
(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

01090- 1152731 176,600 7:00～19:00
2023/2/1 不問 ～ の間の8時間

正社員以外・釧路市 釧路市緑ヶ岡１丁目１０番４２号 雇用 労災 健康 厚生 176,600 以上

01090- 1154631 135,574 8:45～16:30
2023/2/1 不問 ～ 9:30～17:15

正社員以外・釧路町 釧路郡釧路町別保１丁目１番地 雇用 公災 健康 厚生 184,438

01090- 1155931 123,680 8:45～16:30
2023/2/1 不問 ～ 8:45～11:45

正社員以外・釧路町 釧路郡釧路町別保１丁目１番地 雇用 公災 健康 厚生 167,440 13:15～21:00

01090- 1156131 125,109 8:30～15:15
2023/2/1 不問 ～

正社員以外・釧路町 釧路郡釧路町別保１丁目１番地 雇用 労災 健康 厚生 167,922

01090- 1157031 176,600 7:00～19:00
2023/2/1 不問 ～ の間の8時間

正社員以外・釧路市 釧路市緑ヶ岡１丁目１０番４２号 雇用 労災 健康 厚生 176,600 以上

01090- 1158831 116,206 8:45～15:30
2023/2/1 不問 ～ 13:00～19:45

正社員以外・釧路町 釧路郡釧路町別保１丁目１番地 雇用 公災 健康 厚生 158,090

01090- 1159231 178,400 7:00～19:00
2023/2/1 不問 ～ の間の8時間

正社員以外・釧路市 釧路市緑ヶ岡１丁目１０番４２号 雇用 労災 健康 厚生 182,100 以上

01090- 1160731 125,109 8:00～18:30
2023/2/1 不問 ～ の間の7時間

正社員以外・釧路町 釧路郡釧路町別保１丁目１番地 雇用 公災 健康 厚生 167,922 程度

01090- 1161331 116,206 8:45～15:30
2023/2/1 不問 ～

正社員以外・釧路町 釧路郡釧路町別保１丁目１番地 雇用 公災 健康 厚生 158,090

01090- 1163931 110,400 8:30～15:30
2023/2/1 不問 ～

正社員以外・釧路市 釧路市幸町１０丁目３番地 雇用 公災 健康 厚生 144,000

01090- 1165031 110,400 9:00～16:00
2023/2/1 不問 ～

正社員以外・釧路市 釧路市幸町１０丁目３番地 雇用 公災 健康 厚生 144,000

01090- 1166831 150,100 8:45～17:15
2023/2/1 不問 ～

正社員以外・釧路町 釧路郡釧路町別保１丁目１番地 雇用 公災 健康 厚生 204,200

01090- 1167231 143,000 8:30～17:15
2023/2/1 不問 ～

正社員以外・釧路市 釧路市幸町１０丁目３番地 雇用 公災 健康 厚生 185,800

01090- 1168531 135,574 7:00～14:45
2023/2/1 不問 ～

正社員以外・釧路町 釧路郡釧路町別保１丁目１番地 雇用 労災 健康 厚生 190,000

01090- 1170631 135,574 8:45～17:15
2023/2/1 不問 ～ の間の8時間

正社員以外・釧路町 釧路郡釧路町別保１丁目１番地 雇用 公災 健康 厚生 143,522

01090- 1171931 139,638 8:45～17:15
2023/2/1 不問 ～

正社員以外・釧路町 釧路郡釧路町別保１丁目１番地 雇用 公災 健康 厚生 189,045

01090- 1172131 198,193 10:30～17:15
2023/2/1 不問 ～

正社員以外・釧路町 釧路郡釧路町別保１丁目１番地 雇用 公災 健康 厚生 205,625

01090- 1173031 153,677 8:45～15:30
2023/2/1 不問 ～ 10:30～17:15

正社員以外・釧路町 釧路郡釧路町別保１丁目１番地 雇用 公災 健康 厚生 194,245

01090- 1175231 135,716 8:00～18:30
2023/2/1 不問 ～ の間の7時間

正社員以外・釧路町 釧路郡釧路町別保１丁目１番地 雇用 公災 健康 厚生 175,200 程度

01090- 1176531 153,677 8:45～15:30
2023/2/1 不問 ～ 10:30～17:15

正社員以外・釧路町 釧路郡釧路町別保１丁目１番地 雇用 公災 健康 厚生 194,245

釧路町役場 介護支援専門員（要介護等
認定調査員）（東陽大通西）

◎要介護等認定調査（公用車使用による単独で
の外勤あり）◎調査票の作成◎その他課内雑務

求人票でご確認くだ
さい

求人票でご確認くだ
さい

釧路町役場 児童館長【睦児童館又
は遠矢児童館】

◎児童館及び学童保育管理運営業務◎年間行
事の準備等◎その他館内雑務◎児童館及び学
童保育業務全般

釧路町役場 介護支援専門員（東陽
大通西）

釧路町役場 学校公務補【知方学小
学校以外】

◎学校の環境整備（簡易な営繕、草刈り、除雪
等）◎学校運営に関わる補助的業務（給食の配
膳、校長又は教頭が依頼する補助的業務）

＊普通自動車運転
免許　必須(AT限定
可)

8
人

釧路町役場

事務補助（幸町１） ◎各種事務の補助・パソコンデータ入力・書類作
成、整理、コピー、編纂・書類審査（チェック作業）・
電話対応等

不問
1
人

釧路町役場 公務補（運転手）【総務
課】

◎特別職専用運転手◎庁舎各設備等の日常点
検◎その他庁舎管理に係る業務◎その他一般事
務及び課内雑務

＊普通自動車運転
免許　必須 1

人

防災危機管理専門員

釧路町役場

2
人

◎各種事務の補助・パソコンデータ入力・書類作
成、整理、コピー、編纂・書類審査（チェック作業）・
電話対応等

不問

＊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)

