
(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- 3950231 20 950 10:00～16:00
2023/1/25 以 ～ 16:00～22:00
正社員以外・釧路市 札幌市西区発寒１２条４丁目８番２２号ー１０３ 労災 上 950

01010- 4027531 920 8:00～13:00
2023/1/25 不問 ～ 17:30～21:30
正社員以外・釧路市 札幌市西区発寒８条１１丁目２－４３ 労災 1,150

01090- 1051131 1,000 11:00～17:00
2023/1/25 不問 ～
正社員以外・釧路市 釧路市昭和中央４丁目１８－１ 労災 1,000

01090- 1052031 920 9:00～21:00
2023/1/25 不問 ～ の間の5時間
正社員以外・釧路市 釧路市昭和中央４丁目１８－１ 労災 920 程度

01090- 1053831 1,020 7:00～12:00
2023/1/25 不問 ～ 17:00～22:00
正社員以外・釧路市 釧路市昭和中央４丁目１８－１ 労災 1,120

01090- 1054231 1,020 7:00～12:00
2023/1/25 不問 ～ 8:30～13:30
正社員以外・釧路市 釧路市昭和中央４丁目１８－１ 労災 1,020 13:00～18:00

01090- 1055531 950 8:30～18:00
2023/1/25 不問 ～ の間の5時間
正社員以外・釧路市 釧路市昭和中央４丁目１８－１ 労災 950 程度

01090- 1058331 920 15:00～20:00
2023/1/25 不問 ～ 16:00～20:00
正社員以外・釧路市 釧路市昭和中央５丁目１－１１ 労災 940 18:00～20:00

01090- 1060031 920 8:30～12:30
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 労災 920

01090- 1077931 18 581 17:00～9:00
2023/1/25 以 ～ 12:30～9:00
正社員以外・釧路市 釧路市治水町３番５号 雇用 労災 健康 厚生 上 581 9:00～8:59

13040-13047331 59 960 9:00～14:00
2023/1/25 以 ～ 12:00～18:00
正社員以外・釧路市 東京都港区港南２－１８－１ 労災 下 1,200 18:00～2:00

01010- 3762631 920 8:00～11:30
2023/1/23 不問 ～ 7:30～11:00
正社員以外・釧路市 札幌市中央区北５条西１２丁目２番地 労災 920

01030- 1318431 1,150 6:00～8:00
2023/1/20 不問 ～ 6:00～7:30
正社員以外・釧路町 旭川市６条通８丁目３６－２５ 労災 1,200

01090- 1040331 2,500 9:00～17:00
2023/1/24 不問 ～
正社員以外・釧路市 ハローワークにお問い合わせ下さい 雇用 労災 2,500

01090- 1044031 950 7:00～12:00
2023/1/24 不問 ～ 14:00～18:00
正社員以外・釧路市 釧路市武佐３丁目１１番４号 労災 950 15:00～19:00

01090- 1046231 920 8:00～21:00
2023/1/24 不問 ～ の間の5時間
正社員以外・釧路市 釧路市春採７丁目９番７号 労災 1,400 程度

01090- 1006531 1,000 9:00～14:00
2023/1/23 不問 ～
正社員以外・釧路市 釧路市宮本１丁目２番４号 雇用 労災 1,000

01090- 1008731 987 10:15～17:15
2023/1/23 不問 ～
正社員以外・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 987

01090- 1016731 1,119 9:00～16:00
2023/1/23 不問 ～
正社員以外・釧路市 釧路市浦見２丁目２番５４号 雇用 公災 1,119

