
(金)

求人番号
受理年月日
形態・就業地

01090- 3967331 157,000 8:45～17:00

2023/5/1 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

01090- 3672031 160,000 8:00～16:00

2023/4/12 不問 ～

正社員・釧路市 釧路市新橋大通１丁目２番２０号 雇用 労災 健康 厚生 200,000

01090- 3586231 59 148,000 8:30～17:15

2023/4/6 以 ～

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 148,000

01090- 3173531 150,300 8:30～17:30

2023/4/3 不問 ～

正社員・釧路市 釧路市住吉２丁目３番２１号 雇用 労災 健康 厚生 160,000

01090- 3176331 155,000 8:30～17:30

2023/4/3 不問 ～

正社員・釧路市 釧路市住吉２丁目３番２１号 雇用 労災 健康 厚生 255,000

01090- 3303731 64 185,000 8:30～17:30

2023/4/3 以 ～

正社員・釧路市 釧路市大楽毛５丁目１番１８号 雇用 労災 健康 厚生 下 215,000

01090- 3349131 200,000 8:15～17:15

2023/4/3 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- 2946231 127,600 9:00～17:00

2023/3/20 不問 ～ の間の7時間

正社員以外・釧路市 釧路市新橋大通８丁目１番７号 雇用 労災 健康 厚生 139,360 程度

01090- 2901931 64 160,000 8:15～17:15

2023/3/15 以 ～

正社員・釧路市 釧路市入江町９番１４号 雇用 労災 健康 厚生 下 190,000

01090- 2727031 158,472 8:30～17:30

2023/3/10 不問 ～ 7:00～16:00

正社員以外・釧路市 釧路市春採７丁目５番１号 雇用 労災 健康 厚生 171,252

01090- 4317931 920 8:30～17:30

2023/5/9 不問 ～ の間の6時間

正社員以外・釧路市 釧路市昭和中央５丁目２９番２３号 労災 950 程度

01090- 4225731 920 10:00～15:00

2023/5/2 不問 ～

正社員以外・釧路市 釧路市昭和南５丁目１８番１３号 雇用 労災 920

01090- 3732331 1,000 10:00～12:00

2023/4/14 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

令和5年5月12日
Tel(0154)41-1201

部門コード41#

一般社団法人　北海道地域福
祉コンサル

パ／支援員 ◎障がい者支援就労施設（Ｂ型）での支援業務です。○就
労支援（利用者様の作業の計画、推進、手芸品制作補助）
○生活支援（利用者様との面談、雑談、レクリエーション対
応）○支援記録等作成

＊普通自動車運転免
許　必須(AT限定可)

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。※主に機械浴（ストレッチャー・
リフト）による介助です。☆無資格の方、未経験の方応募歓
迎いたします。☆６０歳以上の方応募可能です。☆随時見学
歓迎です！ご希望の方は事前連絡して下さい。

不問

2
人

株式会社太平洋シルバーサービス
北海道

パ／日勤介護ヘルパー
（車両運転業務）

○通院に伴う送迎運転全般（一部付き添いあり）〇介護業
務（食事介助・排泄介助・移動介助）〇施設内・外の物品
管理、整理整頓作業等※先輩職員が丁寧に、ご指導させて
いただきます。※職場見学歓迎します（要事前連絡）※会社
規定による資格取得支援制度あり

＊普通自動車運転免
許　必須(AT限定可)
＊ホームヘルパー２級
あれば尚可＊介護職
員初任者研修修了者
あれば尚可

2
人

医療法人社団　あさひ会　みのる
の家

介護員（デイサービスセン
ター）

◎通所施設「あさひ会デイサービスセンター昭和」において利用
者に対する介護業務に従事していただきます。○入浴介助、
食事介助、排泄介助など○レクリェーションのサポート○利用
者の送迎添乗業務※就業日数・時間については相談に応じ
ます。※５０～６０歳代の方も活躍しております。

＊ホームヘルパー２級
必須＊介護職員初任
者研修修了者必須＊
普通自動車運転免許
（通勤用）

1
人

一般社団法人　ココロミクラフティ パ／生活支援員（ＫＣオー
ルズ）

◎成人した障がいのある方々のデイサービスです。日中活動の
他に、簡単な作業支援、利用者さんの見守り、入浴や食事の
介助を行っていただきます。○送迎業務（社用車ハイエイー
ス、他に軽自動車）もあります