1
人

求人票でご確認くだ
さい

◎介護予防ケアプランの作成◎介護支援専門員
業務全般◎地域包括支援センター業務全般◎そ
の他課内雑務◎公用車使用による単独での外勤
あり

釧路町役場 ＊普通自動車運転
免許　必須(AT限定
可)

北海道開発局　釧路開発建設部 事務補助（幸町３）（８：３
０～）

事務補助（幸町２）（９：０
０～）

一般事務員（総務課） ◎一般事務業務（書類整理、データ入力等）◎新
たな情報発信・ＰＲに関する企画及び実施◎ＤＸ
政策の企画及び実施◎動画編集、制作

事務補助員（住民課）

◎防災対策の計画に関すること◎防災啓発事業
に関すること◎自主防災組織の育成に関すること
◎緊急時の対応に関すること◎その他。

北海道開発局　釧路開発建設部

北海道開発局　釧路開発建設部

社会福祉法人　釧路緑ヶ岡学園
福祉会　本部

保育教諭（美原） ◎保育業務全般を行っていただきます。○保護者
に代わって子どもたちの保育をします。○子どもを預
かり、保護と世話をする仕事が中心です。

＊保育士必須＊幼
稚園教諭免許（専
修・１種・２種）必須

保育教諭（双葉）

釧路町役場 栄養士【つくし保育所・光
和】

◎保育所給食栄養管理業務◎保育所給食調理
補助業務◎その他園内雑務

6
人

釧路町役場 児童厚生員【睦児童館又は
遠矢児童館・睦又は遠矢】

社会福祉法人　釧路緑ヶ岡学園
福祉会　本部

保育教諭（ことぶき） ◎保育業務全般を行っていただきます。○保護者
に代わって子どもたちの保育をします。○子どもを預
かり、保護と世話をする仕事が中心です。

＊保育士必須＊幼
稚園教諭免許（専
修・１種・２種）必須

求人票でご確認くだ
さい

釧路町役場 徴収員（水道料金等） ◯水道料金等の戸別集金業務◯料金滞納者に
対し訪問調査及び滞納整理業務◯常勤職員の
補助（書類整理、データ入力、印刷等）◯検針業
務、他。

◎児童館及び学童保育補助業務全般◎障がい
児対応。◎年間行事の準備等◎その他館内雑務

1
人

1
人

釧路町役場

求
人
数

年
齢

賃金 就業時間

釧路町役場 手話通訳者（東陽大通
西）

◎手話通訳業務◎派遣手話通訳者のコーディ
ネート業務◎一般事務◎その他課内庶務◎公用
車使用による単独での外勤あり

＊普通自動車運転
免許　必須(AT限定
可)

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

3
人

社会福祉法人　釧路緑ヶ岡学園
福祉会　本部 1

人

◎一般事務（書類整理、データ入力等）◎常勤職
員の事務補助◎来客等の窓口対応◎その他所
属所内雑務

＊普通自動車運転
免許　必須(AT限定
可)

＊保育士必須＊幼
稚園教諭免許（専
修・１種・２種）必須

1
人

＊普通自動車運転
免許　必須(AT限定
可)

1
人

2
人

不問
1
人

1
人

◎一般事務補助及び常勤職員の補助◎マイナン
バーカード関連事務全般◎住民票等に係るシステ
ムの操作及び証明書交付事務◎その他課内雑務

6
人

釧路町役場 一般事務員【釧路町役
場】

徴収員（町税等） ◎町税等の納付督励、徴収◎窓口、電話対応
◎証明書交付事務◎各種調査業務の補助◎各
種調査データの入力作業◎その他。

＊普通自動車運転
免許　必須(AT限定
可)

1
人

1
人

2
人

№1

◎保育業務全般を行っていただきます。○保護者
に代わって子どもたちの保育をします。○子どもを預
かり、保護と世話をする仕事が中心です。

令和5年2月3日

＊普通自動車運転
免許　必須(AT限定
可)＊栄養士必須

◎各種事務の補助・パソコンデータ入力・書類作
成、整理、コピー、編纂・書類審査（チェック作業）・
電話対応等

 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- 1177431 145,961 7:30～17:45
2023/2/1 不問 ～ の間の8時間

