
(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- 1153331 922 8:30～16:15
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 労災 1,254

01090- 1162631 920 8:30～15:30
2023/2/1 不問 ～
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 920

01090- 1164131 922 7:15～15:00
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 976

01090- 1169431 920 10:00～16:00
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 1,200

01090- 1174831 922 10:00～17:00
2023/2/1 不問 ～ 13:00～17:00
正社員以外・釧路町 釧路郡釧路町別保１丁目１番地 公災 1,254

01090- 1180131 922 8:30～16:15
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 1,254

01090- 1181031 922 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 949

01090- 1182831 922 8:30～16:15
2023/2/1 不問 ～ の間の3時間
正社員以外・釧路町 釧路郡釧路町別保１丁目１番地 労災 1,254 以上

01090- 1184531 922 8:30～12:30
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 労災 949

01090- 1185431 992 8:30～17:00
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 1,332 程度

01090- 1186731 922 8:00～13:00
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 976

01090- 1187331 922 8:00～18:30
2023/2/1 不問 ～ の間の4時間
正社員以外・釧路町 釧路郡釧路町別保１丁目１番地 公災 922 程度

01090- 1188631 920 8:30～14:30
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 1,200

01090- 1189931 920 9:00～15:00
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 1,200

01090- 1190231 920 11:15～17:15
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 1,200

01090- 1191531 922 8:30～13:30
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 労災 976

01090- 1193731 920 8:30～14:30
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 1,200

01090- 1194331 1,077 8:45～12:15
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 公災 1,390

01090- 1195631 1,077 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 公災 1,390

01090- 1199831 922 13:00～17:00
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 949

釧路町役場 用務員【つくし保育所・光
和】

◎園内清掃業務◎その他園内雑務 ＊普通自動車運
転免許　必須(AT
限定可)

2
人

釧路町役場 保健師（東陽大通西） ◎母子に関する保健指導、訪問指導、健康教育
の実施◎小児に関する予防接種の指導及び事務
◎一般事務（書類整理、データ入力、印刷等）

求人票でご確認く
ださい 1

人

釧路町役場 管理栄養士（東陽大通
西）

◎母子に関する栄養相談・訪問指導・栄養教育の
実施◎一般事務（書類整理、データ入力、印刷
等）◎その他課内雑務。

求人票でご確認く
ださい 1

人

釧路町役場 特別支援教育支援員 ◎特別支援学級に在籍する児童及び普通学級に
在籍する発達障がいをもつ児童の支援や指導を行
う。

求人票でご確認く
ださい 11

人

北海道開発局　釧路開発建設
部

事務補助（幸町５）（８：３
０～）

◎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
3
人

北海道開発局　釧路開発建設
部

事務補助（幸町６）（９：０
０～）

◎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

北海道開発局　釧路開発建設
部

事務補助（西港１）（１１：
１５～）

◎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 児童館補助員【遠矢児
童館・遠矢】

◎児童館及び学童保育補助業務補助◎障がい
児対応◎年間行事の準備等◎その他館内業務等

＊普通自動車運
転免許　必須(AT
限定可)

1
人

北海道開発局　釧路開発建設
部

事務補助（貝塚２） ◎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 保育士（休暇代替）【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
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

求人票でご確認く
ださい 2

人

釧路町役場 小学校低学年学習支援
員（富原・遠矢）

◎小学校低学年（１・２年生）に対し、少人数指導
や補修等の学習支援や生活指導を行う。

求人票でご確認く
ださい 2

人

釧路町役場 調理員（休暇代替）【学
校給食センター】（富原）

◎釧路町学校給食センターにて、学校給食調理業
務の補助（調理補助・洗浄補助・その他雑務補助）

＊普通自動車運
転免許　必須(AT
限定可)

5
人

釧路町役場 用務員（学校給食セン
ター）（富原）

◎釧路町学校給食センター内外の清掃、食材廃
棄物処理、ダンボール等片付けに従事◎その他セン
ター内雑務

＊普通自動車運
転免許　必須(AT
限定可)