＊普通自動車運転免
許　必須(AT限定可)
＊介護職員初任者研
修修了者あれば尚可
＊准看護師あれば尚
可

1
人

医療法人社団　支心 正／施設介護員（デイ
サービス勤務）

◎手厚い医療・介護サービスが必要な方が主に利用できるデ
イサービス（療養通所）での勤務となります。◎利用者定員最
大９名の小規模デイサービスでアットホーム的な職場環境で
す。◎デイサービス利用者の入浴介助、食事介助、身体的ケ
ア、送迎、レクレーションなどを行っていただきます。◎利用者
様の送迎あり普通自動車免許（ＡＴ限定可）必須です。

＊普通自動車運転免
許　必須(AT限定可)
＊介護福祉士あれば
尚可＊介護職員初任
者研修修了者あれば
尚可

1
人

株式会社　ハートピア 正／通所介護員（新川
町）

◇当社「デイサービス喜楽」において、介護業務全般を行って
いただきます。≪仕事内容≫○入浴・排泄・食事の介助○レ
クリエーションの企画・実行○利用者の送迎（付き添い）

不問

3
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。○利用者
の日常生活・リハビリ等に係る相談及びケアマネージャー・当施
設職員等との橋渡し。○理学療法士や柔道整復師等の施
術補助。〇送迎業務（ＡＴワゴン車利用）、その他付随業務。

＊普通自動車運転免
許　必須(AT限定可)
＊介護福祉士必須＊
社会福祉士必須＊社
会福祉主事任用資格
所持者でも可・

1
人

株式会社　優輪 事務員兼介護職員 ◎本部において事務及び介護業務を行っていただきます。○
書類の確認業務。○パソコンを使用しての書類の作成業務。
○電話対応・来客対応。○グループホーム・ヘルパーステーショ
ンなどの当社の事業所、介護職員としての介護職の補助業
務※資格支援制度あり※介護職員初任者研修（ヘルパー２
級）あれば尚可

＊普通自動車運転免
許　必須(AT限定可)

1
人

1
人

株式会社　こうれいらいふ 介護職員 ◎通所介護施設において、介護保険法に基づく介護予防業
務の補助業務に従事していただきます。〇機能訓練指導補
助・機能訓練指導員を補佐し、要介護、要支援の方へ、油
圧式マシン等を利用した機能訓練を提供します。〇食事、歩
行、トイレ、入浴介助〇利用者様の送迎〇施設清掃、器具
点検、その他の不随業務

＊普通自動車運転免
許　必須(AT限定可)
＊介護福祉士あれば
尚可

2
人

1
人

株式会社　優輪 正／ヘルパーステーション
管理者候補（住吉）

◎高齢者及び障がい者の訪問介護業務。○調理、清掃、
洗濯、買い物、薬の受取などの生活援助。○食事、入浴、
排泄、更衣などの身体介助。○通院時の見守り介助など。
〇ヘルパーステーション管理業務全般（請求業務、シフト作
成、人材育成など）※普通自動車免許２種、取得支援制度
あり（介護タクシー乗務可）

＊普通自動車運転免
許　必須(AT限定可)
＊介護福祉士必須＊
介護職員実務者研修
修了者必須

事業所名
所在地

職種名
加入保険

医療法人　扶恵会　釧路中央病
院

正／介護職員（通所リハ
ビリ）

〇通所リハビリテーション利用者の介護業務に従事していただ
きます。（１日３０人程度、介護職員９名）〇要支援者及び要
介護者への送迎添乗・食事・入浴・排泄等の介護やコミュニ
ケーション、余暇活動等。〇送迎車輌の運転（車種：ハイエー
ス・キャラバンどちらもＡＴ車）

＊普通自動車運転免
許　必須(AT限定可)
＊介護福祉士必須

＊普通自動車運転免
許　必須(AT限定可)

パートタイム

就業時間
求
人
数

フルタイム

年
齢

賃金

1
人

仕事の内容 免許・資格

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（利用
者様の作業の計画、推進、手芸品制作補助）○生活支援
（利用者様との面談、雑談、レクリエーション対応）○支援記
録等作成

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。） No.1



(金)