正社員以外・釧路町 釧路郡釧路町別保１丁目１番地 雇用 労災 健康 厚生 150,929

01090- 1178731 127,045 8:45～15:30
2023/2/1 不問 ～ 10:30～17:15

正社員以外・釧路町 釧路郡釧路町別保１丁目１番地 雇用 公災 健康 厚生 169,703

01090- 1179331 145,961 7:30～17:45
2023/2/1 不問 ～ の間の8時間

正社員以外・釧路町 釧路郡釧路町別保１丁目１番地 雇用 労災 健康 厚生 195,909

01090- 1183231 110,400 8:30～15:30
2023/2/1 不問 ～

正社員以外・釧路市 釧路市幸町１０丁目３番地 雇用 公災 健康 厚生 144,000

01090- 1192431 116,206 8:30～15:30
2023/2/1 不問 ～ の間の7時間

正社員以外・釧路町 釧路郡釧路町別保１丁目１番地 雇用 労災 健康 厚生 158,090 程度

01090- 1196931 139,638 6:00～13:45
2023/2/1 不問 ～ 8:45～16:30

正社員以外・釧路町 釧路郡釧路町別保１丁目１番地 雇用 労災 健康 厚生 190,000

01090- 1197131 18 198,700 9:00～17:30
2023/2/1 以 ～ 8:00～14:00

正社員以外・釧路市 釧路市鶴丘４２番地１ 雇用 労災 健康 厚生 上 208,703 6:30～15:00

01090- 1198031 145,961 8:30～17:15
2023/2/1 不問 ～ の間の8時間

正社員以外・釧路町 釧路郡釧路町別保１丁目１番地 雇用 労災 健康 厚生 195,909 程度

01090- 1200931 135,574 8:45～16:30
2023/2/1 不問 ～ 9:30～17:15

正社員以外・釧路町 釧路郡釧路町別保１丁目１番地 雇用 公災 健康 厚生 143,522

01090- 1201131 179,290 7:15～17:45
2023/2/1 不問 ～ の間の8時間

正社員以外・釧路町 釧路郡釧路町別保１丁目１番地 雇用 労災 健康 厚生 226,619 程度

01090- 1202031 179,290 7:30～17:45
2023/2/1 不問 ～ の間の8時間

正社員以外・釧路町 釧路郡釧路町別保１丁目１番地 雇用 労災 健康 厚生 226,619 程度

01090- 1204231 18 178,800 8:30～17:30
2023/2/1 ～ ～ 17:30～2:30

正社員・釧路市 釧路市新野２４番１０５２ 雇用 労災 健康 厚生 59 237,800

01090- 1205531 164,100 7:30～18:30
2023/2/1 不問 ～ の間の8時間

正社員以外・釧路市 釧路市黒金町７丁目５番地 雇用 労災 健康 厚生 213,200 程度

01090- 1206431 150,100 8:50～17:20
2023/2/1 不問 ～

正社員以外・釧路市 釧路市黒金町７丁目５番地 雇用 公災 健康 厚生 198,500

01090- 1207731 158,900 8:50～17:20
2023/2/1 不問 ～

正社員以外・釧路市 釧路市黒金町７丁目５番地 雇用 労災 健康 厚生 204,200

01090- 1208331 147,936 7:50～16:00
2023/2/1 不問 ～

正社員以外・釧路市 釧路市星が浦南２丁目５番１８号 雇用 労災 健康 厚生 154,100

01090- 1340131 45 215,000 4:30～14:00
2023/2/1 以 ～ の間の8時間

正社員・釧路市 釧路市北大通３丁目７番地 雇用 労災 健康 厚生 下 240,000 程度

01090- 1351531 59 220,000 8:30～17:30
2023/2/1 以 ～

正社員・釧路市 釧路市新富町１２番６号 雇用 労災 健康 厚生 下 250,000

01090- 1420131 120,080 9:00～18:00
2023/2/1 不問 ～ 9:00～14:00

正社員以外・釧路市 釧路市黒金町７丁目５番地 雇用 公災 健康 厚生 158,800 13:00～18:00

01090- 1424531 59 180,000 8:30～17:30
2023/2/1 以 ～

正社員・釧路市 釧路市川端町４－１４ 雇用 労災 健康 厚生 下 250,000

01090- 1425431 59 180,000 8:30～17:30
2023/2/1 以 ～

正社員・釧路市 釧路市川端町４－１４ 雇用 労災 健康 厚生 下 250,000

01090- 1446031 59 147,000 7:30～15:45
2023/2/1 以 ～ 10:45～19:00

正社員・釧路市 釧路市幸町９丁目３番地 雇用 労災 健康 厚生 下 147,000

01090- 1448231 157,000 8:45～17:00
2023/2/1 不問 ～

正社員・釧路市 釧路市昭和南５丁目１８番１３号 雇用 労災 健康 厚生 157,000

医療法人　扶恵会　釧路中央病
院

正／介護福祉士（夜勤
なし）

有限会社　新橋山田車体工業 正／車体架装・車両板金工
（経験者もしくは見習い）

当社工場において、車体架装・板金工の作業を
行っていただきます。○各種車両ボディーを製作して
架装する業務○事故車両の板金等の業務、他。

1
人

橋谷株式会社　釧路出張所 正／ルート営業（所長候
補）

＊普通自動車運転
免許　必須(AT限定
可)

＊普通自動車運転
免許　必須(AT限定
可)

釧路市役所 補助員（こども保健部こど
も育成課・治水児童館） 1

人

有限会社　新橋山田車体工業

1
人

○児童館にて児童と一緒に遊んだり、様々な行事
の計画作成や引率をする仕事（補助）です。○児
童館便りなどの作成を行うことがあります。

不問

正／車両塗装工（経験
者もしくは見習い） 1

人

自動車車両の板金・修理・塗装全般。○パテ等を
使う下地処理作業○防錆作業等○吹き付け、ハ
ケ塗り塗装業務全般○塗装面磨き等の仕上げ作
業

正／製造・配達員

◎障がい児療育保育士・釧路市児童発達支援セ
ンター「野のはな園」において、発達の遅れのある児
童の療育業務を行う保育士です。

＊保育士必須＊幼
稚園教諭免許（専
修・１種・２種）必須

1
人

釧路市役所 事務職（財政部市民税
課）

株式会社　丸三　三原製麺所

釧路市役所 保育士（こども育成課）
（音別）（育休代替）

1
人

◎主に鮭フレークの製造加工の業務です。○原料
からフレークにするための加工作業（鮭の骨抜き、残
骨チェック、整形等）

＊普通自動車運転
免許（通勤用） 1

人

パ／水産食品加工員

釧路町役場 学校公務補（知方学小
学校・仙鳳趾村）

◎学校の環境整備（簡易な営繕、草刈り、除雪
等）◎スクールバスの運転◎学校運営に関わる補
助的業務。

＊普通自動車運転
免許　必須(AT限定
可)＊大型自動車免
許必須

2
人

社会福祉法人　釧路愛育協会
鶴が丘学園

契／生活支援員 ◎利用者の方の食事の介助○入浴、排泄、健康
管理、生活支援一般○各関係機関との連携及び
調整並びに余暇活動○生活上の相談、助言な
ど。

求人票でご確認くだ
さい 2

人

№2

釧路町役場 保育士【７年以上の実務
経験者】（光和・昆布森）

◎保育業務全般◎障がい児対応◎年間行事の
担当等◎その他園内雑務◎常勤職員の補助◎
保育業務書類（週案等）の作成◎クラス担任業務
◎保護者対応

＊普通自動車運転
免許　必須(AT限定
可)＊保育士必須

1
人

釧路町役場 保育士（子育て相談員）
（光和）

◎病院内での入院患者様への介護業務を担当し
ていただきます。○食事の介助。○入浴の介助、
病衣の着替えの介助、他。

＊介護福祉士必須

釧路町役場 事務補助員（東陽大通
西）

◎一般事務（書類整理、データ入力、印刷等）◎
常勤職員の補助◎その他課内庶務◎公用車使
用による単独での外勤あり

＊普通自動車運転
免許　必須(AT限定
可)