1
人

釧路町役場 調理員（学校給食セン
ター）（富原）

◎釧路町学校給食センターにて、学校給食の調理
業務と調理器具等の洗浄業務に従事◎町内小・
中学校等の給食（約１，６００食）を提供。

＊普通自動車運
転免許　必須(AT
限定可)

11
人

釧路町役場 調理補助員【つくし保育
所・光和】

◎保育所給食調理補助業務◎その他園内雑務 求人票でご確認く
ださい 1

人

北海道開発局　釧路開発建設
部

事務補助（幸町４）（１０：
００～）

◎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 事務補助員（町内図書
室）

公民館図書室において、図書の貸出や整理業務
（システム入力）等に従事。勤務場所は、とおや図
書室（河畔）又はせりち図書室（木場）。

求人票でご確認く
ださい 4

人

調理補助（６Ｈ）（桂恋） ◎保育園における休職調理補助です。○保育園
児童（定員４３名）の昼食の準備・おやつの調理を３
名で行います。○食器の洗浄等。

不問
1
人

釧路町役場 学校事務補助員 ◎学校事務職員の事務補助◎教材資料、事務
書類等の印刷、整理等業務◎来客対応業務

＊普通自動車運
転免許　必須(AT
限定可)

3
人

賃金 就業時間
求
人
数

就業地：釧路市・釧路町

3
人

令和5年2月3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

釧路町役場 調理員（米飯給食担当）
（富原）

◎釧路町学校給食センターにて、学校給食の調理
業務と調理器具等の洗浄業務に従事◎町内の
小・中学校等に給食（約１，６００食）を提供。

＊普通自動車運
転免許　必須(AT
限定可)

社会福祉法人　釧路緑ヶ岡学
園福祉会　本部

 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- 1203831 1,310 10:00～15:00
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 1,310

01090- 1338731 920 9:00～15:00
2023/2/1 不問 ～
正社員以外・釧路市 釧路市南大通２－１－１２１ 労災 920

01090- 1350231 1,000 10:00～15:00
2023/2/1 不問 ～
正社員以外・釧路市 釧路市新富町１２番６号 労災 1,100

01090- 1405031 980 8:30～10:00
2023/2/1 不問 ～ 15:00～16:30
正社員以外・釧路市 釧路市新栄町１２番１５号 労災 980

01090- 1434331 1,300 8:00～12:00
2023/2/1 不問 ～
正社員以外・釧路市 釧路市新橋大通３丁目２番１３号 労災 1,500

01090- 1443631 950 6:00～14:00
2023/2/1 不問 ～ 14:00～20:00
正社員以外・釧路市 釧路市栄町１０丁目７番 雇用 労災 950

01090- 1447831 1,000 6:00～11:00
2023/2/1 不問 ～ 13:00～18:00
正社員以外・釧路市 釧路市住之江町８番４号 労災 1,200

01090- 1450331 1,000 9:00～13:00
2023/2/1 不問 ～ 8:30～16:30
有期雇用派遣パート・釧路市 釧路市錦町５－３ 雇用 労災 1,000

13110- 2272531 1,000 7:00～9:00
2023/2/1 不問 ～ 7:00～9:45
正社員以外・釧路市 東京都荒川区西日暮里５－１５－７ 労災 1,000

01090- 1132231 64 1,300 9:00～18:30
2023/1/31 以 ～ の間の7時間
正社員以外・釧路市 釧路市桜ケ岡２丁目６番１０号 下 1,600 程度

01090- 1143431 920 18:00～20:00
2023/1/31 不問 ～
正社員以外・釧路市 釧路市錦町５－３ 労災 920

01090- 1144731 920 10:30～15:00
2023/1/31 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- 1148131 64 920 9:00～17:00
2023/1/31 以 ～ の間の6時間
正社員以外・釧路市 釧路市阿寒町新町２丁目９番５３－２号 労災 下 920 程度

01090- 1150531 64 930 8:30～18:30
2023/1/31 以 ～ の間の5時間
正社員以外・釧路市 釧路郡釧路町曙４丁目６番地６ 雇用 労災 下 930 程度

