
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
保育士 1人 199,900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 雇用・労災 普通自動車免許

不問 ～ 就労地：美幌町新町１コミュニティセンター内「子育て支援センター」 健康・厚生 保育士

常用 199,900円 01051-  　276121 0152-77-6541　（従業員数  7人） ＊
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 8:45～17:15 雇用・労災 普通自動車免許（AT限定不可）/

以下 ～ 就労地：美幌町稲美２２０－１６ 健康・厚生 大特・３級自動車整備士・

300,000円 　　「日本ニューホランド(株)美幌営業所」 財形 クレーン・玉掛けあれば尚可

自動車・建設用機械・農業機械

常用 01010- 12206921 011-221-2130　（従業員数   9人） の整備経験あれば尚可

一般事務員 1人 ５９ 206,000円 株式会社　セクト 北見市とん田東町４０４番地 9:40～18:00（標準） 雇用・労災 普通自動車免許
以下 ～ 就労地：美幌町東２条南１－１－２５「(株)セクト美幌支店」 7:00～22:00の間の 健康・厚生 ワード・エクセル基本操作

常用 230,000円 01050-   1775521 0157-23-2183　（従業員数   5人） フレックスタイム制 事務経験者
葬祭スタッフ 1人 ４０ 175,000円 有限会社　こうりん 網走郡美幌町字東１条北３丁目１３番地 8:45～17:00 雇用・労災 普通自動車免許

以下 ～ 就労地：美幌町稲美２１７「こうりん斎場」 12:00～19:45 健康・厚生 大型２種あれば尚可
常用 187,300円 01051-    278721 0152-75-2755　（従業員数   16人） 基本的なパソコン操作（ワード・エクセル）

総合職 1人 ３３ 171,950円 北見通運　株式会社 北見市豊地９３番地１ 8:30～17:00 雇用・労災 普通自動車免許
以下 ～ 就労地：上記本社または美幌町美里２２「北見通運(株)オホーツク支店」 健康・厚生 ワード・エクセル基本操作

常用 205,150円 01050-  1789021 0157-66-1200　（従業員数  137人） ＊
相談業務 1人 ６２ 173,000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 8:45～17:15 雇用・労災 普通自動車免許

以下 ～ 就労地：「特別養護老人ホーム　緑の苑」 健康・厚生 介護支援専門員
常用 233,500円 01051-    280421 0152-73-1215　（従業員数   92人） ＊

技能員 1人 １８ 155,000円 社会福祉法人　北海道療育園 網走郡美幌町字美富９番地 8:30～17:00 雇用・労災 普通自動車免許
～ ～ 美幌療育病院 17:00～8:30 健康・厚生 ＊

常用 ５９ 243,000円 01051-    282621 0152-73-3145　（従業員数   191人） ＊
一般事務員 1人 160,000円 有限会社　ソウユウ社 網走郡美幌町字栄森３８番地８６４ 8:10～17:00 雇用・労災 エクセル、経理ソフトの入力

不問 ～ 8:30～16:00 健康・厚生 のできる方尚可

常用 180,000円 01051-    284121 0152-72-3800　（従業員数   15人） 事務経験者
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電気工事 2人 ５９ 170,000円 株式会社　電建 北見市常盤町６丁目２番２６号 8:00～17:40 雇用・労災 普通自動車免許（AT限定不可）

現場作業員 以下 ～ 就労地：北見本社・美幌支店・大空支店のいずれか 健康・厚生 第１種又は第２種電気工事士

290,400円 電気工事現場の作業経験あれば尚可

常用 01050-  1840621 0152-73-6141　（従業員数  81人） 内線電気工事経験者優遇

農業土木工事の 2人 350,000円 株式会社　アイエンジニア 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級又は2級土木施工管理技士

土木施工管理 不問 ～ リングスタッフ 就労地：津別町 健康・厚生 あれば尚可
常用 550,000円 01010- 13045321 011-206-0085　（従業員数  0人） 現場経験者

管工事技術者 1人 ６４ 245,000円 株式会社　道和建設 網走郡美幌町字美禽１６番地 8:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許（AT限定不可）

以下 ～ 就労地：事業所の他、主に美幌町内の現場 7:30～17:00 健康・厚生 1級又は2級管工事施工管理技士、

常用 320,000円 01051-    285021 0152-73-2128　（従業員数  26人） 給水装置工事主任技術者、配管技能士あれば尚可

現場代理人 1人 ５９ 230,000円 津別建設　株式会社 網走郡津別町字東２条２３番地 8:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許（AT限定不可）

以下 ～ 就労地：事業所及び網走管内 9:00～17:00 健康・厚生 1級又は2級建築施工管理技士

常用 285,000円 01051-    286721 0152-76-2174　（従業員数  16人） 建築工事の現場代理人又は主任技術者

土木・舗装 1人 250,000円 土建屋　株式会社 網走郡美幌町字美富５８８－３９ 7:30～17:00 雇用・労災 土木施工管理技士１級・２級、

技術者 不問 ～ 就労地：事務所の他　主に北見・美幌近郊 健康・厚生 舗装施工管理技術者１級・２級の

350,000円 いずれか/普通自動車免許（ＡＴ限定不可）

常用 01051-    288221 　　　　　　　　　　（従業員数  6人） 土木・舗装管理業務経験あれば尚可

土木技術職員 2人 ４５ 150,600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 公災 土木技術に係る業務経験