1
人

釧路市役所 障がい児療育保育士（児童
発達支援センター）（育休等
代替）

◇めん類の製造に関する作業加工、計量、袋詰め
他、簡単な事務作業（個別作業、立ち作業、きめ
細かな作業）＊ラーメン・うどん・そば製造。

＊普通自動車運転
免許　必須(AT限定
可)

1
人

株式会社　丸き　ふたみ産業

看護師（東陽大通西）

◎保育所給食調理補助業務。◎その他園内雑
務。

＊普通自動車運転
免許　必須(AT限定
可)＊調理師あれば
尚可

釧路町役場

調理員【つくし保育所又は、
はまなす保育所　光和・昆布
森】

釧路町役場

北海道開発局　釧路開発建設部 事務補助（貝塚１）

＊普通自動車運転
免許　必須(AT限定
可)＊保育士必須

◎介護予防業務◎認知症地域支援推進業務◎
地域包括支援センター業務全般◎その他課内雑
務◎公用車使用による単独での外勤あり

令和5年2月3日

◎保育業務全般◎障がい児対応◎年間行事の
準備等◎常勤職員の補助◎その他園内雑務◎ク
ラス担任業務補助

＊普通自動車運転
免許　必須(AT限定
可)＊看護師必須

株式会社　積水化成品北海道
釧路工場

正／製造スタッフ ○発泡スチロール製品製造に関わる仕事です。＊
金型交換・整備作業＊発泡スチロール製品の梱
包作業○制服貸与します。

求人票でご確認くだ
さい

釧路町役場 保育士（産休代替）（光
和）

◎保育業務全般◎障がい児対応◎年間行事の
担当等◎その他園内雑務◎常勤職員の補助◎
保育業務書類（週案等）の作成◎クラス担任業
務。

一般社団法人　北海道地域福祉
コンサル

正／支援員 ◎障がい者支援就労施設（Ｂ型）での支援業務で
す。○送迎車輌運転（利用者様の送迎４～５名）
○就労支援○生活支援○支援記録等作成

保育士補助員【つくし保
育所・光和】

釧路町役場 保育士【つくし保育所・光
和】

◎保育業務全般◎障がい児対応◎年間行事の
担当等◎その他園内雑務◎常勤職員の補助◎ク
ラス担任の補助◎保育業務書類（週案等）の作
成。

5
人

4
人

1
人

3
人

不問
1
人

＊普通自動車運転
免許　必須(AT限定
可)＊保育士必須

2
人

◎各種事務の補助・パソコンデータ入力・書類作
成、整理、コピー、編纂・書類審査（チェック作業）・
電話対応等

◎子育て相談◎子育て教室運営及び補助◎子
育て支援センター事業◎その他子育て支援セン
ター内雑務

＊普通自動車運転
免許　必須(AT限定
可)＊保育士必須

1
人

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

＊保育士必須

1
人

＊普通自動車運転
免許　必須(AT限定
可)

◎まずは一連の業務に慣れていただき、徐々に拠
点責任者として、営業所の運営業務をお任せしま
す。

求人票でご確認くだ
さい

1
人

釧路町役場

釧路市の財政部市民税課の業務に従事していた
だきます。〇各諸税事務補助業務〇市民税課庶
務業務他

不問

1
人

1
人

＊普通自動車運転
免許　必須(AT限定
可)＊保育士必須

◎保育園保育業務※０～５歳児をお預かりする定
員２７名の認定こども園です。

 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- 1449531 164,000 7:00～16:30
2023/2/1 不問 ～

正社員・釧路市 釧路市文苑１丁目５９番１４号 雇用 労災 健康 厚生 164,000

01090- 1453131 152,100 8:30～17:05
2023/2/1 不問 ～

正社員以外・釧路市 釧路市新栄町２１番１４号 雇用 労災 健康 厚生 152,100

01090- 1455831 59 140,760 8:45～17:00
2023/2/1 以 ～
無期雇用派遣労働者・釧路市 釧路市北大通１２丁目１番地４ 雇用 労災 健康 厚生 下 148,410

01230- 2218531 40 176,000 8:45～17:45
2023/2/1 以 ～

正社員・釧路市 札幌市白石区中央２条７丁目１番１号 雇用 労災 健康 厚生 下 176,000

14150- 2131131 200,000 9:00～18:00
2023/2/1 不問 ～

正社員以外・釧路市 神奈川県横浜市青葉区新石川３－１５－１１ 雇用 労災 健康 厚生 400,000

01010- 4926031 201,500 9:00～17:45
2023/2/1 不問 ～
有期雇用派遣労働者・釧路町 札幌市中央区北３条西２丁目１ 雇用 労災 健康 厚生 201,500

