
(金)
     ℡ (０１５４)４１－１２０１  部門コード４１＃

 【求人情報の配布はこちらでも行っています】　

　 ○北海道新聞…毎週火曜日（夕刊）　　○釧路新聞…毎週土曜日　　○ハローワークインターネットサービス　　○ハローワーク釧路ホームページ

　 ★　週刊ほっと求人は、ハローワークプラザくしろ（ＭＯＯ２Ｆ）・イオン・コープさっぽろ貝塚店・釧路市役所・釧路市中央図書館で配布しています。　

求人番号
受理年月日
形態・就業地

01010- 4098631 167,700 5:00～14:00
2023/1/25 不問 ～ 9:30～19:00

正社員以外・釧路市 札幌市中央区北１条西４丁目２番２号　 雇用 労災 健康 厚生 167,700

01090- 1059631 144,900 8:00～22:00
2023/1/25 不問 ～ の間の9時間

正社員以外・釧路市 釧路郡釧路町光和５丁目３１番地 雇用 労災 健康 厚生 151,800 程度

01090- 1061831 144,900 8:30～17:00
2023/1/25 不問 ～

正社員以外・釧路市 釧路郡釧路町光和５丁目３１番地 雇用 労災 健康 厚生 151,800

01090- 1064431 154,560 8:50～17:50
2023/1/25 不問 ～

正社員以外・釧路市 釧路市末広町１０－１－６ 雇用 労災 健康 厚生 201,600

01090- 1065731 18 213,000 7:30～16:30
2023/1/25 ～ ～ 9:00～18:00

正社員・釧路市 釧路市黒金町１３丁目１番地の４ 雇用 労災 健康 厚生 59 243,000 11:30～20:30

01090- 1067631 18 209,000 7:00～16:00
2023/1/25 ～ ～ 9:00～18:00

正社員・釧路市 釧路市黒金町１３丁目１番地の４ 雇用 労災 健康 厚生 59 239,000 11:00～20:00

01090- 1068931 158,976 9:30～19:00
2023/1/25 不問 ～

正社員以外・釧路市 釧路市星が浦大通３丁目８番１８号 雇用 労災 健康 厚生 158,976

01090- 1069131 59 178,000 8:30～17:30
2023/1/25 以 ～

正社員・釧路市 釧路市星が浦大通３丁目８番１８号 雇用 労災 健康 厚生 下 240,000

01090- 1070831 18 209,000 7:00～16:00
2023/1/25 ～ ～ 9:00～18:00

正社員・釧路市 釧路市黒金町１３丁目１番地の４ 雇用 労災 健康 厚生 59 239,000 11:00～20:00

01090- 1072531 64 150,000 8:30～17:30
2023/1/25 以 ～

正社員・釧路市 釧路市入江町８番１９号 雇用 労災 健康 厚生 下 170,000

01090- 1075331 59 160,000 9:00～18:00
2023/1/25 以 ～ 9:00～17:00

正社員以外・釧路市 釧路市文苑２丁目１番１号 雇用 労災 健康 厚生 下 160,000

01090- 1078131 64 159,896 9:00～18:00
2023/1/25 以 ～ 9:30～18:30

正社員・釧路市 釧路市共栄大通１丁目２番１８号 雇用 労災 健康 厚生 下 200,000

01090- 1079031 40 159,896 9:00～18:00
2023/1/25 以 ～ 9:00～16:00

正社員・釧路市 釧路市愛国西２丁目５番２０号 雇用 労災 健康 厚生 下 200,000

13010- 8865731 59 220,000 8:30～17:30
2023/1/25 以 ～

正社員・釧路市 東京都文京区本郷１丁目１５－６ 雇用 労災 健康 厚生 下 243,000

01010- 3895831 35 181,490 8:50～17:10
2023/1/24 以 ～

正社員・釧路市 札幌市中央区北１３条西１７丁目１番３５号 雇用 労災 健康 厚生 下 322,890

01090- 1036031 59 170,000 8:50～17:50
2023/1/24 以 ～

正社員・釧路市 釧路市豊川町１０番２号 雇用 労災 健康 厚生 下 170,000

01090- 1037831 170,000 9:00～19:00
2023/1/24 不問 ～ 9:00～18:30

正社員・釧路市 釧路市文苑４丁目２番１６号 雇用 労災 健康 厚生 170,000

01090- 1038231 165,000 9:00～17:00
2023/1/24 不問 ～

正社員以外・釧路市 釧路市白樺台２丁目２番９号 雇用 労災 健康 厚生 165,000

01090- 1039531 59 180,000 8:00～18:00
2023/1/24 以 ～ 8:00～17:00

正社員・釧路町 釧路市松浦町１１－８ 雇用 労災 健康 厚生 下 300,000

不問
1
人

＊普通自動車運転
免許　必須(AT限定
可)

1
人

○歯科助手業務○器具の消毒・滅菌○治療の準
備○患者様の応対（患者様からお話を聞いていただ
きます）

企業連合事業協同組合 ミャンマー実習生管理業
務

○ミャンマー実習生現地管理業務受入企業にて実
習を行っているミャンマー人実習生を現地にて管理・
指導・サポート業務等。

＊普通自動車運転
免許　必須(AT限定
可)

