
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
木工作業員 1人 155,250円 相富木材加工　株式会社 網走郡津別町字相生９４ 8:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許（通勤用）

不問 ～ 健康・厚生 ＊
常用 155,250円 01051-  187211 0152-78-2213　（従業員数　8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：美幌町字報徳７９番地の１ 17:15～8:40 健康・厚生 ２級ボイラー技士あれば尚可

４０ 243,000円 　　「美幌町下水道終末処理場」 財形 エクセル・ワード基本操作
常用 01051-  188511 0152-72-2480　（従業員数　18人） 出来れば尚可

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 危険物取扱者（乙種）あれば尚可/

常用 138,000円 01051-  189411 0152-72-1119　（従業員数　6人） ガソリンスタンド勤務経験あれば尚可

土木作業員 1人 216,000円 株式会社　ダイイチ 網走郡美幌町字美禽２８９番地６ 7:30～17:00 雇用・労災 普通自動車免許（ＡＴ限定不可）

不問 ～ 就労地：北見・網走管内 健康・厚生 ＊
常用 324,000円 01051-  191911 0152-73-2626　（従業員数　10人） ＊

大工 1人 216,000円 株式会社　ダイイチ 網走郡美幌町字美禽２８９番地６ 7:30～17:00 雇用・労災 普通自動車免許（ＡＴ限定不可）

不問 ～ 就労地：北見・網走管内 8:00～17:30 健康・厚生 ＊
常用 388,800円 01051-  192111 0152-73-2626　（従業員数　10人） ＊

農業土木工事の 2人 350,000円 株式会社　アイエンジニアリングスタッフ 札幌市中央区北２条東１７丁目２番地 8:00～17:00 雇用・労災 １級または２級土木施工
土木施工管理 不問 ～ 就労地：津別町 健康・厚生 管理技士あれば尚可

常用 550,000円 01010- 9566011 011-206-0085　（従業員数　0人） 現場経験
ケアマネージャー 1人 160,000円 有限会社　ライフサポート企画 網走郡美幌町字稲美５９番地１２９ 8:30～17:30 雇用・労災 普通自動車免許

不問 ～ （いなみ介護支援センター・いなみ薬局） 8:30～12:30(土) 健康・厚生 介護支援専門員
常用 170,000円 01051-  195211 0152-75-0300　（従業員数　14人） パソコン入力程度

登録販売者 1人 １８ 190,000円 株式会社　ツルハ 札幌市東区北２４条東２０丁目１番２１号 8:30～22:30の 雇用・労災 普通自動車免許あれば尚可
～ ～ （ツルハドラッグ） 就労地：美幌町字稲美８９－４ 間の８時間程度 健康・厚生 登録販売者/登録販売者としての

常用 ５９ 270,000円 01240- 5599411 0120-40-1193　（従業員数　18人） 財形 管理者要件を満たしている方

下水道管理 1人 ３５ 140,250円 水ｉｎｇ　株式会社　北海道支店 札幌市中央区北７条西１５丁目２８－１１　中央カクマンビル 8:30～17:30 雇用・労災 普通自動車免許（ＡＴ限定不可）

センター運転管理 以下 ～ 就労地：津別町字達美１８６－１３　津別町下水道管理センター内 健康・厚生 パソコンの基本操作
153,000円 　　「水ｉｎｇ　ＡＭ（株）　津別管理事務所」 財形 （エクセル・ワード）の出来る方

常用 01010- 9869211 011-644-2241　（従業員数　11人） ＊
下水処理場 1人 ３５ 165,000円 水ｉｎｇ　株式会社　北海道支店 札幌市中央区北７条西１５丁目２８－１１　中央カクマンビル 8:30～17:30 雇用・労災 普通自動車免許（ＡＴ限定不可）

運転管理 以下 ～ 就労地：津別町字達美１８６－１３　津別町下水道管理センター内 健康・厚生 パソコンの基本操作
180,000円 　　「水ｉｎｇ　ＡＭ（株）　津別管理事務所」 財形 （エクセル・ワード）の出来る方

常用 01010- 9892811 011-644-2241　（従業員数　11人） ＊
浄化センター 1人 200,000円 水ｉｎｇ　株式会社　北海道支店 札幌市中央区北７条西１５丁目２８－１１　中央カクマンビル 8:30～17:30 雇用・労災 雇用　１年/１年毎更新の