01040- 1571531 21 160,000 3:00～11:00
2023/2/1 ～ ～ 4:00～12:00

正社員・釧路市 中川郡幕別町字千住３９７番地２４ 雇用 労災 健康 厚生 69 170,000 24:00～8:00

01040- 1264031 59 213,000 8:30～19:00
2023/1/31 以 ～ の間の8時間

正社員・釧路市 帯広市東４条南１０丁目２番地 雇用 労災 健康 厚生 下 353,000 程度

01090- 1133531 40 190,000 8:00～17:00
2023/1/31 以 ～

正社員・釧路市 釧路市阿寒町新町２丁目９番５３－２号 雇用 労災 健康 厚生 下 230,000

01090- 1136331 158,976 11:00～20:00
2023/1/31 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- 1137631 158,976 5:00～14:00
2023/1/31 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- 1138931 170,000 8:45～17:30
2023/1/31 不問 ～

正社員以外・釧路市 釧路市鳥取大通６丁目４番３号 雇用 労災 健康 厚生 170,000

01090- 1139131 59 155,000 9:45～17:45
2023/1/31 以 ～ 8:15～17:30

正社員・釧路市 釧路市末広町８丁目１番地 雇用 労災 健康 厚生 下 180,000 8:15～12:00

01090- 1141231 158,240 7:00～16:00
2023/1/31 不問 ～ 8:00～17:00

正社員以外・釧路町 釧路郡釧路町桂木１丁目１番７号 雇用 労災 健康 厚生 158,240

01090- 1142531 110,640 9:30～16:30
2023/1/31 不問 ～

正社員以外・釧路市 釧路市仲浜町４－２５ 雇用 労災 健康 厚生 136,440

01090- 1145331 18 119,600 18:00～8:00
2023/1/31 以 ～

正社員以外・釧路市 釧路市栄町９丁目９－１ 雇用 労災 健康 厚生 上 119,600

01090- 1147931 150,450 9:00～17:30
2023/1/31 不問 ～

正社員以外・釧路市 釧路市黒金町７－３ 雇用 労災 健康 厚生 150,450

01090- 1149031 35 160,000 8:00～17:00
2023/1/31 以 ～

正社員・釧路市 釧路市鳥取北６丁目６番２１号 雇用 労災 健康 厚生 下 250,000

01090- 1151431 64 180,000 8:30～19:30
2023/1/31 以 ～ の間の9時間

正社員・釧路町 釧路郡釧路町曙４丁目６番地６ 雇用 労災 健康 厚生 下 250,000 程度

01090- 1117531 35 167,200 8:50～17:20
2023/1/30 以 ～

正社員・釧路市 釧路市旭町１２－３　 雇用 労災 健康 厚生 下 185,200

01090- 1118431 154,560 8:30～17:15
2023/1/30 不問 ～

正社員以外・釧路市 釧路市幸町１０丁目３ 雇用 公災 健康 厚生 214,200

01090- 1119731 160,000 8:30～17:30
2023/1/30 不問 ～

正社員以外・釧路市 釧路市芦野２丁目１０番１５号 雇用 労災 健康 厚生 160,000

01090- 1121131 240,000 7:00～16:00
2023/1/30 不問 ～ の間の9時間

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 240,000 程度

2
人

1
人

◎当クリニックにおいて、医療に関する事務全般を
行っていただきます。○会計事務業務○レセプト業
務○ＰＣ入力業務○病院受付業務、他付随業務

不問

1
人

医療法人社団　功仁会　足立皮
膚科美容外科クリニック

正／医療事務員

●魚貝類生物測定の補助業務●各種データのＰ
Ｃ入力作業●資料・書類の編さん業務●試験器
具等の洗浄・整理等●来客時の応対雑務

不問
1
人

株式会社　ベルックス　釧路営業
所

施設警備員（住吉）（請） ◎施設警備業務。○巡回警備○施錠解錠作業
○報告書作成等※令和５年３月１日採用予定

不問

＊普通自動車運転
免許　必須＊８トン
限定中型自動車免
許必須

○レストラン厨房にて、・レストランで提供する食事と
病院職員様向けの食事の調理・献立の打合せ、
食材発注、在庫管理を行っていただきます。

不問

地方独立行政法人北海道立総合研
究機構水産研究本部釧路水産試験
場

非／研究補助員（パー
ト）（調査研究部）

企業組合ウェルフェアグループ

ディカス株式会社 契／調理スタッフ（院内レ
ストラン）（愛国）（請）

株式会社　ロバパン　パン工場釧
路店

パンの製造・販売 ◎パン・和洋菓子の製造・販売業務を担当してい
ただきます。○生地の仕込み、成型、加工、焼成、
包装。○レジ、接客。○他、付随する業務。※正
社員登用制度あり

