～ 就労地：網走郡美幌町字稲美８９番地７４ 12:00～21:00 健康・厚生 ＊
340,000円 　　「ＤZmart　美幌店」 ＊

常用 01030-　3558201 0166-59-3900　（従業員数　0人） ＊
栄養士 1人 ７９ 180,000円 株式会社　ＬＥＯＣ 札幌市中央区北１条西４丁目　札幌ノースプラザビル６階 9:00～18:00 雇用・労災 栄養士

以下 ～ 就労地：網走郡津別町字幸町６１番地 健康・厚生 栄養士業務経験
常用 220,000円 01010-　9683301 011-200-8808　（従業員数　8人） ＊

調理師 1人 250,000円 株式会社　ＬＥＯＣ 札幌市中央区北１条西４丁目　札幌ノースプラザビル６階 6:30～15:30 雇用・労災 雇用　～Ｒ３．４/３０
不問 ～ 就労地：網走郡美幌町字稲美１０５番地７号 9:00～18:00 健康・厚生 １年毎更新の可能性あり

常用 300,000円 01010-　9756601 011-200-8808　（従業員数　9人） 調理師/調理業務経験
（嘱）調理師 1人 165,000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　１年

不問 ～ 北海道支店 就労地：網走郡美幌町字仲町２丁目３８番地 9:00～18:00 健康・厚生 １２ヶ月毎更新の可能性あり

235,000円 　　「美幌町立国民健康保険病院」 10:00～19:15 調理師
常用 01010-　9856801 011-219-6203　（従業員数　11人） ＊

( 嘱）栄養士 1人 176,000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 5:30～14:30 雇用・労災 雇用　１年
不問 ～ 北海道支店 就労地：網走郡津別町字達美２１３番地８ 10:15～19:15 健康・厚生 １２ヶ月毎更新の可能性あり

211,200円 　　「ケアハウス　つべつ」 栄養士
常用 01010-　9887101 011-219-6203　（従業員数　5人） ＊

土木施工管理技士 3人 ５９ 155,000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 雇用・労災 １級土木施工管理技士・
以下 ～ 就労地：網走郡美幌町仲町２丁目９６番地 健康・厚生 ２級土木施工管理技士の

300,000円 　　「美幌支店　及び　網走管内の現場」 いずれか/普通自動車運転免許

常用 01180-　　504501 0152-73-4161　（従業員数　14人） （ＡＴ限定不可）/ワード・エクセル

教育支援員 1人 252,800円 美幌町役場 網走郡美幌町字東２条北２丁目２５番地 8:00～16:30 雇用・公災 雇用　４/１～Ｒ３．３/３１　更新の

不問 ～ 就労地：美幌町内の小学校 健康・厚生 可能性あり/小学校教諭免許・

常用 252,800円 01051-　　207501 0152-73-1111　（従業員数　550人） 中学校教諭免許いずれかの免許

作業療法士・ 1人 ５９ 254,200円 社会医療法人　恵和会 網走郡美幌町仲町２丁目３８番地 8:45～17:15 雇用・労災 作業療法士・理学療法士

理学療法士 以下 ～ 介護老人保健施設　アメニティ美幌 健康・厚生 いずれかの免許・資格
常用 286,325円 01051-　　208001 0152-75-2210　（従業員数　90人） ＊

◎一般求人
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経理事務 1人 ５９ 148,100円 日農機　株式会社 河東郡音更町字音更西２線１７番地２６ 8:30～17:15 雇用・労災 普通自動車運転免許
以下 ～ 就労地：網走郡美幌町高野９２番地 健康・厚生 ＰＣは基本操作（打ち込み）

174,600円 　　「日農機（株）　美幌営業所」 財形 程度のスキルがあれば尚可

常用 01040-　3337601 0155-45-4555　（従業員数　5人） ＊
林業現業員 1人 ４０ 250,000円 美幌町森林組合 網走郡美幌町字稲美２３４番地３ 7:30～16:00 雇用・労災 普通自動車運転免許

以下 ～ 就労地：網走管内の山林 健康・厚生 （ＡＴ限定不可）
常用 600,000円 01051-　　210101 0152-73-1281　（従業員数　12人） ＊

給油所一般業務 1人 130,500円 美幌町農業協同組合 網走郡美幌町字青山南３０番地１ 6:30～14:00 雇用・労災 雇用　６ヶ月　更新の可能性あり

作業員 不問 ～ 　　「ホクレンスタンド」 13:30～21:30 健康・厚生 ガソリンスタンド勤務経験あれば尚可

常用 138,000円 01051-　　211401 0152-72-1119　（従業員数　6人） 危険物取扱者（乙種）あれば尚可

ホールスタッフ 3人 １８ 176,550円 株式会社　合田観光商事 札幌市中央区南２条西１０丁目１０００番地２　クワガタビル９Ｆ 8:00～16:30 雇用・労災 雇用　～Ｒ３．４/１５
以上 ～ 就労地：網走郡美幌町字日の出１丁目９番地 15:30～0:00 健康・厚生 １年毎更新の可能性あり

