
酪農家 に対して、 独自性のあるサービス で役立っています

北海道ゆうべつ町には、広い海と広い空と広い家がある。
東京から直行便で2時間。北海道紋別空港から車で40分の所に湧別町(ゆうべつちょう)はあります。北はオホーツク海、東は道内
最大の湖・サロマ湖を望むこの町で暮らしませんか。北部エリアにありながら、降雪は穏

酪農家さんをお客様に持ち、牛の健康管理や生産性の向上な
どのアドバイスをする当社。事務まわりの仕事をサポートす
ることで、忙しい獣医師たちを支えてください。

◎自然いっぱいの土地で働きたい方、歓迎します。※未経験
歓迎。学歴・知識・スキルは不問。人柄重視の採用です。

月給20万円以上＋各種手当（家族手当や住宅手当など）＋賞
与年2回

本社／北海道紋別郡湧別町芭露450-3　※転勤ナシ。車通勤OK。

事務スタッフ（酪農を支える仕事です）
株式会社ゆうべつ牛群管理サービス

正社員 職種未経験OK 業種未経験OK 学歴不問 完全週休2日 残業月20h以内

内定まで2週間 転勤なし

……

仕事内容



応募資格



給与



勤務地



エン転職
取材担当者 : 橋本

獣医師たちがコンサルティングに集中できるよう、事務まわりの業務をお手伝いい
ただきます。周囲に気を配れる方や、人をサポートするような仕事が好きな方に向
いています。

気になる 詳細へ 

https://employment.en-japan.com/enmanage/popup/old/pop_work_preview/?WorkID=914532&pkey=emp2014_enjapan_access&PK=DFE5DB
https://employment.en-japan.com/enmanage/popup/pop_work_preview_hyouban/?WorkID=914532&pkey=emp2014_enjapan_access&PK=DFE5DB
https://employment.en-japan.com/enmanage/popup/pop_work_preview_option/?WorkID=914532&pkey=emp2014_enjapan_access&PK=DFE5DB
https://employment.en-japan.com/enmanage/popup/pop_search_condition_preview/?WorkID=914532&pkey=emp2014_enjapan_access&PK=DFE5DB
https://employment.en-japan.com/enmanage/popup/pop_work_preview_report/?WorkID=914532&pkey=emp2014_enjapan_access&PK=DFE5DB
https://employment.en-japan.com/enmanage/popup/pop_work_preview_handoff/?WorkID=914532&pkey=emp2014_enjapan_access&PK=DFE5DB
https://employment.en-japan.com/enmanage/popup/pop_work_preview_sp/?WorkID=914532&pkey=emp2014_enjapan_access&PK=DFE5DB
https://employment.en-japan.com/enmanage/popup/pop_work_preview_print/?WorkID=914532&PK=DFE5DB
https://employment.en-japan.com/contribution/who4020/?PK=DFE5DB
https://employment.en-japan.com/contribution/how134/?PK=DFE5DB
https://employment.en-japan.com/desc_914532/?PK=DFE5DB&arearoute=1
javascript:void(0);
https://employment.en-japan.com/desc_914532/?arearoute=1&PK=DFE5DB
https://employment.en-japan.com/desc_914532/?PK=DFE5DB


エン転職
取材担当者 : 橋本

本社を構えるのは、オホーツク海に面した北海道紋別郡湧別町（もんべつぐんゆうべつちょう）。採用担当の方と社長へお話
を伺いました。「酪農コンサル」という少し変わった同社の事業について詳しくお聞きしました。

クチコミ情報

1月になると、オホーツク海の流氷を見に
世界中から多くの人が訪れます。幻想的な
時期はもうすぐです。

北海道ゆうべつ町には、広い海と広い空と広い家がある。

東京から直行便で2時間。北海道紋別空港から車で40分の所に湧別町(ゆうべつちょう)
はあります。北はオホーツク海、東は道内最大の湖・サロマ湖を望むこの町で暮らし
ませんか。 