不問

不問
1
人

アカム木工株式会社 正／木工製品の加工兼
管理

◎木材工芸品の加工・取引先への受注注文○製
材（木材加工・部材加工等）○管理（在庫管理・
乾燥等）○仕上げ（けずり・塗装等）

求人票でご確認くだ
さい

トリマー（芦野） ＊普通自動車運転
免許　必須(AT限定
可)＊トリマーあれば
尚可

1
人

不問
1
人

1
人

ディカス株式会社 パ／厨房スタッフ（早番
きんれんかの里）（請）

◎特別養護老人ホームきんれんかの里の厨房で利
用者様にお食事を提供するお仕事です。○盛り付
け。○配膳。○食器洗浄。○厨房内の清掃など。

不問

株式会社　オカモト　カーライフマー
ケティングカンパニー　　ピットオフ

自動車整備士・検査員
（釧路店）／正社員

◯お客様より点検・修理の依頼に応じ、損傷や不
調の程度および点検結果を説明し、ご納得の上作
業を進めていきます。

求人票でご確認くだ
さい 1

人

ディカス株式会社

1
人

クワザワホールディングス　株式会
社

事務員（釧路市） 【主な業務等】・事務業務全般・社内外関係者と
の電話対応・パソコンを使用した業務＊入社後、
株式会社クワザワへの在籍出向となります。

不問
1
人

株式会社　ニチイ学館　釧路支店 ドクターズクラーク（医師事務
作業補助員）（中園町）（派）

◎各診療科での医療の質の向上に資する事務的
作業などの対応を医師の指示のもとに行う医師事
務作業補助のお仕事です。

求人票でご確認くだ
さい

パ／厨房スタッフ（遅番
きんれんかの里）（請）

◎特別養護老人ホームきんれんかの里の厨房で利
用者様にお食事を提供するお仕事です。○盛り付
け。○配膳。○食器洗浄。○厨房内の清掃など。

釧路トヨタ自動車株式会社 契／洗車・工場作業・車両
搬送業務（レクサス釧路）

◎作業完了した車両の洗車◎工場作業員のサ
ポート（タイヤ交換の補助等）◎搬送車にて車両の
運搬※６０歳以上の方応募歓迎

1
人

システムへの情報入力等の事務全般に従事したい
ただきます。○給与計算○労働書類の作成○エク
セルでの文書作成、システムへの入力作業。

契／配送仕分（フリーペー
パーに関する業務）

当施設においてトリマー業務。○障がい者就労支
援施設内「犬の美容室」でのトリミング（毛のカッ
ト）・シャンプー・ドライヤー掛けなど。

正／総合職

＊普通自動車運転
免許　必須(AT限定
可)

1
人

総合病院　釧路赤十字病院

株式会社　ラコンテ 正／事務全般

株式会社　釧路新聞社

求人票でご確認くだ
さい 1

人

不問ヒューマンリソシア株式会社　北海
道支社 1

人

イートランス株式会社 運転手／正社員（星が
浦）

大型トラック（１０ｔ）またはトレーラーによる生乳、加
工乳の輸送業務に従事していただきます。

有限会社　兼芳新潟屋　前商店 正／商品配達・加工食
肉販売（釧路町）

社会福祉法人　釧路市社会福祉
協議会

開始日相談可能な大手企業での一般事務・Ｅｘｃ
ｅｌでの資料作成・売上データの集計、ファイリング・
電話対応、来客対応・その他庶務業務

2
人

釧路財務事務所 期間業務職員（国有財
産関係業務の補佐）

＊普通自動車運転
免許　必須(AT限定
可)

1
人

◎主に商品の配達や販売をしていただきます。※５
月から９月までは野外焼肉の設置があります。

＊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)

◎釧路市における地域福祉活動全般○地域福
祉の推進等に係る企画・立案、調整、相談援助、
福祉人材確保、研修、資金貸付、総務・経理
等。

求人票でご確認くだ
さい 2

人

◎国有財産関係業務の補佐に従事していただきま
す。○普通財産の管理処分事務

1
人

1
人

一般事務（釧路郡釧路
町）

令和5年2月3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

◎釧路新聞社発行のフリーペーパー「Ｌｉｆｅ（ライフ）」
に関する業務に従事していただきます。〇フリーペー
パーの配送、配布、他。

株式会社ハクブン 美容師・スタイリスト／北
海道鳥取大通店

・カット・カラー・パーマの施術＊ブランクのある方も歓
迎。自分のペースで安心してスタイリストになれま
す。

＊美容師必須
1
人

株式会社　ＭｅｒｒｙＭａｋｅ 正／宅配販売員（釧路
市）

◎社有車にて個人宅及び会社事業所等へのパン
の販売業務をしていただきます。○朝出社後、パン
等を袋詰めして、出荷準備をします。

＊普通自動車運転
免許　必須(AT限定
可)

1
人

薬剤助手（嘱託職員） ◎薬剤師の補助業務全般を行っていただきます。
○調剤補助（錠剤取り揃え、錠剤分包の補助、散
剤分包など）○調剤事務補助、他。

 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- 1126431 59 150,000 8:30～17:30
2023/1/30 以 ～