運転管理 不問 ～ 就労地：津別町字達美１８６－１３　津別町下水道管理センター内 健康・厚生 可能性あり/普通自動車免許

250,000円 　　「水ｉｎｇ　ＡＭ（株）　津別管理事務所」 （ＡＴ限定不可）/パソコンの基本操作

常用 01010- 9907811 011-644-2241　（従業員数　11人） （エクセル・ワード）の出来る方

下水道管理 1人 146,160円 水ｉｎｇ　株式会社　北海道支店 札幌市中央区北７条西１５丁目２８－１１　中央カクマンビル 8:30～17:30 雇用・労災 雇用　１年/１年毎更新の

センター運転管理 不問 ～ 就労地：津別町字達美１８６－１３　津別町下水道管理センター内 健康・厚生 可能性あり/普通自動車免許

146,160円 　　「水ｉｎｇ　ＡＭ（株）　津別管理事務所」 （ＡＴ限定不可）/パソコンの基本操作

常用 01010- 9911611 011-644-2241　（従業員数　11人） （エクセル・ワード）の出来る方

登録販売者 1人 １８ 190,000円 株式会社　ツルハ 札幌市東区北２４条東２０丁目１番２１号 8:30～22:30の 雇用・労災 普通自動車免許あれば尚可
～ ～ （ツルハドラッグ） 就労地：美幌町字新町１丁目７番地の２ 間の８時間程度 健康・厚生 登録販売者/登録販売者としての

常用 ５９ 270,000円 01240- 5894711 0120-40-1193　（従業員数　18人） 財形 管理者要件を満たしている方

事務局職員Ａ 1人 ５９ 150,600円 社会福祉法人　 網走郡美幌町字東３条北２丁目　しゃきっとプラザ内 8:45～17:30 雇用・労災 雇用　４/１～　普通自動車免許(ＡＴ限定

以下 ～ 美幌町社会福祉協議会 健康・厚生 不可）/社会福祉士又は精神保健福祉士

182,200円 あれば尚可/社会福祉協議会、社会福祉

施設、介護施設又は病院等において相談

業務の従事経験があれば尚可/

常用 01051-  201511 0152-72-1165　（従業員数　6人） ワード、エクセル、パワーポイント

事務局職員Ｂ 1人 ６０ 136,100円 社会福祉法人　 網走郡美幌町字東３条北２丁目　しゃきっとプラザ内 8:45～17:30 雇用・労災 雇用　４/１～Ｒ４.３/３１　普通自動車免許

～ ～ 美幌町社会福祉協議会 健康・厚生 （ＡＴ限定不可）/社会福祉士又は精神保健

６４ 136,100円 福祉士あれば尚可/社会福祉協議会、

社会福祉施設、介護施設又は病院等において

相談業務の従事経験があれば尚可/

常用 01051-  202411 0152-72-1165　（従業員数　6人） ワード、エクセル、パワーポイント

特別支援教育 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
支援員 不問 ～ 就労地：美幌町内の小中学校 8:00～16:15 健康・厚生 更新の可能性あり
常用 157,900円 01051-  205611 0152-73-1111　（従業員数　550人） ＊

介護職員 1人 ６２ 158,500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 8:30～17:00 雇用・労災 介護福祉士または介護職員

以下 ～ 就労地：美幌町字野崎１１番地の１　 7:00～15:30 健康・厚生 初任者研修あれば尚可
209,400円 　　「すろー・らいふ美幌」 12:30～21:00 経験者優遇

常用 01051-  207111 0152-73-5212　（従業員数　24人） 16:30～9:30 ＊

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
パチンコ店の 5人 ２０ 1,040円 中越クリーンサービス 札幌市西区八軒６条西４丁目２－１　１０３号室 22:45～23:45 労災 ＊

閉店後清掃 以上 ～ 株式会社　札幌営業所 就労地：美幌町字日の出１丁目９番地 ＊
1,040円 　　「パチンコひまわり　美幌店」 ＊

◎一般求人

◎パート求人
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常用 01010- 9332311 0120-061-230　（従業員数　6人） ＊
介護職員 1人 870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 9:00～13:00 雇用・労災 ホームヘルパー２級、介護職員