北海道　釧路総合振興局 事務補助員（課税課）
（会計年度任用職員）

〇課税課執務室内で職員の補助業務を行ってい
ただきます。〇パソコンへのデータ入力、書類整理等
を行っていただきます。

不問
1
人

釧路土地家屋調査士会 パ／事務員 ○日常取引伝票入力（ＰＣ使用）○会員管理（Ｐ
Ｃ使用）○文書整理・ファイリング○来客・電話応
対○銀行振り込み・記帳等

不問
1
人

事務職員（総務関係） ○来校者・電話等受付業務。○文書、資料等の
作成業務。○関係教員や関係機関との連絡調整
業務等。

不問
1
人

合同会社　ぽんてりか パ／介護職員 ○移乗・食事・入浴・排泄など日常生活の介助○
介護記録の作成＊レクレーションの開催＊買い物
代行・食材の買い出し

※求人票参照
2
人

社会福祉法人　釧路創生会
本部事務局

パ／介護員（老健たいよ
う）

○食事介助・入浴介助・排泄介助等の業務○施
設行事等業務（レクリエーション他）

※求人票参照
3
人

キョウワプロテック　株式会社　旭
川事業所

（釧路）食器洗浄業務
※４月３日よりスタート

＊自衛隊内食堂での食器洗浄業務となります・食
器の入ったカゴの上げ下ろし作業・おぼんや湯呑、
コップの手洗い等作業等。

不問
1
人

パ／診療放射線技師又は臨
床検査技師（エコーのみ）

○当院において医師の指導・監督のもとに、腹部エ
コーを行う仕事を行っていただきます。

＊臨床検査技師
必須＊診療放射
線技師必須

1
人

株式会社　ココスジャパン 接客係または調理係　釧
路店

接客係お客様の案内、オーダー、料理提供、レジ、
デザート作成、後片付け、清掃調理係調理全般、
食器洗浄、食材の管理、運搬、清掃

不問
5
人

株式会社　スリーエスメンテナンス 清掃スタッフ（釧路市） 事業所・施設内の日常清掃業務＊６０歳以上の
方の応募歓迎

不問
1
人

株式会社　福原　釧根地区本
部

加工販売員（食肉・武佐
店）（８：３０～）

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

不問
1
人

社会医療法人　道東勤労者医
療協会

守衛（高齢者住宅すずら
ん）（治水町）

◎高齢者住宅の休日または夜間守衛業務・巡視・
マスターキー入館簿の管理・朝夕刊の振分け・施
錠、開錠、出入り管理・入居者呼び出し対応等

不問
1
人

イオン北海道株式会社　イオン
釧路昭和店

パ／ネットスーパー係 ○ネットスーパーで承った注文の商品を売場からピッ
キングし、配送用の箱に詰める作業を行っていただき
ます。○パソコン操作業務

不問
3
人

株式会社　西松屋チェーン　釧
路昭和店

ベビー用品・子供服の販
売

◎「西松屋チェーン釧路昭和店」にて店舗作業全
般を行っていただきます○レジ作業・商品の品出し・
商品管理・清掃等

不問
1
人

イオン北海道株式会社　イオン
釧路昭和店

パ／食品（水産・惣菜） ○水産…水産物の加工、パック詰め、値付け、品
出し、売り場管理○惣菜…すし、惣菜製造、パック
詰め、値付け、品出し、売り場管理

不問
2
人

イオン北海道株式会社　イオン
釧路昭和店

パ／デリカ（惣菜・すし） ○すし製造パック詰め・値札付け・陳列作業○惣
菜（揚げ物・焼き鳥など）の製造パック詰め・値札付
け・陳列作業

不問
3
人

イオン北海道株式会社　イオン
釧路昭和店

食品レジ係 ○食品レジ応対（お客様応対）○レジ操作、サッ
カー台の手拭き交換、テープ交換、お客様用ダン
ボール補充等。

不問
3
人

イオン北海道株式会社　イオン
釧路昭和店

サイクルコーナー ○サイクルコーナーでの接客販売○レジ操作○簡
単な整備

不問
2
人

就業地：釧路市・釧路町

3
人

令和5年1月27日
№1

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

ＵＮＩＴＥＱ　株式会社 ベガスベガス釧路店・日
常清掃（釧路市）

遊戯施設店舗内清掃全般のお仕事をお願いしま
す。【掃き掃除、拭き掃除、トイレ清掃、ゴミ回収な
ど】

不問

株式会社　北海道サンジェルマン パンの製造販売（釧路市
文苑）

○パンの陳列業務、オーブン焼成業務○面台業
務：パンの成形・仕込み＊慣れてきましたら、店長代
行業務を任せます。

賃金 就業時間
求
人
数

不問
2
人

 週刊 ほっと求人   パートタイム 

 ・ 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- 1018631 920 7:00～14:00
2023/1/23 不問 ～ 9:00～15:00
正社員以外・釧路市 釧路市文苑１丁目５９番１４号 労災 920

01090- 1023731 920 7:30～10:15
2023/1/23 不問 ～
正社員以外・釧路市 釧路市共栄大通６丁目１番４号 労災 920

01090-  988031 1,000 11:30～17:15
2023/1/20 不問 ～
正社員以外・釧路市 ハローワークにお問い合わせ下さい 雇用 労災 1,000

01090-  994931 1,200 8:00～17:00
2023/1/20 不問 ～ の間の6時間
正社員以外・釧路市 釧路市愛国東２丁目１２番１号 雇用 労災 1,500 程度

01090-  995131 1,100 9:00～15:00
2023/1/20 不問 ～
正社員以外・釧路市 釧路市愛国東２丁目１２番１号 雇用 労災 1,100

01090-  996031 920 6:00～10:30
2023/1/20 不問 ～ 12:00～17:00
正社員以外・釧路市 釧路市鳥取大通３丁目１２番２６号 労災 930 17:00～21:00

01040- 1036631 920 9:00～14:00
2023/1/20 不問 ～ 10:00～15:00
正社員以外・釧路町 河西郡芽室町東４条１丁目８－２ 労災 1,000

