
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
肉牛育成スタッフ 1人 215,000円 株式会社　美幌牛肥育センター 網走郡美幌町字都橋２１１番地 7:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許（ＡＴ限定

不問 ～ 健康・厚生 不可）/大型・大型特殊・
常用 325,000円 01051-　　349101 0152-72-3373　（従業員数　6人） 牽引免許あれば尚可

バス運転手 2人 ５９ 166,100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 大型自動車第二種免許
以下 ～ 就労地：網走郡美幌町字栄町４丁目８－５ 間の７時間程度 健康・厚生 ＊

179,400円 　　「美幌営業所」 ＊
常用 01090-　3626601 0154-37-2221　（従業員数　12人） ＊

整備士 1人 ５９ 165,050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 普通自動車免許
以下 ～ 就労地：網走郡美幌町字栄町４丁目８－５ 9:00～12:00（土） 健康・厚生 自動車整備経験者優遇

179,400円 　　「美幌営業所」 ＊
常用 01090-　3629401 0154-37-2221　（従業員数　12人） ＊

（障）整備士 1人 150,000円 ヤンマーアグリジャパン株式会社 江別市工栄町１０番地６ 8:30～17:30 雇用・労災 雇用　１２ヶ月　更新の可能性

不問 ～ 北海道支社 就労地：網走郡美幌町字美禽１７０－４ 9:00～17:10 健康・厚生 あり/普通自動車免許（ＡＴ

190,000円 　　「美幌支店」 財形 限定不可）/自動車・農業機械

などの整備経験があれば尚可/

常用 01232-　　903801 011-381-2300　（従業員数　12人） 障がい者手帳所持者
営業職 1人 ５９ 225,000円 日本ニューホランド　株式会社 札幌市中央区北１条西１３丁目４番地　タケダ札幌ビル６Ｆ　 8:45～17:15 雇用・労災 普通自動車免許

以下 ～ 就労地：網走郡美幌町字稲美２２０番１６ 健康・厚生 （ＡＴ限定不可）
335,000円 　　「日本ニューホランド（株）　美幌営業所」 財形 自動車・建設用機械・

常用 01010-16668601 011-221-2130　（従業員数　9人） 農業機械に触れた経験
整備職 1人 ５９ 200,000円 日本ニューホランド　株式会社 札幌市中央区北１条西１３丁目４番地　タケダ札幌ビル６Ｆ　 8:45～17:15 雇用・労災 普通自動車免許（ＡＴ限定不可）/大型

以下 ～ 就労地：網走郡美幌町字稲美２２０番１６ 健康・厚生 特殊・三級自動車整備士・クレーン・

300,000円 　　「日本ニューホランド（株）　美幌営業所」 財形 デリック運転士（クレーン限定）・玉掛

技能者あれば尚可/自動車・

常用 01010-16753501 011-221-2130　（従業員数　9人） 建設用機械・農業機械の整備経験

一般事務 1人 147,400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 雇用・公災 雇用　７/１～Ｒ３．３/３１
不問 ～ 就労地：網走郡美幌町字西１条南５丁目 健康・厚生 １年毎の契約更新

147,400円 　　「美幌町トレーニングセンター」 ワード・エクセル等の操作

常用 01151-　　350801 0152-73-4117　（従業員数　11人） ＊
搬送車（１台積み） 1人 149,325円 北見トヨペット　株式会社 北見市とん田東町６１６ 9:30～18:30 雇用・労災 雇用　１年　契約更新の

の運転 不問 ～ 就労地：網走郡美幌町東町２丁目 健康・厚生 可能性あり/中型自動車免許

149,325円 　　「北見トヨペット　美幌店」 （８ｔ限定可/ＡＴ限定不可）

常用 01050-　2396101 0157-24-6191　（従業員数　13人） または準中型自動車免許

販売員 4人 ５９ 140,449円 株式会社　ホーマックニコット 札幌市厚別区厚別中央３条２丁目１－４０　マルシンビル 8:50～17:40 雇用・労災 普通自動車免許
以下 ～ 就労地：網走郡津別町字新町１番地２ 11:30～20:20 健康・厚生 ＊

140,449円 　　「（株）ホーマックニコット　津別店」 ＊
常用 01230-　7990901 011-802-3810　（従業員数　0人） ＊

経理事務員. 1人 ５９ 180,000円 和光木材　株式会社 網走郡津別町字緑町１１番地 8:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許
以下 ～ 健康・厚生 エクセル・ワード・メール送受信

常用 180,000円 01051-　　351201 0157-61-3000　（従業員数　8人） 経理事務経験あれば尚可

（嘱）調理員 1人 149,469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

173,600円 　　「美幌町立国民健康保険病院」 10:15～19:15 ＊
常用 01010-17310201 011-219-6203　（従業員数　11人） ＊

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 ＊

279,000円 　　「東洋農機株式会社　美幌営業所」 財形 ＊
常用 01040-　5607101 0155-37-3191　（従業員数　7人） ＊

土木技術者 1人 ６４ 200,000円 津別トラック株式会社　土木部 網走郡津別町字達美２５１番地の４ 7:00～16:30 雇用・労災 普通自動車免許/１級又は２級土木施工