正社員・釧路市 釧路市堀川町７番３５号 雇用 労災 健康 厚生 下 180,000

01010- 4363131 18 160,000 20:50～7:30
2023/1/27 ～ ～ 24:40～9:30

正社員・釧路市 札幌市西区八軒６条西１０丁目３番２０号 雇用 労災 健康 厚生 59 160,000 3:00～10:00

01010- 4227031 35 190,000 9:00～18:00
2023/1/26 以 ～

正社員・釧路市 札幌市中央区大通西９丁目１－１ 雇用 労災 健康 厚生 下 213,000

01050-  371631 18 190,000 7:00～16:00
2023/1/27 以 ～ 9:00～18:00

正社員・釧路市 北見市北１条東２丁目２番地 雇用 労災 健康 厚生 上 195,000 10:00～19:00

01090- 1104931 150,400 8:30～17:30
2023/1/27 不問 ～

正社員以外・釧路市 釧路市愛国１９１番２１２号 雇用 労災 健康 厚生 150,400

01090- 1105131 150,400 8:30～17:30
2023/1/27 不問 ～

正社員以外・釧路市 釧路市愛国１９１番２１２号 雇用 労災 健康 厚生 150,400

01090- 1106031 150,400 8:30～17:30
2023/1/27 不問 ～

正社員以外・釧路市 釧路市星が浦大通３丁目９番１３号 雇用 労災 健康 厚生 150,400

01090- 1113131 180,000 8:30～17:30
2023/1/27 不問 ～

正社員以外・釧路市 釧路市音別町中園２丁目１１８番５号 雇用 労災 健康 厚生 180,000

01090- 1080531 127,638 8:15～16:00
2023/1/26 不問 ～

正社員以外・釧路市 釧路市錦町２丁目４番地 雇用 労災 健康 厚生 171,234

01090- 1082731 59 160,000 8:30～17:30
2023/1/26 以 ～

正社員・釧路市 釧路市新栄町１３番１８号 雇用 労災 健康 厚生 下 200,000

01090- 1084631 175,000 8:30～17:30
2023/1/26 不問 ～

正社員以外・釧路市 釧路市益浦３丁目１６番１号 雇用 労災 健康 厚生 190,000

01090- 1086131 250,000 8:30～17:30
2023/1/26 不問 ～ 8:30～12:30

正社員・釧路市 釧路市文苑１丁目４１番１１号 雇用 労災 健康 厚生 300,000 13:30～17:30

01090- 1087031 157,410 6:00～9:00
2023/1/26 不問 ～ 15:30～20:00

正社員以外・釧路市 釧路市双葉町１７－１０ 雇用 労災 健康 厚生 164,565

01090- 1091331 200,000 8:15～17:15
2023/1/26 不問 ～

正社員以外・釧路市 釧路市治水町４番３２号 雇用 労災 健康 厚生 200,000

01090- 1092631 200,000 8:15～17:15
2023/1/26 不問 ～

正社員以外・釧路市 釧路市鳥取大通３丁目２０番地１６号 雇用 労災 健康 厚生 200,000

01090- 1095031 40 170,000 8:30～17:30
2023/1/26 以 ～

正社員・釧路市 釧路市材木町１４－３０ 雇用 労災 健康 厚生 下 220,000

01090- 1096831 150,100 8:50～17:20
2023/1/26 不問 ～

正社員以外・釧路市 釧路市黒金町７丁目５番地 雇用 公災 健康 厚生 158,900

01090- 1097231 18 207,800 8:30～17:00
2023/1/26 ～ ～ 16:45～8:45

正社員・釧路市 釧路市若竹町７番１９号 雇用 労災 健康 厚生 59 218,800 8:30～12:30

01090- 1099431 215,450 9:00～17:00
2023/1/26 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 215,450

01090- 1100431 158,175 8:30～16:45
2023/1/26 不問 ～

正社員以外・釧路市 釧路市大楽毛南４丁目５番５７号 雇用 労災 健康 厚生 158,175

01230- 1960931 35 221,500 8:45～17:30
2023/1/27 以 ～

正社員・釧路市 札幌市豊平区旭町３丁目１番７号 雇用 労災 健康 厚生 下 251,400

01030- 1446831 18 164,160 4:00～13:00
2023/1/26 ～ ～ 9:00～18:30

正社員・釧路町 旭川市６条通８丁目３６－２５ 雇用 労災 健康 厚生 64 169,344

01190-  853531 59 201,200 9:30～18:30
2023/1/26 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

株式会社　苫小牧イエローハット 自動車整備員【釧路　星
が浦店】

◆イエローハット釧路星が浦店にて主に一般車両
整備に従事します

＊普通自動車運転
免許　必須(AT限定
可)

1
人

釧路市役所 事務職（代替会計年度
任用職員）

◎代替会計年度任用職員の業務に従事。データ
入力作業やチェック作業製本等による書類整理作
業電話や窓口での応対業務郵便物の発送業務
等。

不問
5
人

医療法人東北海道病院 正／看護師 ◎整形外科病棟において入院患者さんに対する看
護業務を行う。〇検温・注射・投薬の指導。〇入
浴及び食事の介助等。

＊看護師必須
2
人

キョウワプロテック　株式会社　旭川
事業所

（釧路）調理補助員 ＊自衛隊内食堂での食事提供業務・食材の下処
理、調理・簡単な食器洗浄・食堂内の清掃など。

不問
1
人

社会福祉法人　釧路まりも学園 準／里親支援専門相談
員

●里親支援専門相談員●里親委託の推進及び
里親支援の充実を図る事を目的として、児童養護
施設や乳児院に配置される専門職員です。

求人票でご確認くだ
さい 1

人

嘱／就職支援アドバイザー
（受講者支援・事務等を含
む）

施設内離職者訓練の訓練生に対し、職業訓練指
導員と連携し、ジョブ・カードを活用したキャリアコン
サルティングの実施等。

求人票でご確認くだ
さい 1

人

北海道東リ　株式会社 ルート営業（釧路営業所
勤務限定）

＜具体的な仕事内容＞建材店や内装工務店、イ
ンテリア専門店、量販店などのお客様に、インテリア
商材を販売します。

＊普通自動車運転
免許　必須(AT限定
可)

1
人

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支
援機構北海道支部　北海道職業能力開
発促進センター釧路訓練センター

東工業　株式会社 正／総合事務職 ◎総務・経理事務全般の業務を行っていただきま
す。○給与計算、労働保険などの労務管理○
データ入力、書類作成○支払管理○電話・来客
対応

求人票でご確認くだ
さい 1

人

社会福祉法人　釧路のぞみ協会
自立センター

パ／世話人 ◎一般企業等で就職している障がい者の自立支
援をいたします。○５～６名の入居者は生活面は
自立しており介護の必要はありません。

＊普通自動車運転
免許　必須(AT限定
可)

1
人

株式会社　Ｎ３ライフ　カラダラボ釧
路治水

契／生活相談員兼介護
職員

◎当施設において利用者の生活相談及びエクササ
イズ・ストレッチ等によるリハビリのお手伝い。

求人票でご確認くだ
さい 1

人

株式会社　Ｎ３ライフ　カラダラボ釧
路鳥取

契／生活相談員兼介護
職員

◎当施設において利用者の生活相談及びエクササ
イズ・ストレッチ等によるリハビリのお手伝いをしていた
だきます。

求人票でご確認くだ
さい

社会医療法人孝仁会　星が浦病
院

不問

契／看護助手（クラーク）

株式会社　近海食品 一般事務員 ◎当社製品の受注・発注に伴う事務処理業務を
担当。・受注・発注データのパソコン入力処理・伝
票整理、電話応対、来客対応など

不問
1
人

みよし内科クリニック　三好　克枝 正／看護師（正・准） 〇外来診療及び訪問診療における基本的看護業
務。（問診・バイタルチェック・採血・点滴・各種検査
補助等）○簡単なパソコン入力。○その他。