◎地域児童の福祉に関する様々な問題や児童に
対する相談に対して必要な助言を行う。

※求人票参照

フクダ電子北海道販売　株式会社 営業（医療機関）（釧路
市）

○医療機関を訪問し、製品の提案、販売、納入後
のアフターフォローを行います。

釧路こども家庭支援セン
ター相談員

医療法人社団　石本歯科医院 正／歯科助手

ショールームスタッフ（水廻りリ
フォームショールーム）

○ショールームに来店されたお客様へ接客・商品説
明・販売を行い工事まで繋げていくというお仕事の流
れの受付やポップ作りやレジ対応です。

＊普通自動車運転
免許　必須(AT限定
可)

1
人

特定非営利活動法人　和　介護
事業部

正／世話人・生活支援員（ケア
ホームトーロ又はトキュウ）

◎ケアホームにおいて、身体障がい、知的障がい、
精神障がいの方への生活支援業務全般を行ってい
ただきます。

※求人票参照
2
人

特定非営利活動法人　和　障害
事業部

正／障がい者移行支援
サポートスタッフ

◎障がいのある方への就職（一般、Ａ型、Ｂ型就
労）のサポートをするお仕事です。※未経験者の方
も歓迎します！

＊普通自動車運転
免許　必須(AT限定
可)

1
人

正／総合事務員（新栄
町）

1
人

◎社会医療法人孝仁会特別養護老人ホームえぞ
りんどうの里の厨房で提供する食事の調理業務に
従事していただきます。

不問

＊栄養士必須＊管
理栄養士必須 1

人

＊普通自動車運転
免許　必須(AT限定
可)

1
人

＊普通自動車運転
免許　必須(AT限定
可)

くしろバス株式会社 不問

株式会社　東興電気工業

正／世話人・生活支援
員　（かん月えん）

パ／厨房スタッフ　遅番（えぞ
りんどうの里・音別）（請）

株式会社　カインド 正／事務・用務員 ○サービス付き高齢者向け住宅こまばの受付、請
求事務、サービス付き高齢者向け住宅こまばにおけ
る用務。●ほか郵便局・銀行廻り

正／栄養士又は管理栄養
士（セントラルキッチン）

〇献立作成〇食材の発注、検収〇電話対応〇セ
ントラルキッチンでの調理作業

準／受付事務員

○経理業務。会計ソフトを使用したデータ入力銀行
対応○事務業務。介護保険請求書作成。データ
入力○電話・来客対応

株式会社　ピッチ＆パッチ

ディカス株式会社

ディカス株式会社

株式会社サンエス・マネジメント・シ
ステムス

契／事務職 ◎一般事務業務○電話、メール対応、社内文書
作成、社内一般事務◎プロバイダ受付業務○電
話、メール対応、請求管理、会員管理業務

＊普通自動車運転
免許　あれば尚可
(AT限定可)

株式会社　福原　釧根地区本部 パ／加工販売員（食肉／
８：３０～）（武佐店）

◎食肉部門で商品加工、陳列等を行っていただき
ます。○精肉の加工、パック詰め。○商品の陳列、
補充。○売場、作業場の管理、清掃等。

2
人

株式会社　ピッチ＆パッチ 正／介護職員（よいしょ！
春採）

※求人票参照◇グループホーム入居者のお世話・支援全般。＊食
事・入浴・排泄等の介助。＊病院への送迎付き添
い。＊レクリエーションの企画及び開催等。

1
人

1
人

1
人

1
人

＊普通自動車運転
免許　あれば尚可
(AT限定可)

求
人
数

年
齢

賃金 就業時間

1
人

株式会社　福原　釧根地区本部 チェッカー係（愛国店）（８：
００～）

◎チェッカー（レジ）の業務全般を担当していただきま
す。○レジ業務全般。○商品だし補助作業も含み
ます。○カウンター業務もあります。

不問

事業所名
所在地

職種名
加入保険

仕事の内容 主な免許・資格

就業地：釧路市・釧路町

株式会社　ＬＥＯＣ （パ）調理補助（釧路市愛
国）

施設でお食事を提供するお仕事です。切込、調理
されたものの盛付、配膳、下膳、食器洗浄等の厨
房内業務全般を行っていただきます。

1
人

1
人

1
人

○定期券の発券及び市内路線バスの案内○バス
ツアー（野球観戦等）の受付○精算○電話応対

◎ケアホームにおいて、知的障がい、精神障がい、
身体障がいの方への生活支援業務全般。

株式会社　ピッチ＆パッチ

1
人

№1
令和5年1月27日

不問

※求人票参照

社会福祉法人　釧路まりも学園

丸什　本間建設　株式会社 正／造作大工 ◎当社において住宅の新築工事や改修工事の造
作大工として従事して頂きます。※現場移動に社
有車（軽トラック、バン等）を運転して頂きます。

＊普通自動車運転
免許　必須 1

人

 週刊 ほっと求人  フルタイム・季節 

 ・ 新着の求人情報を掲載しています。有効中のすべての求人はハローワークの求人検索パソコンで公開しています。 
 ・ すでに採用が決定して募集を終了している場合もありますので、ご了承ください。 
 ・ 応募にはハローワークの紹介状が必要となりますので、当所総合受付にお申し出ください。 
 ・ 詳細はお気軽にハローワークにお問い合わせください。   

