
　　　

     ℡ (０１５４)４１－１２０１  部門コード４１＃

【その他の求人情報サービス】　

○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https://www.hellowork.mhlw.go.jp

★　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・釧路市中央図書館に置いてあります。　

求人番号
受理年月日
形態・就業地

01090-10978911 175,000 10:00～18:00

2021/11/18 不問 ～

正社員・釧路町 釧路郡釧路町曙３丁目１１番地３ 雇用 労災 健康 厚生 200,000

01090-10979111 64 180,000 8:30～17:00

2021/11/18 以 ～

正社員・釧路市 釧路市米町３丁目１番２５号 雇用 労災 健康 厚生 下 180,000

01090-10981511 18 168,000 9:00～18:00

2021/11/18 ～ ～ 6:00～15:00

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 64 183,000 11:00～20:00

01090-10982411 40 155,000 8:00～17:00

2021/11/18 以 ～

正社員・釧路町 ハローワークにお問い合わせ下さい 雇用 労災 健康 厚生 下 195,000

01090-10984311 128,080 9:00～18:00

2021/11/18 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 160,960 13:00～18:00

01090-10987111 165,900 8:30～17:15

2021/11/18 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 182,280

01090-10989811 59 155,000 9:00～18:00

2021/11/18 以 ～ 9:00～19:00

正社員・釧路市 釧路市白金町２番１３号 雇用 労災 健康 厚生 下 155,000

01090-10990411 177,480 8:45～17:00

2021/11/18 不問 ～

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 202,950

01090-10992311 59 138,020 9:45～13:15

2021/11/18 以 ～ 9:45～19:15

正社員以外・釧路市 釧路市昭和中央４丁目１０番７号 雇用 労災 健康 厚生 下 162,000

01090-10993611 64 155,000 8:15～17:30

2021/11/18 以 ～

正社員・釧路市 釧路市光陽町６番６号 雇用 労災 健康 厚生 下 175,000

01190-10360311 18 201,600 8:00～16:30

2021/11/18 以 ～ 16:00～24:30

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 健康 厚生 上 201,600

01010-41772811 35 181,490 8:50～17:10

2021/11/18 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

01090-10995111 64 200,000 2:45～8:00

2021/11/18 以 ～ 9:30～12:00

正社員・鶴居村 阿寒郡鶴居村雪裡原野１９８番地の１ 雇用 労災 健康 厚生 下 210,000 13:15～19:00

令和3年11月19日 (金)

年
齢

賃金

＊普通自動車運転免許
必須(AT限定可)

5
人

2
人

営業・営業技術（釧路
市・北見市・帯広市）

◎葬祭式場において、ホールスタッフの業務を行っていただきま
す。○葬儀企画進行＊祭壇設営、受付、書類手続き等の
補助＊通夜、告別式の司会＊火葬・収骨の案内等＊打ち
合わせ、納棺等○葬祭上での接客等※自社斎場完備して
います。※未経験者の方も指導しています。

1
人

◎釧路湿原野生生物保護センターの維持管理、除雪作業
等も含む、来館者対応の補助◎鳥類研究者等との連絡調
整◎希少野生動植物シマフクロウ等に関する野外調査及び
データ整理◎国指定釧路湿原鳥獣保護区釧路市、国指
定大黒島鳥獣保護区厚町、国指定ユルリ・モユルリ鳥獣保
護区根室市等における野外泊も含めた巡視

1
人

不問

1
人

＊普通自動車運転免許
必須(AT限定可)

就業時間

1
人

就業地：釧路市・釧路町

◎令和３年７月から開設した障がい児通所支援事業所での
お仕事です。○障がいをもつ子ども達への支援・送迎業務を
行って頂きます。

〇介護付有料老人ホームでの介護業務全般・食事、入
浴、排せつ、起床、就寝、衣服の着替え等基本的な生活が
継続できるように援助を行う業務と、洗濯、掃除、通院、買い
物等を援助したり代行したりする仕事です。

正／介護職員（歩歩はす
か）

求
人
数

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

＊普通自動車運転免許
必須(AT限定可)＊保育
士必須＊社会福祉士あ
れば尚可

フクダ電子北海道販売　株式会社 提案・販売からメンテナンスまでトータルサービスを行っていただ
きます。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。ルート営業を中心に担当エリアの医
師及び医療スタッフとコミュニケーションを図りながら、新製品の
提案、見積り、納品、設置、消耗品の補充等を行います。