以下 ～ 市町村職員 ＊
常用 328,200円 01051-    289521 0152-73-1111　（従業員数  550人） 共済組合 ＊

薬剤師 1人 ５９ 500,000円 丸玉木材　株式会社 網走郡津別町字幸町６１番地 8:15～17:00 雇用・労災 薬剤師
以下 ～ 津別病院 8:15～12:15（水・土） 健康・厚生 薬剤の知識

常用 600,000円 01051-    290321 0152-76-2121　（従業員数  77人） ワード・エクセル基本操作

看護業務 2人 ５９ 220,000円 社会医療法人　恵和会　訪問 網走郡美幌町字仲町２丁目３８番地の２　アメニティ美幌内 8:45～17:15 雇用・労災 看護師・普通自動車免許

以下 ～ 看護ステーション　美幌すずらん 就労地：事業所及び美幌町内 健康・厚生 病院での看護業務５年以上

常用 290,000円 01051-    291621 0152-75-2210　（従業員数  8人） の経験者優遇

生活支援員 3人 ５９ 155,000円 社会福祉法人　北海道療育園 網走郡美幌町字美富９番地 6:30～15:00 雇用・労災 ＊
以下 ～ 美幌療育病院 9:30～18:00 健康・厚生 ＊

常用 243,000円 01051-    293121 0152-73-3145　（従業員数   191人） 13:10～21:40 ＊
理学療法士 1人 ５９ 205,640円 社会福祉法人　北海道療育園 網走郡美幌町字美富９番地 8:30～17:00 雇用・労災 理学療法士

以下 ～ 美幌療育病院 健康・厚生 ＊
常用 309,202円 01051-    294021 0152-73-3145　（従業員数   191人） ＊

保育士及び 1人 166,600円 社会福祉法人　夢つべつ 網走郡津別町字新町２１ 7:30～18:30の 雇用・労災 雇用　～3/31 契約更新の可能性あり

幼稚園教諭 不問 ～ 就労地：認定こども園 間の７、５時間 健康・厚生 保育士又は幼稚園教諭
166,600円 普通自動車免許あれば尚可

常用 01051-    295721 0152-77-3231　（従業員数  38人） 保育業務経験あれば尚可

事務員 1人 ５９ 123,000円 社会福祉法人　北海道療育園 網走郡美幌町字美富９番地 8:30～15:30 雇用・労災 PC基本操作
以下 ～ 美幌療育病院 健康・厚生 ＊

常用 123,000円 01051-    296821 0152-73-3145　（従業員数   191人） ＊
一般事務職 1人 170,000円 網走信用金庫　美幌支店 網走郡美幌町字大通北３丁目１２番地の１ 8:40～16:50 雇用・労災 雇用　1年　契約更新の可能性あり

不問 ～ 健康・厚生 PC入力程度可能な方尚可

170,000円 珠算、電卓能力検定あれば尚可

常用 01051-    298521 0152-73-2161　（従業員数   18人） 金融機関での勤務経験者(5～10年以上）



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
一般事務職 1人 128,800円 網走信用金庫　美幌支店 網走郡美幌町字大通北３丁目１２番地の１ 8:50～16:50 雇用・労災 雇用　1年　契約更新の可能性あり

不問 ～ 健康・厚生 PC入力程度可能な方尚可

128,800円 珠算、電卓能力検定あれば尚可

常用 01051-    299421 0152-73-2161　（従業員数   18人） 金融機関での勤務経験者歓迎

農産営業・製造 1人 ５９ 205,000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/フォーク

以下 ～ 健康・厚生 リフト・大型・大特あれば尚可

280,000円 ワード・エクセルの基本操作

常用 01051- 　 302521 0152-77-3883　（従業員数  6人） 農業について知識のある方歓迎

営業総合職 5人 ４０ 220,000円 富国生命保険相互会社 網走郡美幌町字新町１－２８－２ 9:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許
以下 ～ 北見支社　美幌営業所 健康・厚生 ＊

常用 400,000円 01051-    303421 0157-24-8111　（従業員数  8人） 財形 ＊
介護職員 1人 １８ 178,700円 株式会社　エムリンク 網走郡津別町字達美２１３番地３ 8:00～17:00 雇用・労災 介護福祉士・介護支援専門員

～ ～ 夢ふうせん　ののか 9:00～18:00 健康・厚生 ・社会福祉士のいずれか

常用 ６４ 217,300円 01051-    305621 0152-76-3033  （従業員数  11人） 17:00～9:00 介護経験あれば尚可
介護職員 1人 １８ 158,700円 株式会社　エムリンク 網走郡津別町字達美２１３番地３ 8:00～17:00 雇用・労災 介護福祉士・ホームヘルパー

～ ～ 夢ふうせん　ののか 9:00～18:00 健康・厚生 ２級あれば尚可
常用 ６４ 172,300円 01051- 　 306921 0152-76-3033  （従業員数  11人） 17:00～9:00 介護経験あれば尚可

介護職員 1人 １８ 178,700円 株式会社　エムリンク 網走郡津別町字本岐１０５ 8:00～17:00 雇用・労災 介護福祉士・介護支援専門員
～ ～ 夢ふうせん　ほんき 9:00～18:00 健康・厚生 ・看護師のいずれか

