
こんな人材を求めています！HPはこちらから

土木・建設・
建築・設備

プライドを持って地元で叶える
誰かがやらなくてはならない仕事

綜合設備株式会社

夢に向かって成長する毎日を会社がバックアップ！

代表取締役亀岡  孝

〒���-����釧路市入江町�-��
����-��-����
����-��-����

http://sougou-setsubi.co.jp/
昭和��年�月
��名
冷暖房・空気調和・給排水衛生設備設計工事など

所在地
T E L
F A X

H P
設 立
従業員数
事業内容

��、��代の若手も多い職場です。周囲とのコミュニケーションを楽しみながら、休日でも自分を磨くような好奇心旺盛な人材を待っています！

　生活におけるライフラインを担う、上下水道、給排水、冷暖房といった空調設備工事全般
を行っている「綜合設備」。設立した1961年以降、愛国浄水場や市立釧路総合病院など多
くの公共施設を手がけています。公共事業が占める割合は全体の６割ですが、その後の
メンテナンスまで丁寧に対応することで他企業との差別化や品質向上などに取り組んで
きました。「綜合設備」が若い世代へ引き継いできたのは、誰かがやらなければならない
ライフラインを守っていくという姿勢です。そのために小さな仕事でも迅速かつ誠実に取
り組むことで５年後、10年後に思い出してもらえるよう地道な取り組みを行ってきました。
　空調設備はそれぞれの施設に合わせたオーダーメイド。現場の担当者が担う図面
や建築資材の選び方ひとつで、売上げなどが大きく変わります。そのため異業種交流
などで社員が企業代表となって考えられる人材づくりに取り組んできました。建設業
界のICT化も若い世代を中心に行い、工事現場をオンラインで確認する取り組みも実
施。行政へ積極的に説明を行うことで、品質向上と社員の職場改善へつなげていま
す。地域に根ざしたライフラインに関わる企業として、若い人たちが地元へ返りたくな
る会社づくりに取り組んでいます。

　自ら図面を書き、建築資材をひとつず
つ選ぶものづくりの現場なので、工事
を終えた後の達成感は格別！年齢の
近い先輩たちを頼りに、無理のない
範囲で現場に慣れるところから始め
てください。当社ではタ
バコを吸っていない人や
体脂肪率が10％以下の
人などに健康手当を支
給する取り組 み なども
行っています。2017年に
は社屋を新築し、女性も
働きやすい環境に配慮し
ました。夢に向かって、新
しいことへ挑戦する毎日
を楽しんでください。

こんな人材を求めています！

土木・建設・
建築・設備

中標津
網走

本社

根室札幌
滝川

営業所

〒���-����釧路市材木町��番��号
（����）��-����
（����）��-����

※只今更新中
昭和��年�月��日
��名
消防・防災設備の設計・施工・保守、防災用品の販売、宅配水クリクラの販売

地域社会の人命や財産を
災害から守る仕事。

中央防災システム株式会社

技術より、まずは人柄が大切

　
T E L
F A X

H P
設 立
従業員数
事業内容

代表取締役社長𣳾𣳾𣳾𣳾𣳾𣳾

大学の工学部や専門学校の卒業でなくても、一から基礎を学び、一歩一歩スキルアップができる会社です。資格取得に応じて手当もアップしますよ。

　中央防災システムでは「最新の防災設備で最上の安心感を!!」をモットーに、地域社
会の人命や財産を火災・災害から守る消防設備全般及び弱電設備の設計・施工・保守
や、備蓄用宅配水「クリクラ」の販売を行っています。釧路市はじめ道東エリア全域、札
幌市や滝川市等に拠点があり、病院や学校などの公共施設、工場や企業などの防災
全般に寄与しています。
　弊社で働くスタッフは、防火、防災設備の工事・取り扱いに関する各種資格はじめ、
電気や通信、管工事等、様々な資格取得が求められ、それらの免許取得や現場での熟
練度に応じて、仕事のステージが上がっていきます。
　しかし、最初から高いスキルを持った新人などいません。弊社ではまずは「社交性の
ある人」「挨拶がキチンとできる人」といった人柄や素養を重んじ、各部署でその人の
適正を確かめながら、スキルアップをはかる人材育成に努めています。
　先輩後輩、人間関係の風通しも良く、技術者として研鑽する機会を、会社は温かく応
援しています。社会の安全・安心をサポートする弊社で、あなたも活躍してみませんか。
　