01240- 2131431 1,470 9:00～17:30
2023/1/31 不問 ～
有期雇用派遣パート・釧路市 札幌市東区北１４条東１５丁目３－５ 雇用 労災 健康 厚生 1,470

13060- 1706431 920 7:15～19:00
2023/1/31 不問 ～ の間の4時間
正社員以外・釧路市 東京都大田区蒲田５－３８－３ 労災 920 程度

01090- 1120931 1,089 9:00～12:00
2023/1/30 不問 ～
正社員以外・釧路市 釧路市城山１丁目１５番５５号 労災 1,089

01090- 1122031 920 14:00～18:00
2023/1/30 不問 ～
正社員以外・釧路市 釧路市文苑４丁目２番８号 労災 920

01090- 1124231 950 9:00～15:00
2023/1/30 不問 ～
正社員以外・釧路市 釧路市白樺台３丁目５番地３７ 雇用 労災 950

01090- 1125531 20 920 8:00～15:00
2023/1/30 以 ～
正社員以外・釧路市 釧路市錦町５丁目３番地 雇用 労災 健康 厚生 上 920

01090- 1130031 1,000 10:00～12:00
2023/1/30 不問 ～ 12:45～15:00
正社員以外・釧路市 釧路市鳥取南７丁目２番１０号 労災 1,100 10:00～15:00

04010- 6851131 960 9:20～20:10
2023/1/30 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

01010- 4305931 920 8:00～17:00
2023/1/27 不問 ～
正社員以外・釧路市 札幌市中央区南１条東１丁目３番地 雇用 労災 920

株式会社　デンコードー　［ケーズ
デンキグループ］

家電店の店頭品出し・店
内軽作業【釧路本店】

◎仕事内容店内軽作業（倉庫での商品入出荷・
仕分け、店頭での品出し、荷運び、簡単なＰＣ操作
などをお願いします）

不問
2
人

北日本ビル管理　株式会社 設備管理（釧路市） １．巡回業務設備の点検、運転、検針、オーナー対
応２．設備異常を受けた場合の一次対応３．鍵管
理、鍵開閉業務、その他。

求人票でご確認く
ださい 1

人

三ッ輪土地ビルディング　株式会
社

清掃員（８時～１５時） ◎ビル内の主に共有部分の清掃業務。〇室内、廊
下、階段等の掃き、拭き掃除。○トイレ掃除。○同
ビル飲食店内の掃き、拭き掃除。

不問
1
人

社会福祉法人　アシリカ 入浴介助スタッフ ◎通所利用者の入浴介助業務〇衣類の着脱介
助〇入浴介助（１日最大５名まで）〇入浴後の浴
室の清掃業務※入浴介助は２名１組で行います。