常用 ６４ 217,300円 01051- 　 308021 0152-76-3033  （従業員数  6人） 17:00～10:00 介護経験あれば尚可
介護職員 1人 １８ 158,700円 株式会社　エムリンク 網走郡津別町字本岐１０５ 8:00～17:00 雇用・労災 介護福祉士・介護職員

～ ～ 夢ふうせん　ほんき 9:00～18:00 健康・厚生 初任者研修あれば尚可
常用 ６４ 172,300円 01051- 　 309721 0152-76-3033  （従業員数  6人） 17:00～10:00 介護経験あれば尚可

看護補助者 1人 １８ 187,200円 美幌町立　国民健康保険病院 網走郡美幌町字仲町２丁目３８番地 7:15～16:00 雇用・労災 雇用　～3/31 契約更新の可能性あり

以上 ～ 10:15～19:00 健康・厚生 介護職員初任者研修・ホームヘルパー

常用 187,200円 01051-    315121 0152-73-4111　（従業員数   131人） 16:30～9:30 2級・介護福祉士あれば尚可

看護助手 1人 164,800円 丸玉木材株式会社　津別病院 網走郡津別町字幸町６１番地 7:15～16:00 雇用・労災 雇用　1年　契約更新の可能性あり

不問 ～ 10:30～19:15 健康・厚生 エクセル、電子メールできる方

186,300円 16:00～9:00の 病院、介護施設勤務あれば

常用 01051-    317721 0152-76-2121　（従業員数   77人） 間の8時間程度 尚可
ホール係 1人 ５９ 159,800円 有限会社　小国商事 網走郡美幌町字美富５６－７９ 10:00～21:00の 雇用・労災 接客経験があれば望ましい

以下 ～ 就労地：美幌町稲美６８－８４「グルメ寿し　すし若丸」 間の８時間 健康・厚生 ＊
常用 180,000円 01051-     320621 0152-73-4077  （従業員数  18人） ＊

レストランスタッフ 1人 170,000円 株式会社　アンビックス 網走郡津別町字上里７３８番地 6:30～21:30の 雇用・労災 雇用　１年　契約更新の可能生あり

不問 ～ ランプの宿　森つべつ 間の７、７５時間 健康・厚生 普通自動車免許/飲料・料理関連の

180,000円 資格（ソムリエ・栄養士等）があれば尚可

常用 01051-     324721 0152-76-3333　（従業員数   11人） ホテルレストランのホール経験あれば尚可

ダンプ運転手 3人 ５９ 185,000円 美幌運送　株式会社 網走郡美幌町字高野９２番地１ 7:00～17:00 雇用・労災 大型自動車免許
以下 ～ 就労地：網走管内　その他 健康・厚生 大特・車両系建設機械

常用 215,000円 01051-    326221 0152-73-5333　（従業員数   68人） あれば尚可

◎一般求人



運転手 1人 ５９ 182,000円 美幌運送　株式会社 網走郡美幌町字高野９２番地１ 7:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許・
（燃料ローリー４ｔ） 以下 ～ 就労地：網走管内　その他 健康・厚生 危険物乙４/

常用 215,000円 01051-    327521 0152-73-5333　（従業員数   68人） 大特あれば尚可
重機運転手 3人 ５９ 205,000円 美幌運送　株式会社 網走郡美幌町字高野９２番地１ 7:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許・

以下 ～ 就労地：網走管内　その他 健康・厚生 車両系建設機械（整地）/

常用 220,000円 01051-    328421 0152-73-5333　（従業員数   68人） 大特あれば尚可
重機・トラック 1人 215,000円 株式会社　高橋産業 網走郡美幌町字報徳９２番地の４７ 8:00～17:00 雇用・労災 大型免許/大特・けん引あれば尚可

オペレーター 不問 ～ 健康・厚生 大型トラック・トラクター・ハーベスター

常用 315,000円 01051-    329321 0152-77-6160 （従業員数   1人） オペレーター業務の経験あれば尚可

フォークリフト 2人 ５９ 158,100円 クレードル食品　株式会社 網走郡美幌町字稲美１６４番地 7:00～16:00 雇用・労災 普通自動車免許
作業員 以下 ～ 健康・厚生 フォークリフト運転技能者

常用 203,500円 01051-    330121 0152-73-3175 （従業員数   342人） ＊
農業作業員 3人 155,520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

不問 ～ 8:00～17:00 健康・厚生 大特
常用 190,080円 01051-    331021 0152-76-3115　（従業員数  26人） ＊

選別作業員 3人 153,792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 普通自動車免許あれば尚可

不問 ～ 8:00～17:00 健康・厚生 ＊
常用 190,080円 01051-    332721 0152-76-3115　（従業員数  26人） ＊

造林作業員 1人 ６４ 230,000円 有限会社　北野産業 網走郡津別町字幸町６１番地１２ 7:00～16:00 雇用・労災 普通自動車免許
以下 ～ 就労地：津別、東藻琴、その他の各現場 健康・厚生 ＊

常用 356,500円 01051-    333821 0152-76-2096　（従業員数  14人） ＊
鉄骨加工工員 1人 ５９ 192,000円 株式会社　蓮井鉄工所 網走郡美幌町字三橋町２丁目１３番地 8:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許(ＡＴ限定不可）