　弊社は今年、創業50周年を迎え
ました。𣳾域の安全と安心、快適な
生活を技術とサービスで支える企
業として、業界をリードしています。
弊社の業務は知識や技
術の専門性を求められま
すが、人間性というか、や
はり社交性のある人ほ
ど、まわりから可愛がら
れ、伸びていく傾向にあ
ると想います。技術と人
柄は一見、相反する資質
に思えますが、その人が
バランス良く伸びていけ
る社内環境を弊社では大
切にしています。

本社所在地

5 th
Anniversary
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こんな人材を求めています！HPはこちらから

土木・建設・
建築・設備

　賃貸でも売買でも、お客様にとっては大切な人生の
転機。私たちはライフプランや予算を汲み取りながら
時間をかけて相談に応じています。戸建型宿泊施設の
受付や管理を行える人材を探していますが、３ヶ月間
の一般教養を学ぶ研修後に適正を見極め希望も聞き
部署を決めていきます。社員一丸となった連携を大切
に して い る の で 、
チ ー ムプレ ーで 仕
事 をする 楽しさも
学 べ ま す。年 に１
度、美しい道東の景
色 を一 望 できる登
山研修も実施中！

「住」をトータルプロデュース
夢につくすライフスタイルを提案

有限会社 つくしグッド住まいる

生活の基盤である「住」の力で釧路の快適生活を応援

代表取締役 工藤 利昌

〒���-���釧路市昭和南�-��-��
����-��-����
����-��-����

https://www.tsukushi.info
平成１６年７月
�名
住宅の建設・リフォーム、不動産物件の管理・売買、賃貸など

所在地
T E L
F A X

H P
設 立
従業員数
事業内容

SNSでいろんな発見を発信したい人、得意な英語を接客業で活かしてみたいという人、大募集！どの部門においても、女性が多く活躍できる職場です。

　「あなたの夢に“つくし”ます」を社名由来とし、釧路管内において一般住宅建築、不
動産業、旅館業を行う「つくしグッド住まいる」。住まいをトータルプロデュースする会
社でありたいと、独自の一貫したライフスタイルを提案しています。
　一般住宅建築におけるコンセプトは、プラスアルファーの要素である非日常空間「つ
くしスペース」を設けて人生の楽しみを広げる住空間の提案です。「つくしグッド住まい
る」が得意とする平屋住宅でも、中二階を設けて遊び心を加えた「平屋＋ａシリーズ」
が発売以来の人気を博しています。不動産業では賃貸の自社物件が200戸、また土
地・建物合わせて釧路管内にある20件以上の売買物件を管理しています。宿泊業では
鶴居村に３棟の戸建型宿泊施設を営業。冬期は鶴を目当てに訪れる、国内外からの旅
行者で賑わいます。
　「つくしグッド住まいる」の基本スタンスは、幅広い住空間のスペシャリストであるこ
とです。そのため徹底したヒアリングや丁寧な対応を心がけ、建築・資産運用などの大
切な場面でも、頼りにしてもらえる会社づくりを目指します。今後は旅館業にも力を入
れ、釧路の発展と価値向上にもつながる事業を展開していきます。