不問
2
人

有限会社　ふみぞの薬局 調剤事務 〇受付業務〇電話対応〇パソコン入力業務〇清
掃業務他〇年１回棚卸しあり。

不問
1
人

学校法人横田学園 幼稚園教諭補助 ◎幼稚園での生活全体を通して、子どもたちの心
身の発達を促すための教育を行っていただきます。

求人票でご確認く
ださい 1

人

株式会社　オアシスＭＳＣ 売店スタッフ（釧路市） ○病院内の売店ですレジ・品出し・陳列・売場の整
理整頓等慣れてきたら発注等もお願いします。

不問
1
人

国立大学法人　北海道教育大
学教育学部釧路校

給食調理員（桜ケ岡） ◎給食調理全般。○副菜の調理・配膳。○食器
洗浄・消毒。○給食室及び設備の洗浄・消毒。○
教室への配送。○その他、付随した業務全般。

＊調理師あれば
尚可 1

人

有限会社　兼芳新潟屋　前商
店

パ／食肉加工・販売補
助（文苑）

◎主に当社特製の肉まん製造や食肉（味付ジンギ
スカンなどの焼き肉用の肉）の加工などの補助業務
を工房内で行っていただきます。

不問
3
人

株式会社　アシタバ 移動献血車運転・受付接遇・
その他付随する業務（釧路市）

移動献血車（大型・マイクロバス）を運転し、各献血
会場（企業団体・役場・ショッピングモール）への巡
回・現地での受付接遇業務。

＊大型自動車免
許必須 1

人

不問
1
人

株式会社　福原　釧根地区本
部

チェッカー（１０：３０～）
（中園店）

◎当店にてチェッカー業務全般をおこなっていただき
ます。○レジ業務全般○カウンター業務○品出し補
助。

不問
1
人

アカム木工株式会社 木材加工 ◎木材加工作業の一部（ペーパーがけ・商品梱包・
事務作業など）を行っていただきます。

＊普通自動車運
転免許　必須(AT
限定可)＊（通勤
用）

1
人

ひらい歯科クリニック　院長　平井
尚哉

歯科衛生士 ◎当歯科クリニックにて歯科衛生士業務を担当して
いただきます。○主に、にスケーリング、ＳＲＰやＳＰＴ
といった口腔衛生管理。

求人票でご確認く
ださい 2

人

釧路ワークアクト株式会社 食器洗浄業務（１８：００
～）（錦町）（請）

◎ＡＮＡクラウンプラザホテルにて、レストランの食器
洗浄業務。○自動食器洗浄機を使った食器洗浄
業務

釧路ワークアクト株式会社 一般事務（南浜町）（派） ◎労働組合事務所にて現金出納・保険の窓口・
電話来客応対等を担当していだだきます。

不問
1
人

株式会社　日本ヒュウマップ 清掃／ダイナム釧路宝町
店

パチンコ店内の清掃作業・床清掃・パチンコ台の拭
きあげ・ゴミ回収・灰皿清掃・トイレ清掃など。

不問
2
人

クリーンメンテック　株式会社 施設管理・巡回業務（錦
町）（請）

◎施設内にて、設備管理・巡回業務。〇電気設
備及び空調設備管理（定期巡回・確認業務）、
他。

求人票でご確認く
ださい 2

人

株式会社ｈｉｎｄ　ケアホームはる
あゆか

訪問介護員 ◎要介護及び要支援の入居者に対する訪問介護
サービスの提供

不問
2
人

特定非営利活動法人　縁 パ／送迎運転職員（デイ
サービス）（豊川町）

◎当法人デイサービスご利用者様の送迎運転業務
に従事。○主にワゴン車の運転業務※冬期間にお
いて積雪状況に応じ、早朝に除雪作業。

求人票でご確認く
ださい 1

人

新橋なかやクリニック 正・准看護師 ◎当クリニックでの外来看護業務全般。○医師が
診断や治療を効果的に進められるよう、診療や検
査・処置を補助する業務です。

＊看護師必須＊
准看護師必須 1

人

第一環境　株式会社　北海道
支店　釧路事務所

水道メーター検針員 ◎釧路市内の水道メーターを検針する業務です。
○水道メーターの検針業務。○検針票（お知らせ
票）発行業務。○その他、付随する業務。

＊普通自動車運
転免許　必須(AT
限定可)

2
人

橋谷株式会社　釧路出張所 配送補助 ◎業務用の砂糖や小麦粉、そば粉等の卸しをして
いる会社です。◎取引先に商品をお届けする配送
スタッフの補助的な業務をして頂きます。

求人票でご確認く
ださい 1

人

北海道開発局　釧路開発建設
部

看護師 ◎健康管理医の介助。◎健康相談等。◎インフル
エンザワクチン予防接種。◎採血等。

＊看護師必須＊
准看護師必須 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

令和5年2月3日
№2

 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

01050-  370331 1,500 6:00～9:00
2023/1/27 不問 ～ 15:00～18:00
正社員以外・釧路市 北見市北１条東２丁目２番地 労災 1,800

01090- 1107831 920 9:00～17:00
2023/1/27 不問 ～ の間の4時間
正社員以外・釧路市 釧路市星が浦大通３丁目９番３５号 労災 930 以上