つ る ま り 
ハローワークインターネットサービス 
 

かんたん求人検索 

（釧路管内の求人） 

ハローワークくしろの業務取扱時間のご案内
月曜日～金曜日　８：３０～１７：１５　（土日祝日、年末年始はお休みです。）



(金)
     ℡ (０１５４)４１－１２０１  部門コード４１＃

求人番号
受理年月日
形態・就業地

01090- 1042931 64 177,000 5:00～14:00
2023/1/24 以 ～ 8:30～17:30

正社員・釧路市 釧路市昭和中央６丁目２０番１号 雇用 労災 健康 厚生 下 187,000

01090- 1043131 170,000 7:00～16:00
2023/1/24 不問 ～ 9:00～18:00

正社員・釧路市 釧路市武佐３丁目１１番４号 雇用 労災 健康 厚生 190,000 13:00～22:00

01090- 1045831 235,850 7:00～16:00
2023/1/24 不問 ～ 9:00～18:00

正社員・釧路市 釧路市北大通１２丁目１番地４ 雇用 労災 健康 厚生 235,850 11:00～20:00

01090- 1047531 150,100 8:50～17:20
2023/1/24 不問 ～

正社員以外・釧路市 釧路市旭町１２－３　釧路市総合福祉センター内 雇用 労災 健康 厚生 150,100

01090- 1048431 64 180,000 8:50～17:20
2023/1/24 以 ～

正社員以外・釧路市 釧路市旭町１２－３　 雇用 労災 健康 厚生 下 190,000

01090- 1049731 195,000 12:30～18:00
2023/1/24 不問 ～ 9:00～18:00

正社員・釧路市 釧路市光陽町２３番６号 雇用 労災 健康 厚生 214,000

01201-  224831 40 185,000 9:00～18:00
2023/1/24 以 ～

正社員・釧路市 標津郡中標津町大通南１丁目４番地１ 雇用 労災 健康 厚生 下 185,000

01010- 3689231 18 215,000 8:40～17:30
2023/1/23 ～ ～

正社員・釧路市 札幌市西区発寒１６条１４丁目６番５０号 雇用 労災 健康 厚生 64 270,000

01090- 1011031 30 165,000 9:00～18:00
2023/1/23 以 ～ 9:00～12:30

正社員・釧路市 釧路市暁町３番９号 雇用 労災 健康 厚生 下 170,000

01090- 1012831 240,000 9:00～17:00
2023/1/23 不問 ～

正社員・釧路市 釧路市星が浦南２丁目５－５ 雇用 労災 健康 厚生 400,000

01090- 1013231 18 175,000 9:00～19:00
2023/1/23 ～ ～ 12:00～21:00

正社員・釧路市 釧路市城山１丁目４番１号 雇用 労災 健康 厚生 59 175,000 14:30～23:30

01090- 1017331 59 174,800 9:00～19:00
2023/1/23 以 ～ 9:30～18:30

正社員・釧路市 釧路市星が浦南２丁目７－９ 雇用 労災 健康 厚生 下 174,800

01090- 1019931 64 156,000 8:30～17:30
2023/1/23 以 ～ 10:30～19:30

正社員・釧路市 釧路市大楽毛２丁目２番 雇用 労災 健康 厚生 下 205,000

01090- 1021531 44 160,000 8:20～20:10
2023/1/23 以 ～ 8:20～18:00

正社員・釧路市 釧路市緑ケ岡２丁目６番２９号 雇用 労災 健康 厚生 下 160,000 8:20～12:50

01090- 1022431 64 115,000 9:00～17:00
2023/1/23 以 ～ 8:00～17:00

正社員以外・釧路町 釧路郡釧路町北見団地１丁目１４番地 雇用 労災 健康 厚生 下 191,360

01090- 1032331 64 300,000 7:30～17:30
2023/1/23 以 ～ 7:00～17:00

正社員以外・釧路市 釧路市材木町１５番１７号 雇用 労災 健康 厚生 下 350,000

01090- 1033631 150,100 8:50～17:20
2023/1/23 不問 ～

正社員以外・釧路市 釧路市旭町１２－３　 雇用 労災 健康 厚生 150,100

01090- 1034931 150,000 9:30～18:00
2023/1/23 不問 ～

正社員・釧路市 釧路市春採６丁目７番１号 雇用 労災 170,000

01230- 1708331 44 170,000 9:00～18:00
2023/1/23 以 ～

正社員・釧路市 ハローワークにお問い合わせ下さい 雇用 労災 健康 厚生 下 175,000

01230- 1712231 40 180,000 8:30～17:30
2023/1/23 以 ～

正社員・釧路市 札幌市豊平区西岡２条１丁目４番地 雇用 労災 健康 厚生 下 250,000

01010- 3622431 149,730 7:30～16:30
2023/1/20 不問 ～

正社員以外・釧路市 札幌市中央区北３条西４丁目１－１ 雇用 労災 健康 厚生 149,730

01090-  982431 35 153,000 8:00～17:00
2023/1/20 以 ～ 9:00～18:00

正社員・釧路市 釧路市末広町７丁目２番地 雇用 労災 健康 厚生 下 208,020

医療事務員（釧路市春
採／調剤薬局）

※求人票参照
1
人

社会福祉法人　釧路市社会福祉
協議会

嘱／就労相談業務兼事
務職

〇釧路市福祉人材バンク業務及び社協事業運営
事務補助業務。その他、釧路市社会福祉協議会
の運営に関する事務補助業務。

＊普通自動車運転
免許　必須(AT限定
可)