こんな人材を求めています！HPはこちらから

土木・建設・
建築・設備

これからの���年を築く釧路の創り手を育む

村井建設株式会社

若手職員がノビノビと働ける職場環境を目指して

取締役社長室長村井 剛大

〒���-����釧路市住之江町��-��
����-��-����
����-��-����

http://www.muraikensetsu.com
大正��年��月
��名
建築・土木・舗装・港湾など建設工事全般

所在地
T E L
F A X

H P
設 立
従業員数
事業内容

元気と学ぶ姿勢のある社員を求めています。地元の高校を卒業した先輩たちが多い会社です。仕事内容や知識は入社後ゆっくりと身に付けていきましょう。

　「村井建設」は、発注者より工事を受注し、請負者として現場の指揮を行う総合建設
業者です。阿寒町雄別炭鉱の村井組を起源に持ち、1921年の創業から現在まで釧路・
根室管内のさまざまな工事を完成させてきました。2021年には創業100周年を迎えま
す。公共工事が６割を占め、学校・病院・消防庁舎などの公共施設、港湾整備などの土
木工事、道路の舗装工事などを手がけています。釧路で唯一、建築・土木・舗装を一手に
担う企業として、「地域社会へのより良い共生」を経営理念に掲げ、発展してきました。
　2020年度からは職員のモチベーションを高めるため、人事評価制度、キャリアデザ
イン制度を導入。職業人生を主体的に構想し、性格・経験・スキルに合わせた人材育成
プログラムが受けられます。また福利厚生の各種サービスが受けられる「パレットくし
ろ」にも加盟し、働きやすい職場環境を目指しています。
　次の100年に向けて「村井建設」が目指すのは、釧路に帰りたいと思わせる企業とし
て、地域づくり・人づくりを行うことです。釧路・根室の街が災害を受けた場合、建設会
社はいち早い復旧に向けて尽力します。いざというときに迅速な対応ができる地域で
あり続けるためにも、多くの次世代技術者を育んでいきます。

　建設業は完成したときの達成感が醍
醐味！請け負う工事は公共施設も多
いので、訪れた際は建設当時のさま
ざまな思いがよみがえり、感慨深いも
のがあります。経験を重ねるほど、釧
路の街づくりを担っている
実感が増す仕事です。当社
は新入職員フォローアップ
に力を入れており、社内講
習などでの密な若手交流
を行ったり、道内にある建
設関連企業の若手が学び
を深める「中小企業大学
校」にも参加しています。
刺激を楽しみながら、共に
成長していきましょう！
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HPはこちらから こんな人材を求めています！

土木・建設・
建築・設備

まずは仕事を楽しみに来てください。

　石川板金は、金属板屋根や外壁、建築製作金物の設計・製作・施工を行う専門企業で、本社を置く
中標津をはじめ、釧路、恵庭の道内3拠点で事業展開しています。建物に欠かせない屋根づくりは、職人の
高い技術と経験が求められ、優れた技術集団に裏付けされた弊社の仕事は、業界でもトップクラス
と高い評価と信頼を得ています。それゆえ弊社にとって人材は宝です。優れた板金マンを大切に育て
企業が発展していくことで、社員や家族の豊かで安定した暮らしを叶えていきたいと考えています。

建設業と聞くと「キツイ、キタナイ、キケン」といった3Kをイメージする方も多いと
思いますが、弊社では働き方改革に力を入れ、世の中に「貢献、感謝」また
社員の「幸福」に寄与する良いイメージの3Kを目指しています。
そのために私たちは、まず仕事を楽しんでいます。
生き生きとしている人は、仕事にやりがいを感じ楽しんでいます。
仕事を楽しみ、プライベートも充実した日々を過ごしましょう。

所在地
T E L
F A X
M A I L

H P
設 立
従業員数
事業内容

ともに働く仲間として楽しく仕事をして、私たちが目指す業界のイメージづくりに共感できる人。

〒���-����釧路市星が浦南�丁目�-��
（����）��-����
（����）��-����
kushiro@ishikawabankin.com

https://www.ishikawabankin.com
昭和��年�月
��名（企業全体��名）
総合板金工事業

釧路支店長山田 孝志

石川板金株式会社
世の中、屋根が無けりゃ始まらない

釧路支店

HPはこちらから こんな人材を求めています！

若々しく、気のいい仲間たちと一緒に

　石川金属工業は、金属板屋根などの施工を専門に行う石川板金（株）のグループ企業で、主に建物金物の
製造・加工及び施工を行っている会社です。釧路に事業本部を構え、工場では先進的な各種機械と
専門的技術を駆使し、デザイン性が求められる内外装パネルや手摺り、階段、モニュメントなどを
製造。そのほとんどが特注品となるため、経験を重ねるほど高い技術を得られ、センスも
磨かれます。