求人番号
受理年月日
形態・就業地

令和5年5月12日
Tel(0154)41-1201

部門コード41#

事業所名
所在地

職種名
加入保険

就業時間
求
人
数

年
齢

賃金仕事の内容 免許・資格

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）

01090- 3659531 64 1,000 9:00～17:00

2023/4/11 以 ～ の間の4時間

正社員以外・釧路市 釧路市新富町８番１６号 労災 下 1,200 程度

01090- 3592031 950 9:30～16:00

2023/4/7 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 労災 950

01090- 3387431 1,079 9:00～13:00

2023/4/4 不問 ～

正社員以外・釧路市 釧路市鶴ヶ岱２丁目２番５号 雇用 労災 1,129

01090- 3089631 1,000 8:30～12:30

2023/4/3 不問 ～ 13:00～17:30

正社員以外・釧路市 釧路市鳥取大通３丁目２１－１ 労災 1,000 13:30～17:30

01090- 3236231 950 9:00～16:00

2023/4/3 不問 ～ 10:00～17:00

正社員以外・釧路市 釧路市若竹町１８番１８号 労災 1,000

01090- 2972531 920 8:00～12:00

2023/3/22 不問 ～ 9:00～13:00

正社員以外・釧路市 釧路市幣舞町４番３０号 雇用 労災 920 13:00～17:00

01090- 2633431
920 9:00～13:30

2023/3/8 不問 ～ 12:30～16:30

正社員以外・釧路町 釧路郡釧路町河畔３丁目２番地　 労災
950 9:00～16:30

01090- 2289631 64
925 9:00～15:00

2023/3/1 以 ～ 10:00～16:00

正社員以外・釧路市 釧路市白樺台２－２５－１ 雇用 労災 下
925

特定非営利活動法人ゆめのき
介護サポートえるむ

介護職員 ◇小規模多機能型居宅介護事業に係る通所、訪問、サービ
スにおける介護業務全般＜通所＞ホール利用者様とのコミュ
ニケーションほか入浴・脱衣介助などがメインとなります。＜訪
問＞訪問先での掃除など。◇資格・経験なくてもやる気のあ
る方歓迎します。釧路ウィンズ（場外馬券場）からクルマで６～
７分の近距離にあります。

＊普通自動車運転免
許　必須(AT限定可)
＊ホームヘルパー２級
あれば尚可＊介護職
員初任者研修修了者
あれば尚可

1
人

医療法人社団　敬愛会　白樺台
病院

看護補助者 ◎入院病棟での患者さんの介護をしていただきます。○食事・
入浴・排泄・起床・就寝・着替えなど基本的な援助を行う仕
事です。○その他、業務に携わる業務。○まずは簡単な業務
から行っていただき、ベテラン職員の指導により、少しずつ覚えて
いただきますので、未経験でも安心して働けます。

不問

1
人

有限会社　ふれ愛 介護職員 ○デイサービスご利用者様への介護業務全般を行っていただ
きます。○主に食事・入浴・排泄の介助をしていただきます。○
送迎の同伴業務あります。（運転はありません）○レクリエーショ
ンの準備や開催など。

＊介護職員初任者研
修修了者あれば尚可
＊ホームヘルパー２級
あれば尚可

1
人

医療法人社団三慈会　釧路三
慈会病院

パ／介護職員 ◎当施設において介護全般の業務を行っていただきます。○
通所サービスにおける入浴、排泄、移動介助業務。○利用者
さんの送迎時の添乗業務。

＊普通自動車運転免
許　必須(AT限定可)
＊ホームヘルパー２級
必須＊介護職員初任
者研修修了者必須

1
人

社会福祉法人　釧路啓生会　釧
路鶴ヶ岱啓生園

介護員／パート（９：００
～）

◎特別養護老人ホームにおける介護業務全般を行っていただ
きます。・入居者とのコミニケーション・食事・入浴・排泄介助、
衣服着脱介助・車いす移動・移乗介助

不問

1
人

株式会社　あくしゅ パ／生活相談員 ◎高齢者向けデイサービスにて生活相談員業務を行って頂き
ます。○サービス利用相談や介護相談の受付対応○入居・
退去業務○通所介護計画などの作成○利用者の送迎業務
（使用車輌：セレナ・エスティマ等）○トレーニングのサポート

＊普通自動車運転免
許　必須(AT限定可)
＊介護福祉士必須＊
社会福祉士必須＊社
会福祉主事任用資格

1
人

株式会社　マイティーハート 訪問介護員 ◎訪問介護および介護予防訪問サービスに従事していただき
ます。〇食事・入浴・排泄・通院介助を行う身体介護や掃
除・調理・買い物等を行う生活援助が中心です。※利用者
様の訪問は自家用車を使用していただきます。（交通費は当
社規定により支給）※未経験の方も歓迎です。※就業日数・
時間については相談に応じます。

＊求人票でご確認くだ
さい

2
人

社会福祉法人　釧路市社会福
祉協議会

介助員（春採） ◇デイサービスセンターにおける介助業務及び事業運営補助
業務を行っていただきます。○高齢者の介護や生活援助を行
う業務○介護サービスでは、食事・入浴・排泄介助等、基本
的な生活が継続できるよう援助を行う業務○レクリェーションの
実施・支援○施設内清掃等管理業務

不問

1
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。） No.2