04010- 5331431 960 9:20～20:10
2023/1/20 不問 ～ の間の5時間
正社員以外・釧路市 宮城県名取市上余田字千刈田３０８ 労災 960 以上

04010- 5336131 960 9:20～20:10
2023/1/20 不問 ～ の間の4時間
正社員以外・釧路市 宮城県名取市上余田字千刈田３０８ 労災 960 以上

13010- 7615631 930 8:30～21:20
2023/1/20 不問 ～ の間の7時間
正社員以外・釧路市 東京都中央区新川１丁目２３番５号 労災 950 程度

01090-  964831 933 8:00～10:00
2023/1/19 不問 ～ 16:00～18:00
正社員以外・釧路市 釧路市昭和南５丁目２３番１号 雇用 労災 933 16:30～18:30

01090-  968731 950 13:00～17:30
2023/1/19 不問 ～ 9:00～15:00
正社員以外・釧路市 釧路市昭和中央６丁目３０－２１ 雇用 労災 1,200

01090-  971031 930 10:00～18:15
2023/1/19 不問 ～
正社員以外・釧路市 釧路市鳥取大通４丁目１０－１３ 雇用 労災 990

01090-  975431 18 920 22:00～8:00
2023/1/19 以 ～
正社員以外・釧路市 釧路市新釧路町１１番５号 労災 上 920

01090-  977331 1,380 8:30～17:30
2023/1/19 不問 ～ の間の3時間
正社員以外・釧路市 釧路市昭和中央５丁目２９番２０号 労災 1,380 程度

01090-  978631 69 920 10:00～16:00
2023/1/19 以 ～ の間の6時間
正社員以外・釧路市 釧路市若草町１８番１４号 雇用 労災 下 920 程度

01090-  979931 69 920 8:00～10:00
2023/1/19 以 ～
正社員以外・釧路市 釧路市若草町１８番１４号 労災 下 920

01190-  678431 20 950 10:15～17:00
2023/1/19 以 ～ 16:15～23:00
正社員以外・釧路市 苫小牧市新開町３丁目１５番６号 雇用 労災 上 950

01090- 1020231 920 9:00～15:00
2023/1/23 不問 ～
正社員以外・釧路市 釧路市鳥取南８丁目１４－８ 雇用 労災 920

01090-  987131 960 8:30～17:00
2023/1/20 不問 ～
正社員以外・釧路市 釧路市鳥取大通４丁目１０－１３ 雇用 労災 1,000

01090- 1025631 922 8:30～13:00
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 1,051

医療法人社団　美生会　グルー
プホームさくら苑

介護職員 ◎グループホームにおける介護・介助○食べる・眠
る・入浴する・排泄する・衣服の着脱するなど、基本
的な生活を継続できるよう援助を行う。

＊普通自動車運
転免許　必須(AT
限定可)

1
人

株式会社　一六商事ホールディ
ングス

清掃スタッフ【釧路店】 ◆パチンコロイヤル釧路店にて営業中の清掃業務に
従事・店内巡回清掃等・水回り清掃（男女トイレ
清掃あり）・店舗周辺清掃等

不問
1
人

日の出工芸　株式会社 パ／工場軽作業スタッフ ◎製造した製品に対しての軽作業を担当頂きま
す。・完成した製品のやすりがけ、補修材の塗り込
み・梱包箱の組立、梱包・製品への取付

＊普通自動車免
許（通勤用） 4

人

特定非営利活動法人　おおぞら
ネットワーク

生活支援員（グループ
ホーム世話人）（暁町）

○グループホーム入居者様への声かけ等の日常生
活支援○食事作り、居室や共用部分の清掃※就
業場所：グループホームポピー勤務

＊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　おおぞら
ネットワーク

送迎運転手（鳥取） ○精神障がい者が通所する事業所への送迎業
務。○社用車を使用しての送迎となります。

＊普通自動車運
転免許　必須(AT
限定可)

1
人

太平洋美装株式会社 警備員（山花）（請） ○施設内の巡回及び施錠等の業務。○お客様の
出入時の解錠・施錠業務。＜夜間受付業務＞○
フロントが留守の時の受付などの業務。

＊普通自動車運
転免許　必須 1

人

4
人

合同会社　笑家くしろ 訪問介護 ○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

2
人

合同会社　べねふぃっと 指導員（放課後等デイ
サービス）

◎特別な支援の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、一人ひとりの発達に合わ
せ支援していく為の計画の作成、送迎業務。