　入社したスタッフは皆、日々研鑽し金属加工のプロになるためのステップを
一歩ずつ上がっていきます。職場は環境の整った屋内施設、親身な教育
指導の下、専門的技術や知識が効率よく身につき、本人のやる気次第で
資格も早く取得し活躍できます。人数の少ない会社ですが、20代から30代の
社員が多く、皆先輩に負けじとスキルを磨き切磋琢磨しております。

所在地
T E L
F A X
M A I L

H P
設 立
従業員数
事業内容

何事も明るく元気に取り組み、責任をしっかり持ち、金属加工のプロフェッショナルを目指したい人。

〒���-����釧路市星が浦南�丁目�-��
（����）��-����
（����）��-����
i.eigyouhonbu＠ishikinzoku.com

https://www.ishikawabankin.com
昭和��年��月
��名
総合板金工事業

総務部木原 俊幸

石川金属工業株式会社
幅広い分野の建物金属を手がける仕事

釧路支店

土木・建設・
建築・設備

HPはこちらから こんな人材を求めています！

土木・建設・
建築・設備

地域の暮らしを支える仕事です！私たちと一緒に成長しましょう！！

　東工業株式会社は創業以来、「地域と共に歩む企業」をモットーに、豊富な経験・実績から培われた
技術力・ノウハウをもとに、公益事業の一翼を担う企業として社会基盤の整備に積極的に取り組んで
まいりました。
　官庁・民間を問わず、土木、舗装工事、砕石生産販売、産業廃棄物受け入れ等、お客様の多様化する
ニーズに今まで培ってきた道路舗装技術を結集してお応えすることで明日への豊かな暮らしを支える
社会基盤の整備に貢献してまいります。

創業以来培ってきた実績と信頼は、他ならないスタッフ一人ひとりの力の賜物です。
弊社はスタッフをどうバックアップするかを考え、
働きやすくスキルアップできる環境づくりに力を注いでいます。
スタッフ一人ひとりがやりがいを感じながら存分に力を発揮できることは、
組織の発展に必要不可欠です。
安心して長く活躍できる環境で、あなたの力を待っています。
私たちと一緒に働きましょう！

所在地
T E L
F A X

H P
設 立
従業員数
事業内容

土木技術者やプラントオペレーターなど。
〒���-����釧路市材木町��番��号
（����）��-����
（����）��-����

http://www.azumakougyou.co.jp
昭和��年��月��日
��名
土木一式工事、舗装工事、砕石販売、産業廃棄物受入

工事部工事課谷川 　徹

東工業株式会社
地域を熟知し、地域を愛し、
地域とともに成長する企業。

HPはこちらから こんな人材を求めています！

土木・建設・
建築・設備

お客様と一緒に作り上げる木の家。笑顔が溢れる家を作りませんか？
　ウッディークラフトは、創業以来一貫して木にこだわってきました。小さな
ログハウスの設計・販売からスタートし、土木資材の製造、輸入ログハウス
から現在は木造在来住宅、オーダー家具や建具の制作まで手掛けていま
す。お客様のライフスタイルに合わせた住まいを家づくりのプロとしてお届
けしています。未経験の方から、今までの経験を活かしたい方までご応募お
待ちしています。私たちと一緒にお客様が満足する家を作りましょう。

所在地
T E L
F A X
M A I L

H P
設 立
従業員数
事業内容

・チームワークを大切にする方・素直で向上心のある方・仕事に責任感を持ち、正確な作業を心がけられる方

〒���-����釧路市昭和中央�丁目��-��
（����）��-����
（����）��-����
info@woody-craft.co.jp

woody-craft.co.jp
平成8年5月
32名
注文住宅・注文家具・注文建
具・土木資材

ホームアドバイザー宇津木 智崇

ロゴ
株式会社 ウッディークラフト

木をとおして
人の役に立ちたい。
　中標津町・釧路市・北見市で、注文住宅を中心に建設・販売を請け負っています。住宅は、お客様に
とって人生での一番大きな買い物です。私たちは木の特性を活かしたオリジナリティ豊かな企画住
宅を提案しています。また、ただ施工するだけでなく、お客様との信頼関係を築きご満足いただける
ようなサービスを目指しています! 福利厚生は社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生)、各種手当(通
勤・役職・資格・家族・通信等)、有休休暇、産前・産後休暇制度、育児休暇制度、公的資格取得支援、
新卒社員研修、一般社員研修、外部勉強会受講支援、半期MVP表彰、定期健康診断、社員向け傷害
保険、社員紹介ボーナス、家族バースデイ休暇、社員旅行(毎年開催)です。　　
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HPはこちらから こんな人材を求めています！

