
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
（嘱）調理師 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 5:00～15:00 雇用・労災 雇用　１年

不問 ～ 北海道支店 就労地：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」 調理師
常用 01010-29461001 011-219-6203　（従業員数　11人） ＊

酪農業務スタッフ 2人 193,100円 有限会社　ワタミファーム 千葉県山武市横田１９１ 5:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許（ＡＴ限定不可）/

不問 ～ 就労地：美幌町古梅６０７番地 健康・厚生 大特あれば尚可/農業、酪農に関する

374,000円 　　「美幌峠牧場」 経験や知識・食品業界経験・

常用 12010-25196501 03-5737-2822　（従業員数　22人） トラクターを扱った経験あれば尚可

フロント補助 1人 157,681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：美幌町字美芳１８－２ 健康・厚生 半年毎の契約更新

157,681円 　　「旭川トヨタ自動車（株）　美幌店」 普通自動車免許（ＡＴ限定
常用 01030-12035301 0166-22-6111　（従業員数　11人） 不可）/大型免許あれば尚可

営業スタッフ 1人 ４０ 178,200円 日農機　株式会社 河東群音更町字音更西２線１７番地２６ 8:30～17:15 雇用・労災 普通自動車免許
以下 ～ 就労地：美幌町高野９２番地 健康・厚生 （ＡＴ限定不可）

234,000円 　　「日農機（株）　美幌営業所」 財形 ＊
常用 01040-　9844101 0155-45-4555　（従業員数　6人） ＊

職業指導員 2人 180,000円 株式会社　ちから 北見市常盤町４丁目１６番地３ 8:30～17:30 雇用・労災 ＊
不問 ～ 就労地：「カレーのちから本店・東店・三輪店」 11:00～20:00 健康・厚生 ＊

240,000円 「カレーのちから美幌店」「café URARA」のいずれか ＊
常用 01050-　4430501 0157-69-7878　（従業員数　5人） ＊

介護支援専門員 2人 ５９ 175,000円 有限会社　丸庫 北見市三楽町１３番地２ 9:00～18:00 雇用・労災 介護支援専門員
以下 ～ 就労地：北見市三楽町１３番地２又は美幌町字 健康・厚生 普通自動車免許

210,000円 東２条南１丁目１－２５「しあわせ介護センター」 エクセル・ワード等を用いた

常用 01050-　4468601 0157-32-9899　（従業員数　30人） 入力作業が出来る方
医療事務員 1人 ６４ 163,100円 株式会社医療保険経理研究所 釧路市光陽町２－１１ 8:30～17:30 雇用・労災 パソコン～キーボードの

以下 ～ 就労地：美幌町字仲町２丁目３８番地１ 健康・厚生 打てる方
180,100円 　　「美幌町立国民健康保険病院」 ＊

常用 01090-　7424501 0154-22-0005　（従業員数　12人） ＊

調理員 1人 167,000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 9:30～18:30 雇用・労災 雇用　～Ｒ３．９/３０
不問 ～ 就労地：美幌町字稲美１０５番地７号 10:00～18:30 健康・厚生 １年毎更新の可能性あり

167,000円 6:30～15:30 調理業務経験
常用 01010-30814201 011-200-8808　（従業員数　9人） 8:00～16:30 普通自動車免許あれば尚可

調理補助 1人 154,475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 9:30～18:30 雇用・労災 雇用　～Ｒ３．９/３０
不問 ～ 就労地：美幌町字稲美１０５番地７号 10:00～18:30 健康・厚生 １年毎更新の可能性あり

154,475円 6:30～15:30 普通自動車免許あれば尚可

常用 01010-30816001 011-200-8808　（従業員数　9人） 8:00～16:30 ＊
（契）調理師 1人 230,000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 9:30～18:30 雇用・労災 雇用　～Ｒ３．６/３０

不問 ～ 就労地：美幌町字稲美105番地７号 10:00～18:30 健康・厚生 １年毎更新の可能性あり

230,000円 6:30～15:30 調理師/調理業務経験
常用 01010-30829401 011-200-8808　（従業員数　9人） 8:00～16:30 普通自動車免許あれば尚可