以下 ～ 健康・厚生 ＊
常用 240,000円 01051-    334221 0152-73-2794　（従業員数  24人） ＊

鉄骨制作スタッフ 2人 ６４ 154,000円 株式会社　鉄鋼クリエート 網走郡美幌町字美禽３１９番地 8:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許
（溶接技術者・ 以下 ～ 8:30～17:00 健康・厚生 ガス溶接、アーク溶接、半自動

塗装技術者） 200,000円 溶接技術者（基本級）あれば尚可

常用 01051-    335521 0152-73-5245　（従業員数  15人） 鉄骨に関する業務に従事した経験あれば尚可

溶接工、鉄工 1人 ６４ 200,000円 有限会社　高橋鉄工 網走郡美幌町字美禽２８９番地２ 8:00～17:30 雇用・労災 普通自動車免許/準中型、中型、大型

作業員、旋盤工 以下 ～ 8:30～17:30 健康・厚生 自動車、大特免許あれば尚可/

240,000円 アーク溶接、ガス溶接講習修了者尚可

アーク溶接・半自動溶接・ＴＩＧ溶接経験者、

旋盤・フライス盤等の機械加工経験者、

常用 01051-    336421 0152-72-3319　（従業員数  6人） 農業経験者等のいずれか

溶接工見習い、鉄工作業員 1人 ３５ 180,000円 有限会社　高橋鉄工 網走郡美幌町字美禽２８９番地２ 8:00～17:30 雇用・労災 普通自動車免許(ＡＴ限定不可）

見習い、旋盤工見習い 以下 ～ 8:30～17:30 健康・厚生 ＊
常用 185,000円 01051-    337321 0152-72-3319　（従業員数  6人） ＊

食品製造作業員 1人 151,357円 株式会社　ブラステック 網走郡美幌町字大通北１丁目１３－３　リスビル１階 8:30～17:00 雇用・労災 雇用　２ヶ月
不問 ～ オホーツク営業所 就労地：大空町東藻琴千草７２番の１ ２～３ヶ月毎の更新の可能性あり

常用 151,357円 01051-    339921 0152-77-3130　（従業員数  2人） 普通自動車免許(通勤用）

自動車整備 1人 ６４ 170,000円 美幌自動車工業　株式会社 網走郡美幌町字美禽１番地 9:00～18:00 雇用・労災 普通自動車免許
以下 ～ 健康・厚生 ＊

常用 300,000円 01051-    342221 0152-72-1212　（従業員数  5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
塗装工・左官工 2人 276,000円 有限会社　青木左官 網走郡美幌町字西２条南２丁目２番地の４３ 7:30～17:00 雇用・労災 普通自動車免許

・大工・とび 不問 ～ 就労地：美幌町青山南３１－１他、 健康・厚生 中型免許・技能資格保有者優遇

322,000円 　　各作業現場（主に網走管内） 塗装・左官工・大工・とび、

常用 01051-    343521 0152-73-4969　（従業員数  17人） いずれかの経験2年以上あれば尚可

作業員 2人 207,000円 有限会社　青木左官 網走郡美幌町字西２条南２丁目２番地の４３ 7:30～17:00 雇用・労災 普通自動車免許
不問 ～ 就労地：美幌町青山南３１－１他、 健康・厚生 中型免許以上保有者優遇

276,000円 　　各作業現場（主に網走管内） ＊
常用 01051-    344421 0152-73-4969　（従業員数  17人） ＊

土工・舗装工 1人 187,000円 土建屋　株式会社 網走郡美幌町字美富５８８－３９ 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・美幌近郊 健康・厚生 土木・舗装作業経験あれば尚可

常用 308,000円 01051-    345321 　　　　　　　　　　（従業員数  6人） ＊
配送ドライバー 2人 ４４ 171,850円 ヤマト運輸　株式会社 網走郡美幌町字稲美９０－９７ 8:00～21:00 雇用・労災 準中型自動車免許

以下 ～ 美幌センター 8:00～15:00 健康・厚生 ＊
常用 191,850円 01051-    347921                  　 （従業員数   20人） 8:00～19:00 財形 ＊

工場内作業員 2人 154,945円 北見通運株式会社 網走郡美幌町字美里２２番地の１ 8:30～17:00 雇用・労災 雇用　１年　
不問 ～ オホーツク支店 就労地：美幌町稲美１７４－８｢美幌広域連｣・美幌町 健康・厚生 契約更新の可能性あり

244,650円 　報徳５０「農工連」・網走市港町「網走事業所」のいずれか 普通自動車免許
常用 01051-    348121 0152-73-3148　（従業員数  44人） フォークリフト免許あれば尚可

業務部 1人 151,357円 株式会社　田村精肉店卸部 網走郡美幌町字大通北４丁目１２番地 8:30～18:00 雇用・労災 普通自動車免許（AT限定不可）

工場作業員 不問 ～ 健康・厚生 ＊
常用 154,612円 01051- 　 349021 0152-73-3125　（従業員数  13人） ＊

携帯電話販売 2人 ４５ 196,700円 北信テレック　株式会社 函館市大川町８番２６号 9:30～19:00 雇用・労災 ＊
スタッフ 以下 ～ 就労地：美幌町三橋南３－１｢ソフトバンク美幌｣ 健康・厚生 ＊
常用 250,800円 01020-   3949521 0138-45-9900  （従業員数   3人） ＊