1
人

1
人

金森商船株式会社釧路出張所 正／事務・自社ビル及び
貸地管理スタッフ

◎自社ビル管理業務。パソコン入力を使用したテナ
ントの家賃・電気料の計算。来客及び電話応対、
ビル開閉準備、蛍光管等の消耗品の交換等。

※求人票参照
1
人

ＭＥＲＲＹ　ＭＩＬＫ（ＤＯＧ　ＳＡＬＯ
Ｎ　ＭＥＲＲＹ　ＭＩＬＫ）

正／トリマー 接客トリミング作業全般ホテル宿泊中のわんちゃんの
お世話掃除カルテ整理

＊トリマー必須

処方箋の受付、レセプト、調剤補助、電話対応等
の医療事務業務全般を行っていただきます。

不問

◎昆布の選別・袋詰作業を行っていただきます。○
カットされた昆布を袋詰めして決められた個数を箱詰
めしていきます。

1
人

三和薬品株式会社　おたのしけ調
剤薬局

正／薬局事務

不問

有限会社　タナカ 正／事務兼調剤助手
2
人

2
人

◎薬局での調剤助手等の業務を行っていただきま
す。〇薬剤師の調剤助手。〇コンピューターへの入
力作業。〇その他、事務業務等。

＊普通自動車運転
免許　必須(AT限定
可)

正／船長及び一般土木
作業員

◎引船の操船（業務割合は１割程度）沖に魚礁等
の沈設の際の台船の引船操縦）◎一般土木作業
河川・道路・上下水道などの土木工事作業

株式会社　ニチイ学館　釧路支店 正／看護職員（有料老
人ホーム）（星が浦）

○看護付有料老人ホームにおける看護業務。○健
康管理全般を業務とし体調の確認、服薬管理、訪
問診療の立ち会い、受診の付き添い等。

＊看護師必須

1
人

＊保険契約等に関わる手続き業務です。・システム
へのデーター入力・書類チェック、整理・電話、来客
対応等

正／自動車販売員（星が
浦店）

◎大型トラックによる鮮魚等の配送業務〇積み下
ろし作業あります。〇本州方面への長距離配送で
す。〇道内の配送もあります。

＊普通自動車運転
免許　必須(AT限定
可)

2
人

北海道メディカル株式会社 正／商品の管理業務・事
務

株式会社　ファルコンＬＴＤ

一般社団法人　ｋｉｋｋｅｒ　児童デイ
サービス　Ｓｐｅｎｔｅ

正／児童指導員（放課
後デイサービス）

1
人

株式会社山田物産 準／昆布袋詰作業員

○入院患者様への食事提供業務に伴う食材発
注・検品、業務書類作成等＊給食経験者は別途
優遇あり＊勤務時間、日数相談可

◎顧客データ処理、商品納品・発注等に係る諸手
続きの業務○商品の発送業務○入荷商品の整
理・倉庫内の整理○商品管理入力業務等

＊普通自動車運転
免許　必須(AT限定
可)

1
人

1
人

※求人票参照

高齢者施設での入居者・デイサービス利用者への
食事提供業務全般（５５～６０名程度）献立の作
成、発注、在庫管理

＊栄養士必須

◎障がいを持つ未就学児や小学生～高校生までの
児童へ遊びや活動を通しての支援全般。○学校や
自宅までの送迎業務を行っていただきます。

●受付業務、事務処理業務、電話対応業務、館
内案内業務、キッズ担当業務、送迎（バス又はワゴ
ン車）業務※研修制度あり。

＊普通自動車運転
免許　必須(AT限定
可)

1
人

※求人票参照日本仮設　株式会社

日清医療食品　株式会社　北海
道支店

配送・倉庫内商品管理及びレン
タル商品の整備・検品（釧路市）

不問

マルタカ運輸株式会社

＊普通自動車運転
免許　必須(AT限定
可)

1
人

社会福祉法人　釧路市社会福祉
協議会

常／居宅介護支援事業所職
員（介護支援専門員）阿寒

◎居宅介護支援業務に係わる介護支援専門（ケ
アマネジャー）業務全般

※求人票参照

北新自動車　株式会社 ルート配送（釧路市鳥取
大通）

＊普通自動車運転
免許　必須(AT限定
可)

1
人

・配送当社取扱い商品を管内の取引先に配達及
び仕入先よりの引き取り・倉庫内業務当社取扱い
商品の入出庫管理と倉庫内整理整頓等。

＊普通自動車運転
免許　必須(AT限定
可)

年
齢

○ガソリンスタンドへの自動車用品のルート配送、商
品の案内等営業補助業務、ＳＳ在庫状況の確
認、売上入力等の書類作成を行って頂きます。

社会福祉法人　釧路市社会福祉
協議会

こども発達支援事業指導
員及び事務職員

○心とからだの発達に気がかりのある在宅の子どもと
保護者を対象に、集団遊びや保護者同士の交流
の場の提供を行う指導員業務です。

葵建設　株式会社

（パ）事務員（釧路市／市
立釧路総合病院）

株式会社ライフクリエーション 営業事務（釧路市）

1
人

※求人票参照

○薬局受付業務。○会計業務。○調剤助手業
務。○クスリのお届け業務。○事務室・待合室等の
清掃業務。※パソコンキーボードの打てる方。

1
人

令和5年1月27日
№2

事業所名
所在地

職種名
加入保険

仕事の内容 主な免許・資格

1
人

2
人

正／大型運転手

○来店されたお客様への接客・オンラインシステムを
利用した、お客様への接客・ホームページの更新、
広告媒体への掲載・契約書等書類作成等

＊普通自動車運転
免許　必須 1

人

株式会社　釧路スイミングクラブ・ア
クアトピア

正／事務

1
人

賃金 就業時間
求
人
数

1
人

有限会社カネス 正／栄養士（歩歩はす
か）

合同会社　ぽんてりか 正／生活支援員 ◎相談支援・日常生活支援・通院同行・行事レク
リエーション企画・調理（入居者様への食事調理）・
必要に応じて買い物同行をお願いします