北部エリアにありながら、降雪は穏やか。なだらかな丘陵が多いこの地域では、冬の
自然を愛でながら雪道を駆けるクロスカントリースキーが盛ん。オホーツク海へ出れ
ば、シベリアから1000キロの旅をしてきた流氷群が。凍ったサロマ湖に穴を空け、ワ
カサギ釣りも楽しめます。

雪解けを迎えると一気に華やぐ湧別の町。鮮やかなチューリップ畑にライラックとエ
ゾヤマ桜の街道。甘い香りの中、サイクリングが楽しい。星降る夏の夜 サロマ湖畔に
立てば、湖面にも星辰が浮かび、幻想的な光景が。群生するサンゴ草が“真っ赤な絨
毯”に変わる頃、少し早い秋が訪れます。 

――自然豊かな町ですが、コンビニやスーパーにも困りません。貸家は一軒家が基本
ですが、当社の家賃補助も含めると、3LDKでも月2万円程度。広大な自然と広々とし
た住まいが、あなたをお待ちしています。

事務スタッフ（酪農を支える仕事です）

募集要項

事務スタッフ（酪農を支える仕事です）

湧別町を中心に数々の酪農家さんをお客様に持ち、牛の健康管理や生産性の向上などのアドバイスをする
「酪農コンサルタント業務」を行なう当社。あなたには、酪農コンサルタントとして活躍する獣医師たち
の事務業務をサポートしていただきます。 

【酪農コンサルタント業務とは？】 
繁殖性の向上や疾病予防を目的にした栄養管理、病気の予防、牛の遺伝改良の支援など、酪農家さんたち
の様々な悩み相談にのり、専門的な立場からアドバイスをしています。現在は、社長も含め4名の獣医師
がコンサルタントとして在籍。湧別町を中心に、40件を超える酪農家さんたちの家業を支えています。 

【事務まわりの業務をお任せします】 
■薬剤の発注・在庫管理

掲載期間: 18/11/12 ～ 18/12/23

株式会社ゆうべつ牛群管理サービス

正社員 職種未経験OK 業種未経験OK 学歴不問 完全週休2日 残業月20h以内 内定まで2週間

転勤なし

仕事内容

募 集 情 報

募集詳細情報のプレビュー

https://employment.en-japan.com/comp-85240/?WorkID=914532&arearoute=&PK=DFE5DB


牛の健康管理などで使用する、様々な薬剤の管理をします。在庫数を確認し、不足してきたら獣医師へ相
談。指示を受け、いつも取引をしている業者へメールで発注します。その他、器具等の洗浄や滅菌なども
お願いします。 

■外部の研究機関への検査依頼
DNA検査など、社内でできない検査業務については外部の研究機関へ依頼を行なっています。獣医師の指
示を受けてから、該当する研究機関へメールやFAXで依頼を出しましょう。1日あたり多くて5件程です。

■牛群データの入力サポート
仕事に慣れてきたら、獣医師が管理している各酪農家さんの牛群のデータ管理もお任せします。獣医師か
ら渡された書類を見て、「子牛が生まれた」「○頭がこの病気にかかった」といったデータを専用ソフト
へ入力。獣医師が中心に行なうため、溢れた分をお手伝いください。

※発注書など各書類は全てフォーマットを用意しています。そのため、数値や情報を入力するだけで大丈
夫。難しい計算や文章作成はありません。
※定時で帰宅できるよう業務量を見て仕事をお任せするのでご安心ください。

＜未経験・第二新卒、歓迎＞ 
◎自然いっぱいの土地で働きたい方、歓迎します。
※知識やスキルは一切問いません。人柄重視の採用です。
※職種・業種未経験の方、歓迎します。学歴・ブランク・転職回数は一切不問です。

酪農家さんからの依頼を受け、牛群の健康管理などを行なう「酪農コンサルタント事業」を展開している
当社。湧別町をメインに多くの酪農家さんから問い合わせをいただいており、管理する牧場数も年々増え
ています。そのため、コンサルタントとして活躍する獣医師たちも一層多忙になってきました。一件一件
の酪農家さんへより手厚いサービスを提供し、また今後増えてくる依頼にもお応えしていくために、今回
獣医師の事務業務をサポートしてくださる方を募集することになりました。