営業 1人 ４０ 160,500円 ネッツトヨタ北見　株式会社 北見市東三輪３丁目２２番地 9:00～17:30 雇用・労災 普通自動車免許(ＡＴ限定不可）

以下 ～ 就労地：網走店（網走市三眺１２－７）または 健康・厚生 ＊
205,000円     　　　 美幌店（美幌町青山南１７－５） 財形 ＊

常用 01050-   1953321 0157-24-0010　（従業員数  0人） ＊
自動車整備士 1人 ４０ 151,050円 ネッツトヨタ北見　株式会社 北見市東三輪３丁目２２番地 9:00～17:30 雇用・労災 普通自動車免許(ＡＴ限定不可）

以下 ～ 就労地：網走店（網走市三眺１２－７）または 健康・厚生 自動車整備士（２級）
195,550円     　　　 美幌店（美幌町青山南１７－５） 財形 ＊

常用 01050-   1955921 0157-24-0010　（従業員数  0人） ＊
介護職員 1人 172,800円 株式会社　ワークサポート 北見市本町１丁目２番地８号　網走交通本町ビル３階 6:00～15:00 雇用・労災 普通自動車免許

不問 ～ 就労地：美幌町大通北２丁目２０－１ 11:00～20:00 健康・厚生 介護職員初任者研修あれば

190,080円 　　　「リビングケア・シーズン美幌」 13:00～21:00 尚可
常用 01050-    2095021 0157-24-9665　（従業員数  10人） ＊

交通誘導警備員 7人 １８ 186,560円 大道綜合警備株式会社 北見市常磐町３－６－２０ 8:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許
以上 ～ 北見営業所 就労地：主に北見管内 健康・厚生 交通誘導警備業務資格者

常用 203,520円 01050-    2190921 0157-33-5454　（従業員数  10人） 優遇

◎一般求人



整備士 1人 ５９ 160,000円 ヤンマーアグリジャパン 江別市工栄町１０番地６ 8:30～17:30 雇用・労災 普通自動車免許(ＡＴ限定不可）

以下 ～ 株式会社　北海道支社 就労地：美幌町美禽１７０－４「美幌支店」 9:00～17:10 健康・厚生 自動車整備士免許あれば尚可

250,000円 財形 農業機械・自動車などの
常用 01232-     703321 011-381-2300　（従業員数  14人） 整備経験あれば尚可

自動車整備 1人 ５９ 160,000円 株式会社　ビホロ車輛 網走郡美幌町字日の出１丁目４番地の１ 8:30～17:30 雇用・労災 普通自動車免許(ＡＴ限定不可）

以下 ～ 健康・厚生 自動車整備資格所有者優遇

常用 280,000円 01051-     350221 0152-73-3716　（従業員数  6人） 経験者優遇
ホールスタッフ 2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 普通自動車免許

以上 ～ 就労地：美幌町日の出１－９「パチンコひまわり美幌店」 15:00～23:30 健康・厚生 ＊
常用 176,550円 01010-  13579621 011-251-8055　（従業員数  17人） ＊

コンクリート製造 1人 177,160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 8:00～17:30 雇用・労災 雇用　～10/31
不問 ～ 就労地：美幌町野崎６５番地 健康・厚生 契約更新の可能生あり

常用 177,160円 01050-    2239021 0157-33-4546　（従業員数  0人） ＊
店舗運営・店舗 3人 １８ 232,717円 株式会社　丸千代山岡家 茨城県つくば市小野崎１２７－１ 9:00～18:00 雇用・労災 普通自動車免許
管理・店長候補 ～ ～ 就労地：北見店（北見市光西町１６５－１） 18:00～3:00 健康・厚生 ＊

５９ 370,866円 　　　　　網走店（網走市駒場南７－２－２） 0:00～9:00 財形 ＊
　　　　　美幌店（美幌町稲美６８－１８） 9:00～8:59の ＊

常用 08040-  　7024321 0120-812-314　（従業員数  15人） 間の８時間程度 ＊
重機オペレーター 1人 220,800円 小川産業　株式会社 札幌市清田区清田３条１丁目６－１１ 8:00～17:00 雇用・労災 雇用　6/1～11/30

不問 ～ 就労地：北海道内（津別町等） 健康・厚生 契約更新の可能生あり
常用 239,200円 01230-    7099821 011-881-1682　（従業員数  1人） 普通自動車免許・車両系建設機械

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　～３/31 契約更新の可能性あり

倉庫作業 不問 ～ 就労地：美幌町美里及び町内の各作業場 6:00～15:00 健康・厚生 普通自動車免許
280,000円 7:00～16:00 大特・けん引・フォークリフト

常用 01051-     353321 0152-72-1126　（従業員数  30人） あれば尚可

医療事務 1人 ６４ 165,000円 医療法人社団　玉川医院 網走郡美幌町字稲美９０番地１３４ 8:20～18:00 雇用・労災 キーボードからのローマ字

以下 ～ 健康・厚生 入力の可能な方
常用 165,000円 01051-     357021 0152-75-2780　（従業員数  6人） ＊

ガソリンスタンド 1人 ５９ 155,500円 株式会社　自動車検査場 旭川市住吉４条２丁目８番１３号 8:00～17:15 雇用・労災 普通自動車免許・危険物乙４