※求人票参照

 週刊 ほっと求人  フルタイム・季節 

ハローワークくしろの業務取扱時間のご案内
月曜日～金曜日　８：３０～１７：１５　（土日祝日、年末年始はお休みです。）



(金)
     ℡ (０１５４)４１－１２０１  部門コード４１＃

求人番号
受理年月日
形態・就業地

01090-  983731 138,000 9:00～17:15
2023/1/20 不問 ～

正社員以外・釧路市 釧路市昭和１９０番１３０ 雇用 労災 健康 厚生 144,900

01090-  985631 164,410 9:00～17:30
2023/1/20 不問 ～

正社員以外・釧路市 釧路市双葉町１７－１０ 雇用 労災 健康 厚生 172,565

01090-  986931 30 160,000 8:00～17:00
2023/1/20 以 ～

正社員・釧路町 釧路郡釧路町桂４丁目９番地２ 雇用 労災 健康 厚生 下 195,000

01090-  990431 40 170,000 8:30～17:30
2023/1/20 以 ～ 9:00～18:00

正社員・釧路市 ハローワークにお問い合わせ下さい 雇用 労災 健康 厚生 下 170,000 9:30～18:30

01090-  997831 64 220,000 9:00～18:00
2023/1/20 以 ～ 9:30～19:00

正社員・釧路市 釧路市桜ケ岡２丁目６番１０号 下 280,000 9:00～16:30

01090-  998231 64 180,000 9:00～17:00
2023/1/20 以 ～

正社員・釧路市 釧路市北大通１２丁目１－５ 雇用 労災 健康 厚生 下 240,000

01090-  999531 150,100 8:30～17:00
2023/1/20 不問 ～

正社員以外・釧路市 釧路市春湖台１番１２号 雇用 労災 健康 厚生 154,600

01090- 1000631 64 250,000 7:00～17:00
2023/1/20 以 ～

正社員・釧路市 ハローワークにお問い合わせ下さい 雇用 労災 健康 厚生 下 270,000

01090- 1001931 64 200,000 6:30～15:30
2023/1/20 以 ～

正社員・釧路市 ハローワークにお問い合わせ下さい 雇用 労災 健康 厚生 下 250,000

01090- 1002131 59 205,000 8:30～17:30
2023/1/20 以 ～

正社員・釧路市 釧路市星が浦大通３丁目８番３号 雇用 労災 健康 厚生 下 280,000

01040- 1034731 39 170,000 9:30～19:00
2023/1/20 以 ～

正社員・釧路市 帯広市西２２条南３丁目２１－９ 雇用 労災 健康 厚生 下 170,000

01040- 1035331 220,000 8:30～21:00
2023/1/20 不問 ～ の間の8時間

正社員・釧路町 河西郡芽室町東４条１丁目８－２ 雇用 労災 健康 厚生 220,000 程度

01230- 1587031 35 190,000 8:45～17:45
2023/1/20 以 ～ 11:00～20:00

正社員・釧路町 札幌市白石区菊水３条３丁目１番２８号 雇用 労災 健康 厚生 下 190,000 12:10～21:10

01190-  736931 59 201,200 9:30～18:30
2023/1/20 以 ～

正社員・釧路市 苫小牧市明野新町１丁目２－２３ 雇用 労災 健康 厚生 下 243,100

01090-  962131 150,100 8:50～17:20
2023/1/19 不問 ～

正社員以外・釧路市 釧路市旭町１２－３　 雇用 労災 健康 厚生 150,100

01090-  963031 64 180,000 8:50～17:20
2023/1/19 以 ～

正社員以外・釧路市 釧路市旭町１２－３　 雇用 労災 健康 厚生 下 190,000

01090-  966531 45 189,300 8:30～17:00
2023/1/19 以 ～ 7:00～15:30

正社員・釧路市 釧路市春湖台１番１２号 雇用 労災 健康 厚生 下 200,700

01090-  967431 33 190,000 8:30～17:00
2023/1/19 以 ～

正社員・釧路市 釧路市鳥取大通５－１６－１４ 雇用 労災 健康 厚生 下 250,000

01090-  969331 59 209,000 10:30～18:00
2023/1/19 以 ～ 9:00～18:00

正社員・釧路市 釧路市昭和中央６丁目３０－２１ 雇用 労災 健康 厚生 下 300,000

01090-  970131 59 211,000 9:00～17:30
2023/1/19 以 ～

正社員・釧路市 釧路市黒金町１３丁目１番地の４ 雇用 労災 健康 厚生 下 241,000

01090-  972831 59 200,000 8:00～17:30
2023/1/19 以 ～

正社員・釧路町 釧路郡釧路町曙１丁目１番地２０ 雇用 労災 健康 厚生 下 250,000

01090-  976731 59 211,500 8:30～18:00
2023/1/19 以 ～ の間の8時間

正社員・釧路市 釧路市昭和中央５丁目２９番２０号 雇用 労災 健康 厚生 下 226,500 程度

合同会社　笑家くしろ 正／訪問介護員 ○身体介助業務及び生活援助等の訪問介護サー
ビス提供。○訪問時は自家用車を使用して頂きま
す。

＊普通免許　必須
(AT限定可)＊ホーム
ヘルパー２級必須

1
人

＊普通自動車運転
免許　必須(AT限定
可)