土木・建設・
建築・設備 　 坂野建設株式会社

『お客さま』の信頼と技術力・施工品質の向上

地元に貢献し得る会社を常に目指して
　１９４２年の創業以来、誠意ある仕事と優れた技術力を両輪に、量より質をモットーとし、建築を出発点に
釧路市の発展に伴う公営住宅や学校校舎の建築などを手がけ、「建築の坂野」と呼ばれてきました。
２代目社長が土木部門の強化を図り、釧路開発建設部や北海道、釧路市が発注する土木工事をも手掛
けるようになりました。近年では土木工事として北海道横断自動車道や肥培かんがい工事など、建築工事
として道内２番目の規模を誇る釧路湿原の風アリーナや釧路市第２庁舎（防災庁舎）などの建設、
ＰＦＩ方式の大楽毛中や共栄小など６校の耐震化を幹事会社として取りまとめ、２０１７年も市の
中心部に完成した新釧路道銀ビル（釧路中央図書館も入居）に関わった実績を持っています。

　弊社は、地域社会に貢献する会社であり続けられるよう努力してきました。
企業の活力と若々しさを失わないという経営方針を軸に、誠実で堅実な
仕事を続けることが、「お客さま」の信頼を築き、更なる技術や品質の向上に
繋がると考えております。建設業は形に残る仕事です！先輩たちと共に考え、
共に成長し、一緒に『やりがいと楽しい』を見つけませんか。

所在地
T E L
F A X
M A I L

H P
設 立
従業員数
事業内容

責任感とやる気があり、
素直で明るく
コミュニケーションが取れる人材

若者の会

〒���-����釧路市若松町６番２号
(����)��-����
(����)��-����
sakano@sakano-kensetsu.co.jp

https://sakano��.wixsite.com/sakanokk
����（昭和��）年�月
��名
官公庁の公共事業（土木、建築工事）を施工する建設業

総務部経理係長藤森 夏美

HPはこちらから こんな人材を求めています！

土木・建設・
建築・設備

チャレンジ精神を持ち顧客の要求、満足に応える製品を提供します。

　当社は、公共工事を施工している会社で、日々関連会社と打合せを行い道路や河川、橋の基礎を作っていま
す。中でも若い方が興味のあるインターネット環境やGPSシステム、パソコン、ドローン等を使用して様々な新技
術を取り入れ、現場がどのように出来ていくか想像力、工夫を生かし建物を作成していきます。また、現場の環境
も快適トイレ等を置いて女性の方も快適に働ける職場環境で、休暇・有給休暇の取得率向上のため様々な施
策を行っています。若い人材の意見を聞き入れ、コミュニケーション溢れる働きやすい職場です。自分が施工に
関係した道路や橋を、地域の方が利用していることに感動を覚えることが出来る素晴らしい仕事だと思います。

　1958年（昭和33年）設立し、釧路市に本社を置く公共土木工事（開発局・
北海道・釧路市）を主体とし、特に道路・河川・下水道・橋梁・漁港・農業施
設の整備を手掛ける会社です。2001年（平成13年）国際規格ISO9001を取
得し、会社の品質方針であるチャレンジ精神で顧客要求に応える製品を提
供することをモットーにして、地域との繋がりを大切にし、地域に役立つ愛
される会社を目指しています。