スタッフ 以下 ～ （モダ石油グループ） 就労地：美幌町鳥里４－３－６｢美幌給油所｣ 健康・厚生 ガソリンスタンド勤務経験あれば尚可

常用 188,500円 01030-    5868621 0120-005-121　（従業員数  8人） PC基本操作
技術員 1人 ５９ 173,000円 株式会社　ヰセキ北海道 岩見沢市東町２条７丁目１００４番地１ 8:30～17:30 雇用・労災 普通自動車免許(ＡＴ限定不可）

以下 ～ 就労地：美幌町美禽３５８－１｢美幌営業所｣ 9:00～17:30 健康・厚生 車両・機械整備経験者
常用 220,000円 01110-   1946521 0126-22-3388　（従業員数  7人） ＊

調理補助 1人 152,950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 9:30～18:00 雇用・労災 雇用　～９/30 契約更新の可能性あり

不問 ～ 就労地：美幌町稲美１０５－７｢緑の苑｣ 健康・厚生 普通自動車免許あれば尚可

常用 152,950円 01010-  14666921 011-200-8808　（従業員数  10人） ＊
技術職 1人 ５９ 210,890円 株式会社　カナモト 東京都港区芝大門１－７－７ 8:30～17:00 雇用・労災 普通自動車免許(ＡＴ限定不可）

以下 ～ 就労地：美幌町報徳９２－１｢(株)カナモト美幌営業所｣ 健康・厚生 中型免許あれば尚可
常用 310,120円 13040-  39822421 03-5408-5703　（従業員数  3人） 財形 ＊



◎パート求人
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

経理事務 1人 1,000円 津別通運　株式会社 網走郡津別町字共和２６番地の１ 8:30～17:00 雇用・労災 普通自動車免許・簿記３級あれば尚可

不問 ～ の間の5～6時間 ワード・エクセルの基本操作

常用 1,500円 01051-     277021 0152-76-2062　（従業員数   14人） 経理事務経験・簿記の知識ある方

学校図書館 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 9:30～15:30 雇用・公災 雇用　5/6～R5.3/31
巡回司書 不問 ～ 就労地：美幌町内の小中学校 契約更新の可能性あり

常用 1,052円 01051-     281321 0152-73-3016　（従業員数   550人） 普通自動車免許
支援員 1人 889円 特定非営利活動法人 網走郡美幌町字仲町２丁目３８番地の１ 9:00～18:00 労災 ホームヘルパー２級

不問 ～ マイスペース美幌 就労地：美幌町東１条南１丁目９－１ の間の4時間程度 普通自動車免許
899円 　　　　　　「菜のはな広場」 障害者福祉サービス、福祉

常用 01051-     292921 0152-72-0107 （従業員数   5人） サービスに関わる仕事等の経験者

窓口・後方事務 1人 895円 株式会社　北洋銀行 網走郡美幌町字大通北２丁目１４番地 9:30～16:00 雇用・労災 雇用　6ヶ月　以後1年毎更新

不問 ～ 美幌支店 キーボード入力のできる方

常用 895円 01051-     297221 0152-73-3194　（従業員数   10人） 金融機関勤務経験者歓迎

一般事務職 1人 920円 網走信用金庫　美幌支店 網走郡美幌町字大通北３丁目１２番地の１ 8:40～16:50 雇用・労災 雇用　1年　契約更新の可能性あり

不問 ～ の間の５時間以上 PC入力程度可能な方尚可

920円 珠算、電卓能力検定あれば尚可

常用 01051-    300821 0152-73-2161　（従業員数   18人） 金融機関での勤務経験者歓迎

販売員 5人 889円 セブンイレブン　津別共和店 網走郡津別町字共和１２５番地の９ 6:00～9:00 労災 販売員経験あれば尚可
不問 ～ 16:00～22:00 ＊

常用 889円 01051-    301221 0152-76-1233　（従業員数   14人） 22:00～6:00 ＊
介護業務 1人 1,000円 社会医療法人　恵和会 網走郡美幌町字仲町２丁目３８番地 6:30～19:30 労災 ホームヘルパー２級・介護職員

（入所） 不問 ～ 介護老人保健施設　アメニティ美幌 の間の２時間以上 初任者研修・介護福祉士

常用 1,110円 01051-    304321 0152-75-2210　（従業員数  75人） あれば尚可
介護職員 1人 １８ 910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・ホームヘルパー

（夜勤専従） 以上 ～ 夢ふうせん　ののか ２級あれば尚可
常用 1,090円 01051- 　 307121 0152-76-3033 （従業員数  11人） 介護経験あれば尚可

介護職員 1人 910円 株式会社　エムリンク 網走郡津別町字本岐１０５ 8:00～17:00 雇用・労災 介護福祉士・介護職員
不問 ～ 夢ふうせん　ほんき の間の６時間程度 初任者研修あれば尚可

常用 1,090円 01051- 　 310521 0152-76-3033 （従業員数  6人） 介護経験あれば尚可
ホームヘルパー 1人 900円 有限会社　みんと 網走郡美幌町字日の出１丁目２番地４ 7:30～20:00 労災 介護福祉士・ホームヘルパー２級

