
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
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：美幌町字栄町４丁目８－５ 間の６時間４０分 健康・厚生 ＊
179,400円 　　「美幌営業所」 ＊

常用 01090- 1532611 0154-37-2221　（従業員数　12人） ＊
整備工 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（ＡＴ限定可）

以下 ～ 就労地：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- 1535711 0154-37-2221　（従業員数　12人） ＊
野菜収穫作業・ 2人 160,000円 美幌町農業協同組合 網走郡美幌町字青山南３０番地１ 8:30～17:00 雇用・労災 雇用　４/１～Ｒ４．３/３１　契約更新の

倉庫作業 不問 ～ 就労地：美幌町字美里及び美幌町内の各作業場 6:00～15:00 健康・厚生 可能性あり/普通自動車免許/

常用 280,000円 01051-  121511 0152-72-1117　（従業員数　30人） 7:00～16:00 大特、牽引、フォークリフトあれば尚可

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：美幌町字稲美２２０－１４ 健康・厚生 ＊

279,000円 　　「美幌営業所」 財形 ＊
常用 01040- 1882311 0155-37-3191　（従業員数　7人） ＊

製材工場工員 1人 154,000円 道東パレット　株式会社 網走郡津別町柏町４６番地１ 8:00～17:10 雇用・労災 ＊
不問 ～ 健康・厚生 ＊

常用 154,000円 01051-  122411 0152-76-1162　（従業員数　10人） ＊
相談員兼介護職員 1人 ６２ 206,000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 8:15～16:45 雇用・労災 普通自動車免許

以下 ～ 就労地：津別町字共和２５番地１ 健康・厚生 社会福祉主事
237,000円 　　「津別町ディサービスセンター」 ＊

常用 01051-  123011 0152-76-3205　（従業員数　11人） ＊
介護職員 1人 ６２ 155,500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 8:15～16:45 雇用・労災 ホームヘルパー２級又は

以下 ～ 就労地：津別町字共和２５番地１ 健康・厚生 介護福祉士あれば尚可
197,400円 　　「津別町ディサービスセンター」 介護経験あれば尚可

常用 01051-  124311 0152-76-3205　（従業員数　11人） ＊

冷凍食品の製造 1人 147,600円 株式会社　アスクゲートイースト 北見市中央三輪１丁目３７１－７ 8:00～17:00 雇用・労災 雇用　～３/３１
不問 ～ 就労地：津別町活汲８６番地 契約更新の可能性あり

常用 147,600円 01050-  923111 　　　　　　　　　　（従業員数　48人） ＊
介護職員 1人 １８ 155,000円 有限会社　ラポートケア 北見市東陵町５７－１０ 6:00～15:00 雇用・労災 介護職員初任者研修/

～ ～ 就労地：美幌町鳥里２丁目５ 9:00～18:00 健康・厚生 介護福祉士あれば尚可
６４ 180,000円 　　「グループホーム和　とりさと館」 12:00～21:00 ＊

常用 01050-  951411 0152-75-3975　（従業員数　19人） 21:00～6:00 ＊
板金加工・溶接 1人 180,000円 下澤板金工業　下澤　洋 網走郡津別町字１条通り４３番地 8:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許

不問 ～ ＊
常用 180,000円 01051-  126911                 　  （従業員数　1人） ＊

調理師 2人 １８ 180,000円 株式会社　タイヨウ 愛知県日進市栄３丁目２１０８番地 4:00～12:00 雇用・労災 雇用　４/１～Ｒ４．３/３１
以上 ～ 就労地：美幌町字田中国有地 10:00～18:30 健康・厚生 契約更新の可能性あり

230,000円 　　「陸上自衛隊　美幌駐屯地」 調理師あれば尚可
常用 23010- 5570411 0561-72-7001　（従業員数　0人） ＊

林業作業員 3人 184,000円 多津美産業　多津美　彰 網走郡美幌町字東町２丁目１１－１０ 6:30～16:00 雇用・労災 ＊
不問 ～ 就労地：網走管内（網走市・大空町・斜里町等） 健康・厚生 ＊

常用 345,000円 01051-  128711                 　  （従業員数　４人） ＊
用務員 1人 159,700円 社会福祉法人　夢つべつ 網走郡津別町字新町２１ 7:30～17:00の 雇用・労災 雇用　３/１０～Ｒ４．３/３１

不問 ～ 就労地：「認定こども園　こどもの杜」 間の７．５時間 健康・厚生 契約更新の可能性あり
常用 159,700円 01051-  129811 0152-77-3231  （従業員数　38人） 普通自動車免許

特別支援教育支援員 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 8:00～15:30 雇用・公災 雇用　４/１～Ｒ４．３/３１
不問 ～ 就労地：美幌町内の小中学校 8:00～16:15 健康・厚生 ＊

常用 157,900円 01051-  130411 0152-73-1111  （従業員数　550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
冷凍食品の製造 1人 １８ 950円 株式会社　アスクゲートイースト 北見市中央三輪１丁目３７１－７ 17:00～23:00 雇用・労災 雇用　～３/３１

以上 ～ 就労地：津別町活汲８６番地 契約更新の可能性あり
常用 950円 01050-  924711 　　　　　　　　　　（従業員数　48人） ＊

菓子販売員 1人 880円 有限会社　花月 網走郡美幌町字大通北４丁目１７番地 13:00～19:00 雇用・労災 普通自動車免許あれば尚可

不問 ～ （お菓子処　花月） ＊
常用 880円 01051-  125611 0152-73-2488　（従業員数　5人） ＊

店員 2人 861円 株式会社　ツルハ 網走郡美幌町字稲美８９－４ 14:00～19:00 雇用・労災 雇用　３ヶ月
不問 ～ ツルハドラッグ　美幌店 17:00～22:00 ３ヶ月毎の契約更新

常用 861円 01051-  127111 0152-75-0345　（従業員数　15人） ＊
調理員 1人 1,000円 株式会社　きたみらい 紋別市幸町５丁目１－１８ 8:00～14:00 雇用・労災 調理師免許あれば尚良し

不問 ～ 就労地：美幌町栄町１丁目１０－６ ＊
1,000円 　　「美幌藤幼稚園」 ＊

常用 01060-  301311 0158-24-2207　（従業員数　4人） ＊
清掃員 1人 870円 有限会社　北日本美装 釧路市昭和北２丁目１５番１０号 8:00～10:00 労災 普通自動車免許（通勤用）

不問 ～ 就労地：美幌町字稲美９０－１ ＊
870円 　　「ホーマック美幌店」 ＊

常用 01090- 1741511 0154-51-3338　（従業員数　1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
給食業務の調理・ 5人 861円 株式会社　タイヨウ 愛知県日進市栄３丁目２１０８番地 4:00～18:30の 労災 雇用　４/１～Ｒ４．３/３１
調理補助・洗浄 不問 ～ 就労地：美幌町字田中国有地 間の４時間以上 契約更新の可能性あり

◎一般求人

◎パート求人

◎パート求人
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861円 　　「陸上自衛隊　美幌駐屯地」 調理師あれば尚可
常用 23010- 5563011 0561-72-7001　（従業員数　0人） ＊
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