1
人

合同会社　のーすぽーる　　児童デ
イサービス　のーすぽーる

保育士

釧路市役所

＊普通自動車運転免許
必須(AT限定可)

◎当社にて一般事務の業務を行っていただきます。○売掛
金管理業務。○パソコン入力。○来客対応・電話応対等。

不問

＊保育士必須＊社会福
祉士必須＊他の要件で
も申込可。詳細は市ホー
ムページを参照のこと。

1
人

1
人

1
人

1
人

2
人

＊看護師必須

◆パチンコロイヤル釧路店にてホール及びカウンター業務に従
事していただきます・お客様応対及びサービス（ご案内、遊び
方の説明等）・遊技台の簡単なメンテナンス、清掃業務・カウ
ンターでのお客様応対等～土、日、祝日勤務可能な方～
☆勤務日数、勤務時間、休日は相談に応じます☆☆正社
員への登用の途あり☆

1
人

株式会社　一六商事ホールディン
グス

店舗運営スタッフ【釧路
店】

株式会社　しまむら（ファッションセン
ターしまむら昭和店）

株式会社　コモフィー 正／薬局事務

医療法人　道東勤労者医療協会 パ／看護師（桜ヶ岡）

有限会社　トミーランド 正／酪農作業員

大倉工業株式会社 正／経理事務員 ◎経理・一般事務の業務をしていただきます。○経理関係
一般。○電話対応、来客対応。○パソコン（ワード・エクセル）
操作。○文書の浄書及び整理。

パ／店内スタッフ ◎商品の入荷（検品）、陳列、売り場管理からお客様の接
客、レジでの販売を行っていただきます。「主な業務」○商品
の検品作業、商品の陳列、売り場変更、商品と売り場の整
理。○商品の移送と値下げ処理、レジ接客業務、店内外の
清掃業務。

不問

就業地：管内その他の町村

◎当農場にて酪農作業を行っていただきます。○搾乳。○農
場作業（餌やり、育成、哺育、牧草他）○牛舎内清掃。○ト
ラクターオペレーター、農作業○ＴＭＲ（エサ作り）

＊普通自動車運転免許
必須(AT限定可)

有限会社　丸喜冠葬 正／葬祭業務一般

有限会社カネス

正／一般事務

児童厚生員（こども保健
部こども育成課）（白樺）

◎調剤薬局にて、受付業務・調剤補助業務全般に従事し
ていただきます。○患者様への受付事務、処方せんパソコン
入力。○電話対応。○調剤助手。

＊登録販売者（一般医
薬品）あれば尚可

◎診療所における看護業務一般・問診、採血、医療処置、
診察補助など

＊普通自動車運転免許
必須(AT限定可)

北海道地方環境事務所　釧路自
然環境事務所

自然保護官補佐（任期
付職員）（釧路湿原）

＊普通自動車運転免許
必須(AT限定可)

◎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。〇児童館及び児童センターの管理運営〇児童の健全
育成に係る地域活動の協力・推進・支援〇運営協力会、
母親クラブ、児童クラブ（父母会含む）など関係団体の育成
助長、支援及び連絡調整〇管理人との連絡調整

日刊 ほっと求人 フルタイム・季節

・ この掲載求人は、新着の一覧です。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。
・ すでに採用決定済み（求人取消）の場合もありますので、ご了承ください。
・ 応募する場合・・・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。
・ 求人条件が合わない・・・年齢条件など多少の求人条件は緩和できる場合がありますので、来所のうえ職業相談窓口にご相談ください。

・ 上記を含め求人内容の詳細はお気軽にハローワークにお問い合わせください。

ハローワークくしろマスコットキャラクター：つるまり

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。） 　　№1



     ℡ (０１５４)４１－１２０１  部門コード４１＃

【その他の求人情報サービス】　

○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https://www.hellowork.mhlw.go.jp