不問 ～ 美幌ケアセンター 就労地：美幌町内 の間の４時間程度 ・看護師・准看護師のいずれか

常用 1,000円 01051-    311421 0152-73-0007　（従業員数  15人） 普通自動車免許
訪問介護員 1人 1,000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 8:30～20:00 労災 ホームヘルパー２級、介護

不問 ～ （いなみ介護支援センター・いなみ薬局） 就労地：利用者宅（美幌町） の間の１時間以上 福祉士、看護師のいずれか

常用 1,625円 01051-    312321 0152-75-0300　（従業員数  16人） 普通自動車免許
ホームヘルパー 3人 890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 8:00～20:00 労災 ホームヘルパー２級

不問 ～ 就労地：ヘルパーステーション　アメニティ美幌を起点に町内全域 の間の１時間以上 普通自動車免許
常用 1,550円 01051- 　 313621 0152-75-2510　（従業員数  12人） ＊

訪問介護員 2人 1,407円 有限会社　丸庫　しあわせ介護 網走郡美幌町字東２条南１丁目１－２５－Ａ１０２号 9:00～18:00 労災 ホームヘルパー２級
(ホームヘルパー） 不問 ～ センター　美幌事業所 就労地：美幌町内 の間の１時間以上 普通自動車免許

常用 1,707円 01051-    314921 0152-72-5656　（従業員数  14人） ＊



看護補助者 2人 1,208円 美幌町立　国民健康保険病院 網走郡美幌町字仲町２丁目３８番地 7:15～19:00 雇用・労災 雇用　～3/31 契約更新の可能性あり

不問 ～ の間の４時間程度 健康・厚生 介護職員初任者研修・ホームヘルパー

常用 1,208円 01051-    316021 0152-73-4111　（従業員数   131人） 2級・介護福祉士あれば尚可

歯科助手 2人 1,000円 医療法人社団　青山歯科医院 網走郡美幌町字青山北1番地1 9:00～21:00の間で 労災 ＊
不問 ～ ４～５時間（月・火・木・金） ＊

1,250円 9:00～18:00の間で ＊
常用 01051-    318821 0152-72-3333  （従業員数   7人） ４～５時間（水） ＊

ホール係 1人 ５９ 890円 有限会社　小国商事 網走郡美幌町字美富５６－７９ 10:00～15:00 労災 接客経験あれば望ましい
以下 ～ 就労地：美幌町稲美６８－８４「グルメ寿し　すし若丸」 17:00～21:00 ＊

常用 950円 01051-    321921 0152-73-4077  （従業員数   18人） ＊
製造スタッフ 1人 889円 株式会社　マルワ製麺 網走郡美幌町字大通南５丁目４番地 13:00～16:00 労災 ＊

不問 ～ 9:00～12:00 ＊
常用 1,126円 01051- 　 322121 0152-73-3371　（従業員数  17人） ＊

ホールスタッフ 2人 900円 ラーメン寶龍　美幌店 網走郡美幌町字青山北５３番 10:00～15:00 労災 ＊
不問 ～ 18:00～21:00 ＊

常用 1,000円 01051-    323021 0152-72-5210  （従業員数   3人） ＊
レストランスタッフ 1人 890円 株式会社　アンビックス 網走郡津別町字上里７３８番地 7:00～22:00の 労災 雇用　6ヶ月　契約更新の可能生あり

不問 ～ ランプの宿　森つべつ の間の４～８時間程度 普通自動車免許/飲料・料理関連の

1,100円 資格（ソムリエ・栄養士等）があれば尚可

常用 01051-    325821 0152-76-3333　（従業員数   11人） ホテルレストランのホール経験あれば尚可

ゆで麺作業員 1人 １８ 900円 株式会社　マルワ製麺 網走郡美幌町字大通南５丁目４番地 4:30～8:30 雇用・労災 ＊
以上 ～ ＊

常用 1,126円 01051-  　338621 0152-73-3371　（従業員数  17人） ＊
デリカ担当 1人 889円 生活協同組合コープさっぽろ 網走郡美幌町字三橋南３の１ 7:15～11:15 労災 １年毎の更新契約

不問 ～ びほろ店 ＊
常用 914円 01051- 　 341821 0152-75-2300　（従業員数  70人） ＊

夜間清掃スタッフ 3人 １８ 1,080円 クレードル食品　株式会社 網走郡美幌町字稲美１６４番地 22:00～1:00 労災 深夜加算込時給1,350円
～ ～ 普通自動車免許（通勤用）

常用 ５９ 1,080円 01051-    346621 0152-73-3175  （従業員数   342人） ＊
携帯電話販売 1人 1,000円 北信テレック　株式会社 函館市大川町８番２６号 9:30～15:00 労災 雇用　３ヶ月

スタッフ 不問 ～ 就労地：美幌町三橋南３－１｢ソフトバンク美幌｣ 14:00～19:30 契約更新の可能生あり
常用 1,000円 01020-   3998821 0138-45-9900  （従業員数   5人） ＊

管理当直員 1人 １８ 1,281円 株式会社　ワークサポート 北見市本町1丁目２番８号　網走交通本町ビル３階 21:00～8:00 雇用・労災 ＊
以上 ～ 就労地：美幌町大通北２丁目２０－１「リビングケア・シーズン美幌」 ＊