所在地
T E L
F A X
M A I L

H P
設 立
従業員数
事業内容

常にチャレンジ精神を持ち、自分の考えで行動ができる方。とにかく、元気で明るい方を求めます。

〒���-����釧路市愛国東�丁目�番��号
（����）��-����
（����）��-����
a-mizoguchi@sawada-net.jp

http://sawada-net.jp
昭和��年
��名
道路・河川・下水道・橋梁・漁港・農業施設の土木工事

常務取締役溝口　晃

沢田建設 株式会社
技術と信頼で、地域とともに発展する。

HPはこちらから こんな人材を求めています！

土木・建設・
建築・設備・
リフォーム

有限会社 たの塗装工業
一人前の職人になるための安心・充実のバックアップ！
かけがえのない仲間！ 女性の職人志望者も歓迎します！

外壁・屋根を塗り替え、くしろの街を輝かせる、支える仕事です。

　仕事の流れがわかるようになるまで一年、サイディングを貼れるようになるまで二年かかると
言われている業界ですが、職人の証明の一級塗装技能士や外壁施工管理士の資格を取るための
フォロー体制が整い、年齢層も比較的若く、社内行事の花見や忘年会、札幌研修など和気あいあい
とした雰囲気に満ちあふれています。就業時間は8時～17時の週休二日制。さらに！仕事の後も
ハツラツとした時間を過ごせるホッケーチームがあるので、ホッケー未経験者の方でも地域との
交流を図りたい方、仲間たちと熱いプレーを楽しめる環境です。

　創業から40年以上にわたり、外壁や屋根を丁寧に塗り替え、家々
のみならず、この街くしろを綺麗にするとても尊い仕事です。私たちが住む、
くしろの街を鮮やかな色に塗り替えて観光で来る人たちにも自慢の街並みを
アピール！さらに夏の涼しさ、冬の幻想的な白い輝き、豊かな自然を体感
することで「この街に住みたい！」と思ってもらい、地域の活性化に貢献して
いきたいです。ぜひ、くしろのため、未来のため、志を共にできる仲間を
待っています！

所在地
T E L
F A X
M A I L

H P
設 立
従業員数
事業内容

将来、手に職をつけ独立を考える方も大歓迎です！各メーカーとの信頼関係、結びつきの強さを武器にすることで独立の際、様々な有利さを得られる会社です。

〒���-����釧路市城山�丁目�番��号
（����）��-����
（����）��-����
tano@tano-paint.jp

https://tano-paint.jp/index.htm
昭和��年�月
��名
建設塗装全般　外壁・サイディング工事　セラミック・タイル工事

専務取締役田野竜之介 町内会ゴミ拾いボランティア活動の様子

HPはこちらから こんな人材を求めています！

土木・建設・
建築・設備

森づくりは人づくりから地域の産業を担う若者の育成に力を入れています
　木が年輪を重ね少しずつ価値を高めていくように、時代の変化に適応し
ながら地域に必要とされる事業活動を確実に継続していくことで企業価値
を高める堅実経営をモットーとしています。私たちが相手にするのは自然で
す。思い通りいかないことも危険な作業をすることもあります。「チームワー
ク」と「安全・安心」を第一に考え、働きやすい職場環境の整備に今後も力を
入れていきたいと思います。

所在地
T E L
F A X
M A I L

H P
設 立
従業員数
事業内容

自然が好きな人、木材に興味のある人、機械いじりが好きな人、明るく元気に挨拶ができる人、家族を大切にできる人、自己管理ができる人。

〒���-����釧路市栄町��丁目�番地
（����）��-����
（����）��-����
doimokuzai@cpost.plala.or.jp

http://doimokuzai.co.jp/car-seibi/company.html
昭和��年�月
��名
林業・木材業　造園緑化　自動車整備　石油販売　不動産事業

代表取締役社長土井 茂人

土井木材株式会社
成長産業　林業・木材業を軸に
���年企業見据え事業展開
　創業者土井茂松は黎明期だった釧路の隆盛を確信し、昭和��年土井木材を設立しました。その後
時代の変化に応じ造園緑化、石油販売、自動車整備、パークゴルフ場等の指定管理事業など多角経
営に乗り出し、平成��年に創業��年を迎えました。当社の源流である林業・木材業は今後成長が期
待される産業です。森林整備による環境保全機能、持続可能なマテリアルとして身近な素材の木質
化が広まるなど注目されています。木は製品として利用できるまで長い年月を要します。華やかさは
ありませんが、子や孫世代の暮らしを支えるという大きなやりがいと誇りを感じられる仕事です。
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こんな人材を求めています！HPはこちらから