一般事務 1人 ５９ 160,000円 株式会社　北海道グレインカンパニー 網走郡美幌町字稲美２３１番地８ 8:30～17:30 雇用・労災 普通自動車免許
以下 ～ 健康・厚生 ワード・エクセル基本操作

常用 200,000円 01051-　　602601 　　　　　　　　　　 　（従業員数　2人） ＊
選別工場管理担当 1人 ５９ 180,000円 株式会社　北海道グレインカンパニー 網走郡美幌町字稲美２３１番地８ 8:30～17:30 雇用・労災 普通自動車免許

以下 ～ 健康・厚生 フォークリフト運転技能者

常用 260,000円 01051-　　604101 　　　　　　　　　　 　（従業員数　2人） あれば尚可
一般事務員 1人 155,000円 安全運送　株式会社 網走郡美幌町字青山南２６番地１ 8:30～17:30 雇用・労災 ワード・エクセル（入力程度）

不問 ～ 健康・厚生 ＊
常用 155,000円 01051-  　605401 0152-73-5141　　（従業員数　34人） ＊

保健師 1人 ５９ 201,100円 社会医療法人　恵和会　介護老人 網走郡美幌町仲町２丁目３８番地 8:45～17:15 雇用・労災 保健師
以下 ～ 保健施設　アメニティ美幌 就労地：美幌町東３条北２丁目１番地　しゃきっとプラザ内 健康・厚生 高齢者の相談支援・介護等

269,600円 　　「美幌町地域包括支援センター」 の業務における実務経験者

常用 01051-　　606701 0152-75-2210　（従業員数　12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
選別作業員 2人 861円 合同会社　アグリエール 網走郡津別町字最上２９１番地 8:00～17:00 採用後加入 普通自動車免許（通勤用）

不問 ～ ＊
常用 875円 01051-　　599101 0152-73-2814　（従業員数　0人） ＊

介護職員 1人 １８ 920円 株式会社エムリンク　 網走郡津別町字達美２１３番地３ 15:30～9:30 雇用・労災 介護福祉士、ホーム
（夜勤専従） 以上 ～ 夢ふうせん　ののか ヘルパー２級あれば尚可

常用 1,200円 01051-　　600001 0152-76-3033　（従業員数　11人） 介護経験あれば尚可
清掃員 1人 871円 東京美装北海道株式会社 網走郡美幌町字稲美２１２番地２９ 8:00～12:00 雇用・労災 ＊

不問 ～ 北見支店　美幌出張所 就労地：美幌町字西１条南５丁目３番地 ＊
常用 871円 01051-　　601301 0152-72-4127　（従業員数　0人） ＊

クリーニング受付 1人 865円 株式会社　クリーンスター 網走市新町２丁目１－１２ 8:00～14:00 雇用・労災 普通自動車免許あれば尚可

アシスタント 不問 ～ 就労地：美幌町字青山北４４　「クリーンスター美幌店」 14:00～20:00 ＊
常用 980円 01180-　1677801 0152-67-6151　（従業員数　2人） ＊

一般事務 1人 ５９ 870円 株式会社　北海道グレインカンパニー 網走郡美幌町字稲美２３１番地８ 9:00～15:30 雇用・労災 普通自動車免許
以下 ～ 　 9:30～16:00 ワード・エクセル基本操作

常用 1,000円 01051-　 603901 　　　　　　　　　　 　（従業員数　2人） 10:00～16:30のいずれか ＊

◎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 必 要 な 免 許 資 格
駅構内等の 8人 160,000円 北海道旅客鉄道　株式会社 北見市大通西１丁目２５番地 7:30～16:30 労災 雇用　１２/１～Ｒ３．３/３１

除雪作業員 不問 ～ 旭川支社　北見駅 就労地：相内駅・北見駅・端野駅・美幌駅のいずれか 8:00～17:00 普通自動車免許（通勤用）

◎一般求人

◎パート求人
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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。 
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＊ 次の発行は１０月５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。） 

 

 



160,000円 6:20～15:20 ＊
臨時 01050-　　　84900 0157-23-4350　（従業員数　8人） 7:00～16:00 ＊
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