正社員

本社／北海道紋別郡湧別町芭露450-3 
※転勤はありません。
※車通勤OK。駐車場ご用意しています。

JR線「遠軽駅」より車で約20分 
「オホーツク紋別空港」より車で約40分

8：00〜17：00（実働8時間） 
※残業は基本的にありません。

月給20万円以上＋各種手当（家族手当や住宅手当など）＋賞与年2回 
※スキルや能力などを考慮して、初任給額を決定します。
※みなし残業はありません。基本的に定時で帰っていただけますが、仮に残業が発生した場合は残業代を
100％支給いたします。

＜年間休日125日以上＞ 
■完全週休2日制（土・日）
■祝日
■年末年始休暇（7日前後）
■夏季休暇（7日）

応募資格

募集背景

雇用形態

勤務地・交通

交通

勤務時間

給与

休日休暇



牛群の健康管理や生産性の向上により、酪農家さんた
ちをサポートする当社。現在、湧別町を中心に43の
牧場を支えています。

3名の獣医師兼コンサルタントと社長、そして社長の
奥さん（専務）が当社のメンバー。新人さんの入社が
楽しみで、すでに歓迎会を企画中です。

■年次有給休暇
■慶弔休暇

■昇給（年1回／4月)
■賞与（年2回／6月・12月）
■各種社会保険完備（雇用、労災、健康、厚生年金）
■交通費（月3万円まで）
■時間外手当
■出張手当
■家族⼿当（配偶者：1万3000円／⽉、⼦ども1⼈あたり：1万円／⽉）
■住宅手当（家賃の3分の2を会社で補助いたします）
■服装自由
■車通勤OK・駐車場あり
☆ご入社にあたり引っ越しが必要な方には、引っ越し準備をサポートします。

当社では、各業務やそれぞれに必要なスキルを記載した5段階の評価シートを使用して、4半期に1度、社
長と社員で面談。自分のスキルを可視化することで、「ここまでできるようになった」という自分の成長
度合いを知ったり、「次はこれができるようになろう」という目標設定をしたりするのに役立てていま
す。また、普段の業務においては社員同士で仕事を教えあうことをとても大切にしています。そのため、
「こんなこと聞いて平気かな？」と不安にならなくて⼤丈夫。分からないことがあれば、どうぞ遠慮なく
先輩たちにきいてくださいね。

■正木さん（26歳・新卒入社）
当社で一番の末っ子ですが、誰よりもしっかり者。テキパキ仕事を進める姿はとても頼もしいです。

■吉成さん（30歳・2017年10月入社）
昨年入社してくれたばかりのルーキー。おっとりほんわかした性格で、当社の癒し系です。

■山川さん（35歳・新卒入社）
寡黙でまじめな当社の長男。後輩達の面倒もよく見てくれる、頼れるお兄さん的存在です。

そして、社長と専務である社長の奥さんが当社のメンバー。仕事中は真面目ですが実はイベントごとも大
好きです。毎年、忘年会は北見市で、社員旅行も兼ねて1泊2日で行なっています。楽しくて、毎回3次会
まで開いてしまうのはここだけの話です。

福利厚生・待遇

教育体制につい
て



一緒に働くメン
バーについて



取材担当者のコメント



動画でCheck! 職場風景
取材から受けた会社の印象

湧別町は、牛が人の2倍いるほど酪農が盛んな町。酪農を生業にする人にとって、健康な乳
牛・肉牛を、いかに効率的に数多く育てていくかは重要な問題です。そんな酪農家さんたちに
寄り添い、様々なサポートを行なうのが、同社の提供する「酪農コンサルタント業務」。病気
になった牛を治すのではなく、日頃から牛群の健康管理を行ない、肉牛や乳牛の生産性向上を
後押ししています。これまでは地域の獣医師が診療の延長で行なっていたため、“酪農経営”と
いうビジネスの観点から専門的に行なう会社は、北海道においても珍しいそう。この独自のサ
ービスが地域の酪農家さんからも支持を集め、依頼も年々増加。現在は湧別町を中心に43の牧
場と年間契約を結んでいます。今回の採用も、事業の拡大に伴う募集。今後の事業の成長とい
う面でも、注目できそうな企業だと感じました。