01090- 1108231 960 9:00～17:00
2023/1/27 不問 ～ の間の4時間
正社員以外・釧路市 釧路市星が浦大通３丁目９番３５号 労災 960 以上

01090- 1109531 930 8:00～19:00
2023/1/27 不問 ～ の間の4時間
正社員以外・釧路市 釧路市星が浦大通３丁目９－２６ 労災 1,284 程度

01090- 1110331 920 7:30～10:00
2023/1/27 不問 ～ 7:30～10:15
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 7:00～10:00

01090- 1111631 920 10:00～13:00
2023/1/27 不問 ～ 10:00～13:30
正社員以外・釧路市 釧路市春採７－１－６９ 労災 920 10:00～15:30

01090- 1114031 1,119 8:45～15:45
2023/1/27 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

01090- 1115831 920 5:00～10:30
2023/1/27 不問 ～
正社員以外・釧路市 釧路市星が浦大通３丁目８番１８号 雇用 労災 健康 厚生 920

01090- 1081431 1,000 8:30～10:30
2023/1/26 不問 ～ 15:15～17:15
正社員以外・釧路市 釧路市鳥取南７丁目２番１０号 雇用 労災 1,000

01090- 1083331 920 8:00～21:00
2023/1/26 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- 1085931 1,300 8:30～17:30
2023/1/26 不問 ～ 13:30～17:30
正社員以外・釧路市 釧路市文苑１丁目４１番１１号 労災 1,600 8:30～12:30

01090- 1089231 18 950 19:00～7:00
2023/1/26 以 ～
正社員以外・釧路市 釧路市桜ケ岡６丁目２番２０号 労災 上 1,000

01090- 1090731 950 7:00～10:00
2023/1/26 不問 ～
正社員以外・釧路市 釧路市桜ケ岡６丁目２番２０号 労災 950

01090- 1093931 920 8:00～12:00
2023/1/26 不問 ～
正社員以外・釧路市 釧路市入江町９番１４号 雇用 労災 920

01090- 1094131 1,046 13:00～18:00
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 1,325

01090- 1101731 1,380 9:00～17:15
2023/1/26 不問 ～ の間の5時間
正社員以外・釧路市 釧路市昭和１９０番４４６２ 労災 1,480 程度

01090- 1102331 920 5:30～11:00
2023/1/26 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 労災 920

01190-  858931 18 920 8:00～15:30
2023/1/26 以 ～ 15:00～22:30
正社員以外・釧路市 ハローワークにお問い合わせ下さい 労災 上 920

13010- 9584431 1,200 9:00～21:00
2023/1/26 不問 ～
正社員以外・釧路町 東京都中央区銀座１－１６－１ 労災 1,200

01090- 1140831 62 920 9:00～16:30
2023/1/31 以 ～
正社員以外・白糠町 釧路市若竹町８－２０ 労災 下 920

株式会社　ハピネス・アンド・ディ 店舗スタッフ（釧路店／
パート）

＊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

ディカス株式会社 パ／厨房スタッフ（早番ス
タッフ）（特養きんれんかの
里）

◎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
1
人

駐車場スタッフ【釧路市】 ◆パチンコ店駐車場にて警備業務に従事していただ
きます・駐車場内のごみ拾い等・のぼり・パイロンと
ポールの設置・駐車場内の雪かき。

不問
1
人

釧路市役所 児童厚生員（こども育成課）
（昭和中央）育休代替

◎釧路市児童館・児童センター・放課後児童クラブ
において、児童厚生員・放課後児童支援員として
勤務していただきます。

求人票でご確認く
ださい 1

人

医療法人　豊慈会介護老人保
健施設　老健くしろ

看護師（正・准）（老健く
しろ）

◎老健くしろにおける看護業務全般。○経管栄
養、点滴、採血などの医療的な処置○医師の指
示による投薬、注射、血圧・体温測定、他。

求人票でご確認く
ださい 1

人

合同会社　愛悠会 パ／生活支援員（昭和
南）

◎共同生活補助施設にて生活支援員を担当。具
体的には、グループホームという制度で一軒の家に利
用者さんが数名で生活するスタイルです。

＊普通自動車運
転免許　あれば尚
可(AT限定可)