求人票でご確認くだ
さい 1

人

営業職（広告業）（釧路
市）

総合広告代理業の営業業務全般。引継ぎ広告
主の業務の他、新規取引先への営業活動もあり。
営業エリアは主に釧路市内及び、近郊エリア。

＊普通自動車運転
免許　必須(AT限定
可)

求人票でご確認くだ
さい 5

人

◎通常学級に在籍する発達障がい等の児童生徒
への支援や学級担任の補助◎特別支援学級に在
籍する発達障がい等の児童生徒への支援等。

正／金属製建具施工員 ◎金属製建具の取り付け及びメンテナンス等の業
務行っていただきます。○工具を使用してアルミサッ
シの加工・組立業務。

＊普通自動車運転
免許　必須(AT限定
可)

1
人

契／看護助手（ＳＣＵ） ◎釧路孝仁会記念病院にて下記の業務に従事。
○メッセンジャー業務（検体・医療機材・書類の提
出・回収・収納）○環境整備業務、他。

特別支援教育指導員
（会計年度任用職員）

運転手 ◎特別養護老人ホーム（長期入所５０床、短期入
所４床）の利用者に対する病院受診及び短期入
所利用時の送迎業務。

1
人

社会医療法人孝仁会　釧路孝仁
会記念病院

契／電話交換手

2
人

株式会社　新生

【病院代表電話の交換手】・病院への問い合わせ
対応・院内各部署への取次※年度毎の契約更新
となります※人事考課による正社員登用あり

求人票でご確認くだ
さい

株式会社　ケア・プロセス 介護ヘルパー（釧路市）

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

求人票でご確認くだ
さい 1

人

株式会社三宝商会 正／一般事務 ○売上、仕入れ伝票等の事務処理はデータ入力・
請求書等の作成○営業担当の事務補助者として
の書類作成○電話や来客の応対、お茶出し等。

◎社会医療法人孝仁会星が浦病院にて下記業
務。○入退院、転棟時、入院中の対応○検体検
査の準備、データ整理○各種書類等の取扱い、
他。

1
人

求人票でご確認くだ
さい 2

人

不問
1
人

不問

1
人

1
人

1
人

令和5年2月3日
№4

年
齢

賃金 就業時間
求
人
数

◇介護業務全般・食事、排泄、入浴の介助・清
拭、衣服の着脱等の介助・歩行等の移動の介助・
その他、付随する身体介助業務等。

求人票でご確認くだ
さい

札幌新聞輸送　株式会社 トラックドライバー（釧路町
／ワゴン車・２ｔトラック）

釧路市内、及び近郊の新聞販売店に新聞・折り
込みチラシを配送。配送先はほぼ固定されていま
す。印刷工場で積み込み新聞販売店に配送しま
す。

株式会社　タカフジ　釧路営業所

社会医療法人孝仁会　釧路孝仁
会記念病院

釧路市教育委員会

社会福祉法人　孝仁会　特別養
護老人ホームえぞりんどうの里

 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

01240- 1882931 59 250,000 8:30～17:30
2023/1/26 以 ～

正社員・釧路市 札幌市北区北１０条西４丁目１番４号 雇用 労災 健康 厚生 下 350,000

01240- 1886231 59 200,000 8:30～17:30
2023/1/26 以 ～

正社員・釧路市 札幌市北区北１０条西４丁目１番４号 雇用 労災 健康 厚生 下 300,000

13010- 9705131 64 175,000 8:50～18:20
2023/1/26 以 ～ 10:30～20:00

正社員・釧路町 東京都中央区銀座１－１６－１ 雇用 労災 健康 厚生 下 235,000 11:30～21:00

01090- 1127731 64 180,000 9:00～18:00
2023/1/30 以 ～

正社員・白糠町 白糠郡白糠町庶路２丁目４－３９ 雇用 労災 健康 厚生 下 250,000

01090- 1454031 159,600 8:30～17:30
2023/2/1 不問 ～ 12:00～21:00

正社員以外・厚岸町 厚岸郡厚岸町愛冠６番地 雇用 労災 健康 厚生 168,000

株式会社日本防災技術センター 消防用設備保守点検業務
並びに電気工事業務（釧
路）

屋内消火栓設備・消火器等の「消火設備」、自動
火災報知設備・非常放送設備等の「警報設備」、
誘導灯・救助袋等の「避難設備」の定期点等。

求人票でご確認くだ
さい 1

人

株式会社　ハピネス・アンド・ディ 店舗スタッフ（釧路店・正
社員）

＊ブランドバッグ・小物・ジュエリー・時計等、幸せな
プレゼント選びのお手伝いをする仕事です。

不問
1
人

株式会社日本防災技術センター 消防用設備点検等の技
術職リーダー（釧路）

屋内消火栓設備・消火器等の「消火設備」自動
火災報知設備・非常放送設備等の「警報設備」
誘導灯・救助袋等の「避難設備」の定期点検等。

求人票でご確認くだ
さい 1

人

事務職 ◎各自治体が行う「ふるさと納税」の事務受託がメ
イン業務。○自治体担当者や寄附されるお客様と
の電話やメール対応○ＰＣを利用した作業。

不問
7
人

シフトプラス株式会社　白糠営業
所

株式会社　オカモト　パブリックビジ
ネス　カンパニー（ネイパル厚岸）

施設運営スタッフ ◎当施設の施設管理と運営に関する業務○宿泊
する団体様とのスケジュールのやり取りや事業のサ
ポート。○体験活動の補助的な業務。

＊普通自動車運転
免許（通勤用） 1

人

就業地：管内その他の町村

令和5年2月3日
№5

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。）