 この仕事のやりがい＆厳しさ

やりがい

薬品などの在庫管理やデータ入力など、一つひとつの仕事はそれほど難しいことではありません。ただ、多忙な獣医師にとってはあ
なたの存在が大きな助けになります。「お互いに助け合う、感謝し合う」ということを同社では大切にしているため、仕事をする中
で獣医師から直接お礼を言われることも少なくないでしょう。また、間接的ではありますが、日々の業務の先には湧別町の酪農家さ
んたちがいます。酪農コンサルティングという事業を支えることで、結果的に湧別の酪農を支えることができるのは、この仕事の一
番の面白みです。

厳しさ

在庫を管理する薬剤は、常時使用するものだけでも100種類にも及びます。「エンロフロキサシン注」「フルニキシン」など聞きな
れない名前のものも多いですし、それぞれ用途・効能も異なります。もちろん、はじめのうちは一つひとつの違いについて獣医師が
教えていきますが、管理や発注をスムーズに行なうためにも、名称と簡単な用途は理解していただきたいとお考えです。仮にいつま
で経ってもそれらを覚えず、毎回獣医師に確認してしまうなら、その分彼らの時間を取ることになり、「仕事を安心して任せられな
い」と思われてしまうかもしれません。

 この仕事の向き＆不向き

向いている人

獣医師たちがコンサルティングに集中できるよう、事務まわりの業務をお手伝いいただきます。周囲の人に気を配れる方や、人をサ
ポートするような仕事が好きな方に向いています。

向いていない人

日中は他のスタッフは外出をしているため、社内にはあなた1人になることも多いでしょう。そうした環境に抵抗のある方には、向い
ていないかもしれません。








会社概要 株式会社ゆうべつ牛群管理サービス

2007年4月

代表取締役社長　安富 一郎

300万円

3名（2018年2月現在）

1億3000万円（2016年12⽉期実績）★連続で伸びています！ 
1億1000万円（2015年12月期実績） 

|

創業

代表者

資本金

従業員数

売上高

https://employment.en-japan.com/search/modal_movie/?Embedkey=EK12FutlxbS0OH0pI2XDXeWhtuix7o5WBDLho0zkDCHoa-ayrKmvI5_75dVuVnXczhDYG7ApbD9K82YKng61YC8oHLsi-4vVxXbSrr77Gn12DA.&PK=DFE5DB


 個人名の表記について

9000万円（2014年12月期実績）

牛群管理、酪農コンサルタント業務、専門・高度獣医療サービス、受精卵業務

本社／北海道紋別郡湧別町芭露450-3

http://yubetsu-gyugun.com/

事業内容

事業所

企業ホームページ

応募・選考について

＜できるだけ、多くの方とお会いしたいと考えています＞ 
※応募から内定までは、2週間以内を予定しています。応募から入社までは、最短1ヶ月の予定です。
※最短で11月中の入社が可能です。12月以降の入社も歓迎します。
＜北海道（本社）での面接について＞
※面接にお越しになる際の航空券はこちらで用意します。また、宿泊施設の手配・費用を会社が負担いたします
のでご安心ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。 
ご応募の際は、こちらのページよりご応募ください。追って詳細をご連絡いたします。

【本社】 
〒093-0731 
北海道紋別郡湧別町芭露450-3

【本社】 
〒093-0731 
北海道紋別郡湧別町芭露450-3

担当／採用担当

TEL／01586-6-2186／080-5597-7531(携帯の方がつながりやすいです)

入社までの流れ Web履歴書での書類選考STEP 1

1次面接（テレビ電話にて行ないます）STEP 2

最終面接（本社にて行ないます）STEP 3

内定STEP 4

応募受付方法

面接地

連絡先

応募される方は

応募フォームへ

応募を検討中の方は

気になる

https://employment.en-japan.com/help/04_04/?PK=DFE5DB
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