1
人

○来客電話応対、求人関係。○健康診断手続、
備品管理。○雇用保険、社会保険手続き。○事
業所、官公庁等外回り。○給与計算等経理補助
等

エスフーズ北海道　株式会社　釧
路支店

配送営業 担当する地域内のお客様に、商品（食肉・加工品
等）をお届けしながら商品提案などを行って頂きま
す。

＊普通自動車運転
免許　必須 1

人

市立釧路総合病院 正／臨床工学技士 臨床工学技士業務全般※随時採用予定

株式会社　ピッチ＆パッチ 正／総務事務職員

合同会社　べねふぃっと 正／指導員（放課後デイ
サービス）

◎特別な支援や、療育を必要とする高校生までの
遊びや日常生活のサポート、発達に合わせ支援して
いく為の計画の作成、送迎業務。

旭ゴム工業　株式会社

＊臨床工学技士必
須

正／技術スタッフ

◎居宅介護支援業務に係わる介護支援専門（ケ
アマネジャー）業務全般

※求人票参照

株式会社　苫小牧イエローハット カー用品販売員【釧路
星が浦店】

◆イエローハット星が浦店にて主に販売業務全般に
従事します・車内小物などの接客販売・作業受付・
商品陳列等の売り場管理・レジ業務等

アクセサリー等の接客販売
スタッフ（釧路郡釧路町）

○アクセサリー・貴金属・宝飾品等の接客販売及び
付帯する陳列・商品管理・レジ業務・清掃業務を
行っていただきます。

不問

釧路市高齢者世話付住
宅生活援助員（望洋）

◎望洋ふれあい交流センター隣接の高齢者世話付
住宅の緊急通報システムの管理と生活援助。

不問

1
人

1
人

1
人

○お客様の接客・相談及び補聴器の調整。○外
出が困難なお客様宅への訪問による相談・調整。
○顧客管理・在庫管理その他の諸業務。

※求人票参照

1
人

1
人

株式会社　サクマ　釧路補聴器セ
ンター

正／補聴器相談販売員

◎標茶・弟子屈・中標津方面のスーパーへ米の配
送業務◎中標津方面の会社への商業雑貨配達
※手おろし作業あり。

＊大型自動車免許
必須 1

人

社会福祉法人　釧路市社会福祉
協議会

株式会社　ほしの　「アクセサリー
ＰｅＰｅ」

正／食料品の調理・販売 ○厨房にて、おにぎり作り・弁当盛付・総菜調理
等。○店頭にて、おにぎり・土産物等の接客販売。

＊普通自動車運転
免許　あれば尚可
(AT限定可)

＊普通自動車運転
免許　必須(AT限定
可)

社会福祉法人　釧路市社会福祉
協議会

常／居宅介護支援事業所職
員（介護支援専門員）旭町

市立釧路総合病院 事務補助（看護部　会計
年度任用職員）

◎院内の病棟などにおいて、看護師の指示のもと、
データ入力、書類作成、入退院時の手続補助等、
診療に係る周辺事務を行う事務補助業務です。

不問

株式会社　丸水　水澤金物店 正／一般事務 ◎当社にて一般事務の業務を行っていただきます。
○仕入れ管理・勤怠管理業務。○パソコン入力。
○来客対応・電話応対等。

＊普通自動車運転
免許　必須(AT限定
可)

社会福祉法人　釧路のぞみ協会
自立センター

パ／障がい者支援員・生
活支援員

◎障害のある方が自立できるように就業面と生活面
のサポートを行います。

1
人

正／医療事務員（豊川
町）

○来客者の対応、電話応対等。〇処方箋（レセプ
ト）のＰＣ入力、出力書類の処理等。○調剤助手、
お薬の用意等。〇その他の付随業務。

不問

ひらい歯科クリニック　院長　平井
尚哉

正／歯科衛生士 ○スケーリング、ＳＲＰやＳＰＴといった口腔衛生管
理。○居宅療養管理指導等の口腔健康管理。○
受付不在の際の受付業務。

※求人票参照

正／トラック運転手

ｍａｎｍａｖｉｌｌａｇｅ合同会社 キッチン・ホールスタッフ／
正社員（釧路）

※求人票参照

＊普通自動車運転
免許　必須(AT限定
可)

1
人

1
人

医療法人　豊慈会 販売員パート ◎当法人の病院及び同一敷地内の老健施設内
売店にて、販売員として従事して頂きます。○物品
の販売・レジ打ち・品出し、発注、接客等

＊普通自動車免許
（通勤用） 1

人

自動車塗装工

○開店準備、仕込み、ホール、キッチン業務全般○
閉店作業、レジ上げ、清掃○接客、配膳、電話応
対○買い出し、仕入れ○販促活動

有限会社　ボデーサービス　トリイ ○事故車（小・中型）の修理に関わる塗装業務下
地処理、吹き付け、ボディコーティング、サビ止め等
○納車、引き取り業務○洗車業務等