※求人票参照
1
人

医療法人社団　美生会　グルー
プホームさくら苑

調理員 ○厨房内での調理補助業務が中心（食材のきざ
み、魚を焼いたりなど）で、買い出し等はありません。
○比較的簡単な調理です。

＊普通免許　あ
れば尚可（通勤
用）

1
人

株式会社　ジーフット 靴と関連商品の接客販
売／北海道釧路市

・靴と関連商品の販売・商品管理・商品陳列（脚
立に上がっての作業含む）・商品荷受け・品出し・レ
ジ操作・電話対応

不問
2
人

社会福祉法人　釧路啓生会
釧路昭和啓生園

送迎車両運転手 〇デイサービスにおける利用者さんの送迎及び使用
した車両の洗車業務を担当していただきます。〇そ
の他、運行日誌記録など業務もあります。

＊普通自動車運
転免許　必須(AT
限定可)

1
人

株式会社　デンコードー　［ケーズ
デンキグループ］

家電店の家電販売スタッ
フ【釧路本店】

ケーズデンキ【釧路本店】でのお仕事です。◎仕事
内容家電販売（生活に身近な家電製品の接客販
売など）

不問
2
人

株式会社　デンコードー　［ケーズ
デンキグループ］

家電店のレジスタッフ【釧
路本店】

ケーズデンキ【釧路本店】でのお仕事です。◎仕事
内容レジ業務（会計、各種受付、レジ周りの簡易
応対など）

不問
2
人

厚岸町役場 調理師（パートタイム会
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）での給食調理保育業務

＊調理師必須

有限会社　松建ハウス パ／営業職（武佐） ○住宅新築・リフォームの営業業務○外構工事
（住宅まわりのアスファルト工事）営業業務○一般
家電の営業業務

＊普通自動車運
転免許　必須(AT
限定可)

2
人

有限会社　松建ハウス パ／事務員（武佐） ○日常の取引伝票入力（ＰＣシステム使用）○伝
票・書類の整理、ファイリング○電話・来客対応○
その他付随する業務

＊普通自動車免
許（通勤用） 1

人

株式会社　フォーモーション　マク
ドナルド３８号釧路店

製造・販売員及びデリバ
リークルー

○ハンバーガーやドリンク等当店取り扱い商品の製
造○接客販売（レジ業務含む）○拭き掃き掃除、
資材搬入作業等付帯業務○デリバリー業務

※求人票参照
5
人

ｍａｎｍａｖｉｌｌａｇｅ合同会社 ホール兼調理補助スタッ
フ（釧路）

○接客、配膳、電話応対○ドリンク、スィーツ（パフェ
等）を作ってお客様へ提供○オープン前の作業、掃
除、レジ、商品の受渡し

＊普通自動車運
転免許　あれば尚
可(AT限定可)

3
人

協和総合管理　株式会社　釧
路支社

パ／清掃員（フクハラ春
日店）（請）

○営業開始前の清掃業務。○店内・ホール・２階
休憩室の掃き掃除・拭き掃除業務。○風除室内の
掃き掃除・ガラス面の拭き掃除業務等。

不問
1
人

パ／障がい者職業指導
員

〇農場内の清掃作業、及び搾乳作業の援助。〇
利用者の就業場所への送迎業務

＊普通自動車運
転免許　必須(AT
限定可)

1
人

株式会社　ＭｅｒｒｙＭａｋｅ パンの袋詰め ○焼き上がったパンの袋詰め、ラベル等を貼り仕分
けする作業が主になります。※簡単なＰＣ操作あり。

不問
1
人

就業地：管内その他の町村

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
年
齢

賃金 就業時間
求
人
数

 週刊 ほっと求人   パートタイム 

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- 1030431 949 8:30～17:15
2023/1/23 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 1,123 9:30～18:15

01090- 1031731 922 15:00～17:00
2023/1/23 不問 ～ 15:15～17:00
正社員以外・厚岸町 厚岸郡厚岸町真栄３丁目１番地 労災 1,000

01090-  984331 950 9:00～13:00
2023/1/20 不問 ～
正社員以外・厚岸町 厚岸郡厚岸町字宮園１丁目１１番地 労災 1,200

01090-  991731 920 8:00～21:00
2023/1/20 不問 ～ の間の5時間
正社員以外・厚岸町 厚岸郡厚岸町宮園２丁目２４番地 雇用 労災 950

賃金 就業時間
求
人
数

厚岸町役場 保育士（Ｂ）（パートタイム
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
（延長保育、休暇代替など）

＊保育士必須
4
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

ヤマト運輸株式会社　厚岸セン
ター

受付及び事務（厚岸） ○荷物の受付業務○来客対応業務○事務作業
でパソコン入力や帳票整理業務※未経験者は丁
寧に指導致しますので安心して働けます。

不問
1
人

厚岸町役場 保育所清掃員（パートタイム
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）での施設内清掃業務

不問
4
人

株式会社　ホテル五味 館内清掃・客室清掃 ◎当ホテルの清掃業務を行っていただきます○ロ
ビー、浴場、廊下、客室の清掃○ベッドメイキング

不問
2
人

 週刊 ほっと求人   パートタイム 

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。）