常用 1,281円 01050-    2096721 0157-24-9665　（従業員数  10人） ＊
交通誘導警備員 7人 １８ 1,100円 大道綜合警備株式会社 北見市常盤町３－６－２０ 8:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許あれば尚可

以上 ～ 北見営業所 就労地：主に北見管内 交通誘導警備業務資格者優遇

常用 1,200円 01050-　 2191121 0157-33-5454  （従業員数　10人） ＊
清掃業 1人 1,000円 フジケンビルサービス　株式会社 網走郡美幌町字青山北４３番地８ 7:30～9:30 労災 ＊

不問 ～ 就労地：美幌町稲美８９－７４ ＊
常用 1,000円 01051- 　 351521 0152-73-3614　（従業員数  1人） ＊



◎パート求人
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

清掃業 1人 1,000円 フジケンビルサービス　株式会社 網走郡美幌町字青山北４３番地８ 14:00～15:30 労災 金曜日のみ勤務
不問 ～ 就労地：美幌町鳥里９１ ＊

常用 1,000円 01051- 　 352421 0152-73-3614　（従業員数  1人） ＊
農産部門担当 1人 889円 生活協同組合コープさっぽろ 網走郡美幌町字三橋南３の１ 8:00～16:00 労災 １年毎の更新契約

不問 ～ びほろ店 の間の４時間程度 ＊
常用 914円 01051- 　 354621 0152-75-2300　（従業員数  70人） ＊

精肉部門担当 1人 889円 生活協同組合コープさっぽろ 網走郡美幌町字三橋南３の１ 7:30～11:30 労災 １年毎の更新契約
不問 ～ びほろ店 ＊

常用 914円 01051- 　 355921 0152-75-2300　（従業員数  70人） ＊
水産部門担当 1人 889円 生活協同組合コープさっぽろ 網走郡美幌町字三橋南３の１ 8:00～12:00 労災 １年毎の更新契約

不問 ～ びほろ店 ＊
常用 914円 01051- 　 356121 0152-75-2300　（従業員数  70人） ＊

北海道公立学校 5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 8:00～17:00 労災 雇用　～3/31 契約更新の可能性あり

教員業務支援員 不問 ～ 就労地：オホーツク管内１１市町村２５校のうちいずれか の間の１時間以上 学校勤務経験あれば尚可

常用 1,119円 01180-  　865021 0152-41-0751　（従業員数  0人） 簡単な入力などの基本操作

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 200,000円 藤工業　株式会社 網走郡美幌町字仲町２丁目７０番地１ 7:00～17:00 雇用・労災 雇用　5/16～12/27

不問 ～ 就労地：主に網走管内、他道内・道外 健康・厚生 普通自動車免許・作業免許あれば尚可

臨時 300,000円 01051-    　21520 0152-73-2502　（従業員数  8人） 建築・土木経験者優遇
ボイラー技士 8人 128,250円 株式会社　ノア・ビルサービス 北見市若葉３丁目５番１６号 6:00～20:30 雇用・労災 雇用　4/1～5/31

不問 ～ 北見営業所 就労地：置戸・訓子府・津別・佐呂間町内高等学校のいずれか 普通自動車免許/１級又は２級

臨時 135,000円 01050-    1806521 0157-57-4471　（従業員数  0人） ボイラー技士/危険物乙４あれば尚可

鉄筋加工 1人 130,387円 有限会社　ソウユウ社 網走郡美幌町字栄森３８番地８６４ 8:10～17:00 雇用・労災 雇用　～12/10
軽作業員 不問 ～ 健康・厚生 ＊

臨時 130,387円 01051-    　 23020 0152-72-3800　（従業員数  15人） ＊
土工又は 3人 187,000円 土建屋　株式会社 網走郡美幌町字美富５８８－３９ 7:30～17:00 雇用・労災 雇用　～12/31

舗装工 不問 ～ 就労地：北見・美幌近郊 健康・厚生 普通自動車免許(ＡＴ限定不可）

臨時 308,000円 01051-     　24320 　　　　　　　　　　（従業員数  6人） 土木・舗装作業経験あれば尚可

厨房調理スタッフ 1人 （時）１，０００円 株式会社　バリクリエイト 札幌市中央区北２条西２０丁目２－１ 10:00～16:00 雇用・労災 雇用　６ヶ月
不問 ～ 就労地：美幌町古梅　美幌峠・道の駅 健康・厚生 調理師あれば尚可

臨時 （時）１，０００円 01010-  14350721 　　　　　　　　　　（従業員数  3人） ＊
テイクアウトコーナー 1人 （時）１，０００円 株式会社　バリクリエイト 札幌市中央区北２条西２０丁目２－１ 10:00～16:00 雇用・労災 雇用　６ヶ月

販売業務 不問 ～ 就労地：美幌町古梅　美幌峠・道の駅 健康・厚生 ＊
臨時 （時）１，０００円 01010-  14359021 　　　　　　　　　　（従業員数  3人） ＊

厨房洗い場 1人 （時）１，０００円 株式会社　バリクリエイト 札幌市中央区北２条西２０丁目２－１ 10:00～16:00 雇用・労災 雇用　６ヶ月
スタッフ 不問 ～ 就労地：美幌町古梅　美幌峠・道の駅 健康・厚生 ＊
臨時 （時）１，０００円 01010-  14365921 　　　　　　　　　　（従業員数  3人） ＊

◎期間雇用求人