1
人

医療法人社団　支心 用務員 事務所や施設の内外作業（清掃、草むしり、窓拭
き、簡単な補修、営繕、洗車、タイヤ交換等）をして
いただきます。

＊普通自動車運
転免許　必須(AT
限定可)

1
人

みよし内科クリニック　三好　克枝 パ／看護師（正・准） ○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）○他、院内業務。

求人票でご確認く
ださい 2

人

合同会社　愛悠会 パ／夜間支援員（昭和
南）

◎共同生活補助施設にて夜間支援員を担当。具
体的には、グループホームという制度で一軒の家に利
用者さんが数名で生活するスタイルです。

＊普通自動車運
転免許　あれば尚
可(AT限定可)

1
人

社会福祉法人　アシリカ 送迎運転手 ◎当施設ご利用のお客様の送迎業務。○通所利
用者の送迎業務（使用車両は主にハイエース）○使
用した車両の清掃・給油業務「介護」

＊普通自動車運
転免許　必須(AT
限定可)

2
人

社会福祉法人　釧路創生会
本部事務局

パ／介護員（さくらの里） ◎さくらの里において入居中のお客様の介護全般業
務を行っていただきます。○食事介助・入浴介助・
排泄介助等の業務○施設行事等業務。

求人票でご確認く
ださい 3

人

北海道　釧路総合振興局 事務補助員（会計年度
任用職員）（幸町）

◎確定申告会場での事務補助員としての業務で
す。〇釧路税務署内の確定申告会場で職員の補
助業務を行っていただきます。

不問
2
人

ディカス株式会社 パ／厨房スタッフ（早番・
湿原の里）（請）

◎老人ホーム湿原の里の厨房で、入所者様他に提
供する食事の調理に係る業務に従事。〇盛り付
け。〇配膳。〇食器洗浄。〇厨房内の清掃。

不問
1
人

協和総合管理　株式会社　釧
路支社

清掃員（フクハラ各店舗）
（請）

◎フクハラ各店舗の清掃業務。○営業開始前の清
掃業務。○店内・ホールの掃き掃除・拭き掃除業
務。○風除室内の掃き掃除、他。

求人票でご確認く
ださい 2

人

株式会社　西松屋チェーン　釧
路春採ＳＣ店

販売員 ◎「西松屋チェーン釧路春採ＳＣ店」販売に関する
一連の業務を行っていただきます。○値付け、品出
し、陳列、レジ精算業務。

不問
1
人

社会医療法人孝仁会　老人保
健施設　星が浦

介護福祉士 ○利用者の方々に食べる、眠る、入浴する、排泄
する、衣服を着脱するなど、基本的な生活を継続で
きるように介護サービスを行います。

＊介護福祉士必
須 1

人

社会医療法人　孝仁会　ヘル
パーステーションはまなす

介護職員又は介護福祉
士

○介護や生活の援助を行う。○介護サービスでは、
食べる・眠る・入浴する・排泄する衣服の奪着するな
ど基本的な生活を継続できるよう援助。

求人票でご確認く
ださい 2

人

株式会社　ケア・プロセス 介護ヘルパー（釧路市） ◇高齢者向けの住宅における介護業務全般・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、付随業務。

求人票でご確認く
ださい 2

人

社会医療法人孝仁会　老人保
健施設　星が浦

介護職員 ○利用者の方々に食べる、眠る、入浴する、排泄
する、衣服を着脱するなど、基本的な生活を継続で
きるように介護サービスを行います。

求人票でご確認く
ださい 1

人

株式会社　介護サービスこころ 介護員（白糠） ◎当デイサービスで介護員として従事していただきま
す。○ご利用者様の介護支援業務全般○ご利用
者様の送迎業務※送迎業務には社有車を使用。

＊普通自動車運
転免許　必須(AT
限定可)

1
人

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

就業地：管内その他の町村

 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。）