土木・建設・
建築・設備

企業理念は会社の存在意義。企業理念の実践は自己成長と自己実現。それが「仕事」。
　当社の企業理念は「すべてにおいて安心安全を第一に　お客様に真に必要とされ喜びを感じていただくた
めに　ともに生きる仲間の幸せのために　社会の公器としての責任を果たすために　考える　行動する　
徹底する」です。アルバイトさんも社長も企業理念を心に仕事をしています。例えば給料や休暇も大切だけ
ど、それだけだとつまらない。やりがいも達成感も給料も休暇も全部求めよう！それを叶えるのが「仕事」だ
と思うのです。

所在地
T E L
F A X
M A I L

H P
設 立
従業員数
事業内容

企業理念に賛同してくれる方です。そうじゃないと入社できません！あとは義務教育程度の確かな学力、笑顔あふれる豊かな人間性、心身ともに健康な方です。

〒���-����釧路市新野��番地�
（����）��-����
（����）��-����
info@���.co.jp

www.���.co.jp
昭和��年�月
���名
建設用基礎資材販売業、宅配飲食業、太陽光発電業

東部開発株式会社
釧路で唯一？
会議がない会社です(笑)
　会議がないのも働きがいの一つです。もちろん打ち合わせはします。成果も悩みも報告も相談も
聞きますよ。ただそれって「いつでも」できる方が良いじゃないですか。会議がなくとも、皆が仕事の役
割を持っていてそれぞれ責任を持って取り組んでいる、その結果が会社の業績です。「働きがいの集
合体」みたいな感じです。ちなみに「東部開発は何屋さん？」って聞かれることが最近多くなりました。
道路を支える砂利、ビルを支える生コン、記念日の笑顔を支えるお寿司、地域を支える太陽光・・・。そ
う「誰かのお役に立つ為に頑張る屋さん」なのです。そういえば入社３年以内で会社を辞める人がゼ
ロ％です。最近退職した社員さんは入社１８年、居酒屋開業の為でした。写真はその居酒屋にて(笑)

HPはこちらから こんな人材を求めています！

土木・建設・
建築・設備

測量・設計・コンサル業務を通じて地域社会に貢献します。
　当社は昭和42年の創業以来、測量・設計・コンサルタント業務を通じて社
会に貢献しています。仕事の中心は公共性の高い官公庁のお仕事です。私
たちが手掛けてきた仕事は「自分の住む街　道路や橋・川・砂防港湾」など
自分たちで作ったという喜びに感じます。社員教育も積極的に応援し資格
試験のサポートも受かるまで支援します。

所在地
T E L
F A X
M A I L

H P
設 立
従業員数
事業内容

積極的で何事にもめげずに取り組む人。コミュニケーションが上手な人。

〒���-����釧路市鳥取大通�丁目��番��号
（����）��-����
（����）��-����
h.kawase@toho-con.co.jp

http://www.toho-con.co.jp/
昭和��年�月
��名
建設コンサルタント

代表取締役橋　俊之

東邦コンサルタント株式会社
　当社は、ひがし北海道の釧路を中心に街づくりを支える土木設計・都市設計・測量・計画調査な
ど、街づくりの一歩目のインフラ整備を携わる会社です。2017年にユースエール認定をいただき、道
内で50人以上の規模で認定されたのは当社が初めてです。社員の働きやすさに積極的に変化して
います。2019年には技術部門の社屋（TechnicalOffice）が完成し、各部門連係をしながら業務を
行っています。有給消化率も年々上がり、仕事もプライベートも充実しています。

未来を創る、はじまりの仕事

HPはこちらから こんな人材を求めています！

土木・建設・
建築・設備

「堅実な精神で誠実な施工を」
　当社は昭和２５年に創業し令和２年で７０周年を迎える会社でございま
す。創業当時より「堅実な精神で誠実な施工を」を常に念頭に現在までに
至っております。
　時代の変化に合わせながら地域の皆様に信頼されることは勿論であり
ますが、会社の内面からもこの会社で働いてよかったと、社員みんなが誇り
を持てる企業を目指しております。
若い社員も素晴らしい成長をみせてくれています。