176,550円 　　「パチンコひまわり　美幌店」 普通自動車運転免許
常用 01010-11208801 011-251-8055　（従業員数　22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
販売員 1人 861円 株式会社　ダイゼン 上川郡鷹栖町２９６２番地１３６ 7:30～12:00 雇用・労災 雇用　１年

不問 ～ 就労地：網走郡美幌町字稲美８９番地７４ 12:00～17:30 契約更新の可能性あり
861円 　　「ＤZmart　美幌店」 17:00～21:00 ＊

常用 01030-　3556701 0166-59-3900　（従業員数　0人） ＊
調理員 1人 861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 4:00～8:00 雇用・労災 雇用　１年

不問 ～ 北海道支店 就労地：網走郡美幌町字田中 9:30～13:30 １２ヶ月毎更新の可能性あり

1,000円 　　「陸上自衛隊　美幌駐屯地」 14:45～18:45 ＊
常用 01010-10275501 011-219-6203　（従業員数　13人） ＊

公務補 1人 897円 北海道教育庁オホーツク教育局 網走市北７条西３丁目　北海道オホーツク合同庁舎２階 7:30～14:15 雇用・公災 雇用　４/１～Ｒ３．３/３１
不問 ～ 就労地：網走郡美幌町字報徳９４番地 9:00～15:45 健康・厚生 契約更新の可能性あり

1,119円 　　「北海道美幌高等学校」 除雪作業及び除雪作業に係る

常用 01180-　　586801 0152-67-5628　（従業員数　47人） 機械の操作経験あれば尚可

配達及び弁当盛付 1人 861円 鶏料理　鳥十　佐藤優子 網走郡美幌町美富６３番地の３２ 7:00～12:00 雇用・労災 普通自動車運転免許
不問 ～ （ハローランチ鳥十　美幌店） 8:00～14:00 ＊

常用 900円 01051-　　212701 0152-72-4916　（従業員数　7人） ＊
事務職員 1人 897円 北海道教育庁オホーツク教育局 網走市北７条西３丁目　北海道オホーツク合同庁舎２階 8:00～14:45 雇用・公災 雇用　４/１～Ｒ３．３/３１

不問 ～ 就労地：網走郡津別町字共和３２番地２ 健康・厚生 更新の可能性あり
1,119円 　　「北海道津別高等学校」 ワード、一太郎、エクセル等の

常用 01180-　　602301 0152-67-5628　（従業員数　18人） 基本操作ができること

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
コンクリート試験 1人 138,000円 株式会社　旭ダンケ　道東支店 網走郡美幌町野崎６５番地 8:00～17:00 雇用・労災 雇用　４/１～１１/３０

業務全般 不問 ～ 健康・厚生 ＊
臨時 138,000円 01051-　　　　4700 0152-72-3327　（従業員数　16人） ＊

◎パート求人

◎期間雇用求人



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
製造工兼運転手 3人 198,000円 株式会社　旭ダンケ　道東支店 網走郡美幌町野崎６５番地 7:30～17:00 雇用・労災 雇用　４/１～１１/３０

不問 ～ 健康・厚生 大型自動車免許
臨時 198,000円 01051-　　　　5200 0152-72-3327　（従業員数　16人） 経験者優遇

製造業務の軽作業 2人 151,800円 株式会社　旭ダンケ　道東支店 網走郡美幌町野崎６５番地 7:30～17:00 雇用・労災 雇用　４/１～１１/３０
不問 ～ 健康・厚生 ＊

臨時 151,800円 01051-　　　　6500 0152-72-3327　（従業員数　16人） ＊
製造工 3人 198,000円 株式会社　旭ダンケ　道東支店 網走郡美幌町野崎６５番地 7:30～17:00 雇用・労災 雇用　４/１～１１/３０

不問 ～ 健康・厚生 ＊
臨時 198,000円 01051-　　　　7800 0152-72-3327　（従業員数　16人） ＊

プールの維持管理 2人 105,210円 特定非営利活動法人 網走郡美幌町字西１条南５丁目３番地 9:20～17:05 労災 雇用　５/１～１０/３１
不問 ～ 美幌町スポーツ協会 　　「Ｂ＆Ｇ海洋センター」 17:00～21:15 ＊

臨時 105,210円 01051－　　　8000 0152-73-0700　（従業員数　8人） ＊

◎期間雇用求人
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