★　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・釧路市中央図書館に置いてあります。　

求人番号
受理年月日
形態・就業地

01090-10977611 950 10:00～18:00

2021/11/18 不問 ～ の間の4時間

正社員以外・釧路町 釧路郡釧路町曙３丁目１１番地３ 労災 1,100 以上

01090-10980211 900 9:00～16:00

2021/11/18 不問 ～

正社員以外・釧路市 釧路市住之江町４番２０号 雇用 労災 1,000

01090-10988711 18 1,067 23:00～24:30

2021/11/18 ～ ～

正社員以外・釧路市 釧路市入江町１－２ 労災 59 1,067

01090-10991011 1,224 8:45～12:30

2021/11/18 不問 ～

正社員以外・釧路市 釧路市治水町３番５号 労災 1,333

01090-10994911 950 17:00～22:00

2021/11/18 不問 ～ 18:00～22:00

正社員以外・釧路市 釧路市末広町３－５ 労災 1,100

01090-10996711 59 889 7:00～19:00

2021/11/18 以 ～ の間の4時間

正社員以外・釧路市 釧路市若竹町１２番１６号 雇用 労災 下 1,000 程度

01090-10997811 1,500 9:00～17:00

2021/11/18 不問 ～

正社員以外・釧路市 釧路市共栄大通９丁目２番 雇用 労災 1,500

01090-10998211 889 18:00～21:00

2021/11/18 不問 ～

正社員以外・釧路市 釧路市大町１丁目１ 労災 889

14150-19643411 1,000 9:00～17:00

2021/11/18 不問 ～ の間の3時間

正社員以外・釧路市 神奈川県横浜市青葉区新石川３－１５－１１ 労災 1,600 以上

株式会社ハクブン スタイリスト【北海道益浦
店】

カット・カラー・パーマの施術◆ブランクや年齢を気にされている
方、子育て中の方も大歓迎です。週１日、３ｈ～の勤務可研
修もあるので無理なく復職も可能です。※雇用期間は最初
６ヶ月、その後１年毎の契約となります。４年半後期間の定め
無しになります。

＊美容師必須

1
人

医療法人社団　明眸会カケハシ
眼科内科

パ／看護師 ◎眼科の外来、病棟の看護業務全般○診療の補助と療養
上の世話を通じて、病気や怪我の治療を受ける方の健康管
理業務。○一般状態の観察、バイタルチェック。○薬の管理
等。

＊看護師必須

1
人

株式会社東洋実業　釧路営業所 日常清掃員　（請） ○就業場所の事務所建物においての日常清掃業務○建物
内のテナント事務所や会議室、通路、トイレ等の清掃業務
（掃き掃除・拭き掃除・モップ掛け）及びゴミ回収等の作業

不問

1
人

株式会社　八千代本店 調理補助・洗い場スタッフ ○調理補助（盛りつけや簡単な調理等）○洗い物作業（食
洗機を使う場合もあり）○出前配達など☆未経験者歓迎・
ＷワークＯＫ

＊普通自動車運転免許
必須(AT限定可)

2
人

医療法人社団あさひ会　グループ
ホームまりもの家

介護員（パート） ◎「グループホームまりもの家」において、入居者の各部屋及
び共用スペースでの日常的な生活介助（着替え、食事、トイ
レ、洗濯、清掃等）を行っていただきます。その他に、食事の
際の配食、配膳などもあります。

不問

2
人

株式会社大宇総業 事務員 ◎売上金の集計業務（閉店後）※事務経験あれば尚可 ＊普通自動車免許（通
勤用）

1
人

医療法人　道東勤労者医療協会 パ／看護師（桜ヶ岡） ◎診療所における看護業務一般・問診、採血、医療処置、
診察補助など

＊看護師必須

1
人

就業地：釧路市・釧路町

合同会社　のーすぽーる　　児童デ
イサービス　のーすぽーる

パ／保育士 ◎令和３年７月から開設した障がい児通所支援事業所での
お仕事です。○障がいをもつ子ども達への支援・送迎業務を
行って頂きます。

＊普通自動車運転免許
必須(AT限定可)＊保育
士必須＊社会福祉士あ
れば尚可

1
人

ジン・フォト・アート　木村　輝実 ＤＶＤ製作・パッケージング ◎全国の印刷会社から送られてくる、卒業アルバムに入りきら
なかった写真のデータをＤＶＤにコピーする作業を行っていただ
きます。○ディプリケーターによるＤＶＤコピー。○盤面印刷。
○パッケージングして出荷。＊インスタグラムなどで写真データ
などの色補正をしたことがある方、フォトショップ・イラストレー
ター経験者優遇！

不問

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3年11月19日 (金)日刊 ほっと求人 パートタイム

・ この掲載求人は、新着の一覧です。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。
・ すでに採用決定済み（求人取消）の場合もありますので、ご了承ください。
・ 応募する場合・・・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。
・ 求人条件が合わない・・・年齢条件など多少の求人条件は緩和できる場合がありますので、来所のうえ職業相談窓口にご相談ください。

・ 上記を含め求人内容の詳細はお気軽にハローワークにお問い合わせください。

ハローワークくしろマスコットキャラクター：つるまり

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。） №2