不問 ～ 就労地：美幌町字野崎１１番地の１ 13:00～17:00 初任者研修、介護福祉士の

1,000円 　　「すろー・らいふ美幌」 いずれかあれば尚可
常用 01051-  196511 0152-73-5212　（従業員数　24人） 介護職経験あれば尚可

理学療法士または 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 普通自動車免許
作業療法士 以下 ～ 北海道総合在宅ケア事業団 就労地：美幌町字新町１丁目３番地の１ 間の３時間以上 理学療法士又は作業療法士/

1,450円 　　「美幌地域訪問看護ステーション」 理学療法士又は作業療法士

常用 01010-10073211 0152-73-6186　（従業員数　12人） の経験３年以上あれば尚可

介護支援専門員 1人 ６４ 1,250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 普通自動車免許
以下 ～ 北海道総合在宅ケア事業団 就労地：美幌町字新町１丁目３番地の１ 間の３時間以上 介護支援専門員

1,250円 　　「美幌地域訪問看護ステーション」 ＊
常用 01010-10116611 0152-73-6186　（従業員数　12人） ＊

事務補助員 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 8:15～15:00 雇用・公災 雇用　４/１～Ｒ４．３/３１
不問 ～ 就労地：美幌町字報徳９４番地 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」 エクセル・ワード・一太郎の

常用 01180-  611811 0152-67-5628　（従業員数　48人） 基本操作
施設管理、窓口受付 1人 1,052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 労災 雇用　４/２０～Ｒ４．３/３１

業務職員の代替 不問 ～ 就労地：美幌町字西１条南５丁目 17:15～21:45 年度毎の契約更新
1,052円 　　「美幌町トレーニングセンター」 ＊

常用 01051-  203011 0152-73-4117　（従業員数　11人） ＊
施設管理スタッフ 1人 861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 8:00～16:30 労災 雇用　５/１～Ｒ４．４/３０

不問 ～ 美幌支店 就労地：美幌町字稲美１３７－３ 8:30～17:30 契約更新の可能性あり
861円 　　「美幌町マナビティセンター」 8:00～11:00 パソコン操作（マウスでの

常用 01051-  204311 0152-72-2480　（従業員数　6人） クリック操作）できれば尚可

販売員 1人 ５９ 871円 ＤＣＭニコット株式会社 札幌市厚別区厚別中央３条２丁目１－４０　マルシンビル 8:50～15:50 雇用・労災 普通自動車免許あれば尚可

以下 ～ 就労地：津別町字新町１番地２ 13:35～20:20 健康・厚生 ＊
871円 　　「ホーマックニコット　津別店」 ＊

常用 01230- 5223911 011-802-3810　（従業員数　9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
土木作業員 3人 198,176円 地崎道路株式会社　美幌営業所 網走郡美幌町字稲美２２５－７ 8:00～17:00 雇用・労災 雇用　５/１６～１１/３０　普通自動車

不問 ～ 就労地：事業所他、美幌町周辺及び北見・網走 健康・厚生 免許/土木工事に関する免許・

臨時 220,000円 01051-    7410 0152-72-1616  （従業員数　15人） 資格、土木工事経験あれば尚可

看護師・准看護師 3人 (時)2,500円 美幌町役場 網走郡美幌町字東２条北２丁目２５番地 8:30～17:00 労災 雇用　５/９～１１/３０
不問 ～ 就労地：美幌町字東３条北２丁目　 日曜日のみの勤務

(時)2,500円 　　「しゃきっとプラザ」 看護師又は准看護師
臨時 01051-  193711 0152-73-1111　（従業員数　550人） 看護職経験あれば尚可

農作業員 2人 (時)1,200円 株式会社　しげちゃん農園 網走郡美幌町字美禽１９７－４ 7:00～18:00 労災 雇用　４/２２～５/５
不問 ～ 普通自動車免許

臨時 (時)1,200円 01051-  194811 0152-73-3590  （従業員数　2人） ＊
遺跡発掘調査 5人 (時)1,052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 労災 雇用　４月下旬～１１月上旬

作業員 不問 ～ 就労地：美幌町内または美幌博物館内 ＊
臨時 (時)1,052円 01051-  199311 0152-72-2160  （従業員数　10人） ＊

プールの維持管理 1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-    8710 0152-73-0700  （従業員数　8人） ＊

◎期間雇用求人
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