◎コンベヤベルトの設置業務です。○客先の工場等
に出向きコンベヤベルトのジョイント加工をおこないま
す。

2
人

1
人

株式会社　ニュー花嫁センター 衣裳コーディネーター／正
社員（釧路）

＊中型自動車免許
必須＊（ＡＴ限定不
可）

1
人

＊普通自動車運転
免許　必須(AT限定
可)

※求人票参照
2
人

○婚礼のドレス、和装、タキシード、紋服等の衣裳
コーディネーターを担当していただきます。

＊普通免許　必須
＊中型免許あれば尚
可

1
人

2
人

1
人

3
人

1
人

令和5年1月27日
№3

事業所名
所在地

職種名
加入保険

仕事の内容 主な免許・資格
年
齢

賃金 就業時間
求
人
数

 週刊 ほっと求人  フルタイム・季節 

ハローワークくしろの業務取扱時間のご案内
月曜日～金曜日　８：３０～１７：１５　（土日祝日、年末年始はお休みです。）



(金)
     ℡ (０１５４)４１－１２０１  部門コード４１＃

求人番号
受理年月日
形態・就業地

01090-  981531 59 205,000 8:30～17:30
2023/1/19 以 ～

正社員・釧路市 釧路市星が浦大通３丁目８番３号 雇用 労災 健康 厚生 下 280,000

01090- 1035131 35 160,000 9:00～18:00
2023/1/24 以 ～

正社員・釧路市 釧路市星が浦南１丁目１番２号 雇用 労災 健康 厚生 下 200,000

01090- 1024331 40 202,000 8:30～17:30
2023/1/23 以 ～

正社員・釧路市 ハローワークにお問い合わせ下さい 雇用 労災 健康 厚生 下 219,100

01090- 1056431 25 169,800 8:30～17:15
2023/1/25 ～ ～

正社員・厚岸町 厚岸郡厚岸町真栄３丁目１番地 公災 40 384,400

01090- 1057731 40 154,600 8:30～17:15
2023/1/25 以 ～

正社員・厚岸町 厚岸郡厚岸町真栄３丁目１番地 公災 下 384,400

01090- 1062231 18 230,000 7:00～14:00
2023/1/25 ～ ～ 14:00～22:00

正社員・白糠町 白糠郡白糠町工業団地３丁目３番地１ 雇用 労災 健康 厚生 59 250,000 22:00～7:00

01090- 1063531 220,000 8:00～17:00
2023/1/25 不問 ～

正社員・白糠町 ハローワークにお問い合わせ下さい 雇用 労災 健康 厚生 220,000

01090- 1066331 59 210,000 7:30～17:00
2023/1/25 以 ～

正社員・白糠町 白糠郡白糠町東１条北１１丁目１番地 雇用 労災 健康 厚生 下 237,000

01030- 1361331 59 160,000 8:00～17:20
2023/1/24 以 ～

正社員・鶴居村 旭川市パルプ町５０５番地の１ 雇用 労災 健康 厚生 下 222,000

01090- 1041631 151,916 8:00～16:00
2023/1/24 不問 ～ 9:00～17:00

正社員以外・標茶町 川上郡標茶町字熊牛原野１５線東１番地３ 雇用 労災 健康 厚生 165,272 11:00～19:00

01090- 1026931 154,600 8:30～17:15
2023/1/23 不問 ～

正社員以外・厚岸町 厚岸郡厚岸町真栄３丁目１番地 雇用 労災 厚生 182,800

01090- 1027131 154,600 8:30～17:15
2023/1/23 不問 ～ 9:15～18:00

正社員以外・厚岸町 厚岸郡厚岸町真栄３丁目１番地 雇用 労災 厚生 210,600

01090- 1028031 210,500 7:45～16:30
2023/1/23 不問 ～ 8:00～16:45

正社員以外・厚岸町 厚岸郡厚岸町真栄３丁目１番地 雇用 労災 厚生 248,100

01090- 1029831 235,400 8:30～17:15
2023/1/23 不問 ～

正社員以外・厚岸町 厚岸郡厚岸町真栄３丁目１番地 雇用 公災 厚生 263,400

01090-  989831 154,600 8:30～17:15
2023/1/20 不問 ～ 7:30～16:15

正社員以外・厚岸町 厚岸郡厚岸町真栄３丁目１番地 雇用 労災 厚生 182,800 9:30～18:15

01040- 1047031 184,500 8:00～16:45
2023/1/23 不問 ～
有期雇用派遣労働者・白糠町 帯広市西１９条南３丁目４番地１２ 雇用 労災 健康 厚生 184,500

01040- 1048831 161,437 8:00～16:45
2023/1/23 不問 ～
有期雇用派遣労働者・白糠町 帯広市西１９条南３丁目４番地１２ 雇用 労災 健康 厚生 161,437

01090-  965231 140,400 8:00～16:30
2023/1/19 不問 ～
正社員以外・弟子屈町 川上郡弟子屈町中央２丁目３番１号 雇用 労災 健康 厚生 145,400