以下 ～ 就労地：事業所及び津別町内、他近郊 健康・厚生 管理技士/土木工事施工管理経験/

常用 260,000円 01051-　　352501 0157-36-2718　（従業員数　12人） 写真データの取り込み、ワード、エクセル等

土木技術者補助 1人 ６４ 165,000円 津別トラック株式会社　土木部 網走郡津別町字達美２５１番地の４ 7:00～16:30 雇用・労災 普通自動車免許/写真データの

（見習い） 以下 ～ 就労地：事業所及び津別町内、他近郊 健康・厚生 取り込み、ワード・エクセル等

常用 230,000円 01051-　　353001 0157-36-2718　（従業員数　12人） （不得手な方は指導します）

大型運転手 1人 ６４ 180,000円 津別トラック　株式会社　 網走郡津別町字達美２５１番地の４ 8:00～17:00 雇用・労災 大型自動車免許
以下 ～ 就労地：本社（津別町）または北見営業所（北見市東相内３２７－２５） 健康・厚生 原木輸送経験者優遇

常用 220,000円 01051-　　354301 0157-36-2718　（従業員数　12人） ＊
介護員 1人 ６４ 170,000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 普通自動車免許
（介護福祉士） 以下 ～ 就労地：網走郡美幌町大通北４丁目１９番４号 健康・厚生 介護福祉士

170,000円 　　「希望のつぼみ　美幌」 ＊
常用 01050-　2423601 0152-77-3086　（従業員数　10人） ＊

施設管理スタッフ 1人 １８ 171,000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 8:30～17:30 雇用・労災 普通自動車免許
～ ～ 美幌支店 就労地：網走郡美幌町字報徳７９番地の１ 17:15～8:40 健康・厚生 ２級ボイラー技士（入社後

４０ 243,000円 　　「美幌町下水道終末処理場」 財形 取得可）/エクセル・ワード

常用 01051-　　355601 0152-72-2480　（従業員数　18人） 基本操作できれば尚可

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
事務員兼 1人 153,120円 柳瀬産商　株式会社 網走郡津別町字活汲６番地 7:30～17:00 雇用・労災 普通自動車免許（通勤用）

選別作業員 不問 ～ 8:00～17:00 健康・厚生 エクセル等の操作

◎一般求人

◎一般求人
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常用 193,600円 01051-　　357101 0152-76-3115　（従業員数　26人） ＊
選別作業員 3人 153,120円 柳瀬産商　株式会社 網走郡津別町字活汲６番地 7:30～17:00 雇用・労災 普通自動車免許（通勤用）

不問 ～ 8:00～17:00 健康・厚生 ＊
常用 193,600円 01051-　　358401 0152-76-3115　（従業員数　26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
パンの製造販売 1人 870円 株式会社　北海道サンジェルマン 札幌市西区発寒８条１１丁目２－４３　北海道フーズ輸送（株）ビル内 8:00～13:00 労災 雇用　～Ｒ３．３/３１

不問 ～ 就労地：網走郡美幌町字三橋南３－１　 13:00～18:00 １年毎更新の可能性あり

1,150円 　　コープさっぽろ美幌店内　「レフボン美幌店」 又は8:00～18:00の ＊
常用 01010-17032601 0152-77-3031　（従業員数　10人） 間の４時間程度 ＊

販売員 4人 ５９ 871円 株式会社　ホーマックニコット 札幌市厚別区厚別中央３条２丁目１－４０　マルシンビル 8:50～12:50 雇用・労災 普通自動車免許
以下 ～ 就労地：網走郡津別町字新町１番地２ 16:20～20:20 ＊

871円 　　「（株）ホーマックニコット　津別店」 ＊
常用 01230-　7989001 011-802-3810　（従業員数　0人） ＊

事務員 1人 870円 柳瀬産商　株式会社 網走郡津別町字活汲６番地 9:00～15:00 雇用・労災 普通自動車免許（通勤用）

不問 ～ エクセル等の操作
常用 1,100円 01051-　　356901 0152-76-3115　（従業員数　26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
土木作業員 2人 253,000円 株式会社　道和建設 網走郡美幌町字美禽１６番地 7:30～17:00 雇用・労災 雇用　～１２/２０

不問 ～ 就労地：美幌町内 健康・厚生 普通自動車免許（ＡＴ限定

臨時 319,700円 01051-　　　20700 　　　　　　　　　　（従業員数　26人） 不可）/土木作業経験
土木作業員 1人 161,000円 津別トラック株式会社　土木部 網走郡津別町字達美２５１番地の４ 7:00～16:30 雇用・労災 雇用　～１１/３０

不問 ～ 就労地：津別町内、他近郊 健康・厚生 普通自動車免許（通勤用）

臨時 276,000円 01051-　　　21200 0157-36-2718　（従業員数　12人） ＊
農業作業員 2人 158,400円 柳瀬産商　株式会社 網走郡津別町字活汲６番地 7:30～17:00 雇用・労災 雇用　～１０/３１

不問 ～ 健康・厚生 大型特殊免許
臨時 193,600円 01051-　　　22500 0152-76-3115　（従業員数　26人） 普通自動車免許

◎パート求人

◎期間雇用求人
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