01090-  980231 30 167,100 8:30～17:15
2023/1/19 以 ～

正社員・浜中町 厚岸郡浜中町霧多布東３条１丁目 雇用 労災 健康 厚生 下 213,200

1
人

有限会社　ボデーサービス　トリイ 自動車板金工 ○事故車（小・中型）の修理に関わる板金業務○
納車、引き取り業務○洗車業務○その他付随業
務全般

＊中型自動車免許
必須＊（ＡＴ限定不
可）

1
人

大陸建設株式会社 正／プログラマー見習い 〇業務用ソフトウェアの開発及び保守。〇社内ＰＣ
の管理、メンテナンス。※お客様のところへ訪問する
ため、社有車の運転有り。

＊普通自動車運転
免許　必須(AT限定
可)

社会福祉法人　浜中町社会福祉
協議会

正／総合職 ◎法人運営事務（総務・人事・経理）、福祉事業
などの業務全般・福祉団体（老人クラブ、障がい者
の会など）運営業務

※求人票参照
1
人

＊保育士必須
7
人

（派）水産加工／白糠町

株式会社　ブラステック　帯広営業
所

（派）海産物の入出庫作
業／白糠町

株式会社　ブラステック　帯広営業
所

○製品の荷ほどき・積荷作業○冷凍製品の入出
庫作業○冷凍製品の在庫管理

不問
2
人

1
人

正／排水・水槽メンテナン
ススタッフ

○ビル・マンション・住宅等のパイプ及び槽等のメンテ
ナンス業務。○ビル・マンションの水槽の清掃業務。
○排水マスの清掃業務等。

＊普通免許　必須
＊中型免許あれば尚
可

弟子屈町役場 調理員（弟子屈町美里） ◎弟子屈町学校給食センターにて、調理業務に従
事していただきます。○町内の小学校、中学校の給
食の調理。○その他付随する調理業務全般。

令和5年1月27日
№4

事業所名
所在地

職種名
加入保険

仕事の内容 主な免許・資格
年
齢

賃金 就業時間
求
人
数

厚岸町役場 保育士（Ａ）（会計年度任
用職員）

◎町立認可保育所（しんりゅう保育所またはあっけし
保育所）または太田へき地保育所での保育業務

厚岸町役場 土木作業員（会計年度
任用職員）（宮園）

◎町道に係る道路・側溝の維持補修作業、除雪
作業業務など

＊普通運転免許　必
須＊大型免許必須＊
大型特殊免許必須

7
人

◎町立児童館（友遊児童館または子夢希児童館）
での児童クラブ指導業務など

※求人票参照

1
人

5
人

＊普通免許　必須
＊大型特殊免許必
須

13
人

正／大型トラックドライ
バー

◎大型トラックの運搬、積み込みを行います。○主
に牛枝肉、動物性ざんさを積み込みし運搬。※運
搬先は面接時に説明します。

＊大型自動車免許
必須＊フォークリフト
運転技能者あれば尚
可

1
人

厚岸町役場 放課後児童支援員・支援補
助員（会計年度任用職員）

＊保育士必須厚岸町役場 子育て相談員（会計年度
任用職員） 1

人

◎厚岸町子育て支援センターでの子育て相談業務
など

正／溶接工・溶接見習
工

有限会社　丸洋イサゴ運輸

＊普通免許　必須(AT
限定可)＊一級建築士
必須＊二級建築士必
須

1
人

＊普通自動車免許
（通勤用）

雪印メグミルク株式会社　磯分内
工場

乳製品品質監査 ○微生物の検査判定業務○成分（水分、塩分、
脂肪分等）の検査○生乳受入検査○製品風味検
査

＊フォークリフト運転
技能者あれば尚可 1

人

※求人票参照

＊普通自動車運転
免許　必須

○鋼材の鉄骨製作の溶接の工場内現場作業。○
工場内の鉄加工全般及び現場での納め作業。 1

人

1
人

◎建築に関する業務全般○建築物の設計・工事、
確認申請の進達○住宅施策・建築防災、その他
建築に関する業務など

（鶴居村）製紙原料用木材
チップ製造工【正社員】

株式会社　ニチモク林産北海道 ■製紙用木材チッププラントの操作・運転・整備、そ
の他付帯する原料丸太の積み下ろし搬入業務に従
事していただきます。

株式会社　神戸物産　白糠バイオ
マス発電所

発電事業 〇発配電の操業監視〇各部点検・試験・パトロー
ル〇純水装置再生作業〇トラブル時の対応・報告
書作成〇発電所計測機器の点検等

厚岸町役場 牧場作業員（会計年度任用
職員）（厚岸町営牧場）

◎町営牧場における育成牛の管理、牧草収穫作
業など

正／測量士又は測量士
補

厚岸町役場
2
人

＊普通免許　必須
(AT限定可)＊測量
士必須＊測量士補
必須

就業地：管内その他の町村

厚岸町役場 正／建築士

○タコの選別、ゆでタコ加工、タコワサ製造○イクラ
のゴミ取り選別と味付け加工○しめサバの味付けと
骨取り

不問
5
人

＊調理師あれば尚可
2
人

◎用地・地籍に関する行政業務全般○公共施設
等用地の調査・確定に関する業務

 週刊 ほっと求人  フルタイム・季節 

ハローワークくしろの業務取扱時間のご案内
月曜日～金曜日　８：３０～１７：１５　（土日祝日、年末年始はお休みです。）