所在地
T E L
F A X

H P
設 立
従業員数
事業内容

明るく、健康で正直な人。
〒���-����釧路市愛国西�丁目��番��号
（����）��-����
（����）��-����

http://www.togashi���.com/
昭和��年�月
��名
建設業全般、建築物の新築・増改築工事

取締役工事部長車谷 幸人

富樫建設株式会社
地域社会に根ざした、技術と
誠意ある建設会社
　一般住宅の新築・増改築から店舗・医療施設・児童施設・老人施設・工場・大型倉庫、そして北海道
内での公共工事をメインに仕事をしております。私たちの仕事の魅力は何もない状態から多くの人
間が創造し知恵と技を出し合い、理想の形を現実にする点です。建設業は大変というイメージもある
かと思いますが、施工後にお客様の満足感を感じることができた際は今までの苦労が吹き飛ぶくら
いの喜びを得ることができる素晴らしい職業です。若手社員にむけた教育も大切にしております。場
数を踏んで学習して欲しいという思いから、�度や�度の失敗を否定しません。失敗から学び、�つ�つ
の経験を自分の実として成長して欲しいと思っています。

HPはこちらから こんな人材を求めています！

土木・建設・
建築・設備

����年創業、老舗の建築会社が地域のために挑む新しい会社の柱、スポーツ事業部

　釧路市の建築登録は確かな信頼のＡランクで、建築工事における「工事監督」として、20社以上の
専門業者の工事スケジュール、納期やクオリティを管理し利益を生み出す仕事です。自ら作業する
事も転勤も無く、男女問わず活躍できます。専門知識が無い方や、普通高校卒業者でも国家資格の
施工管理技士取得までしっかりサポートするので、Ｕターン・Iターンの方の新たなチャレンジやスキル
アップが可能です。柔軟な勤務形態に充実した福利厚生はもちろん、社長が率いるフットサルチームが
ありスポーツにも仕事にも打ち込める環境です。

　今後の釧路のあり方を見据え新設したスポーツ事業部は、政府が推進し
数多くのチャンスが見込めるスポーツ産業に新たなアプローチをする部門
です。釧路市内にスポーツ施設の建設や維持管理、メンテナンスなどを主体
とし、スポーツに関することなら、ゼロベースの状態からアイデア次第で
夢を実現することが可能です。より良い地域づくりに欠かせないスポーツを
通じて、共に成長を続ける企業を目指します。

所在地
T E L
F A X
M A I L

H P
設 立
従業員数
事業内容

まったくの未経験者も建築技術者見習として歓迎します！スポーツに関する仕事がしたい方、スポーツが身近にあることを望まれる方にピッタリです！

代表取締役社長 久保下 智之のスポーツ支援活動
・フットサルチームKFP代表
・北海道コンサドーレ札幌  釧路地区後援会 会長
・釧路フットサル連盟  理事長

〒���-����釧路市駒場町�-�
（����）��-����
（����）��-����
hokutou@hokutoukensetsu.com

https://hokutoukensetsu.wixsite.com/saiyou
昭和��年（����年）
�名
建築工事監督、建築施工管理、スポーツビジネス

代表取締役社長建築ディレクター久保下 智之

北東建設株式会社
工事監督の枠を超え、多くのパートナーを自ら牽引し、
オーナーと現場をつなぐ重要な仕事、「建築ディレクター」！

ひがし北海道
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HPはこちらから こんな人材を求めています！

土木・建設・
建築・設備

変わらぬ信念と技術で、１００年企業を目指します
　「人と自然と未来への＿＿かけ橋」を合言葉に、大正��年創業以来この
街で多くの皆様に支えられながら建設業を営んでおります。本業であります
インフラ整備はもとより、災害発生時には地域の防災拠点となるべく活動
を進めております。この街の未来が明るく災害と無縁である事を願いつつ、
防災・減災への取組により地域社会の発展に寄与したいと考えております。

所在地
T E L
F A X
M A I L

H P
設 立
従業員数
事業内容

心身共に健康でコミュニケーショ
ン能力の高い方、一緒に働きませ
んか！？

熊本県益城町にて

〒���-����釧路市鳥取大通�丁目�番��号
（����）��-����
（����）��-����
hondacop@cocoa.ocn.ne.jp

http://www.hondagumi.jp
昭和��年
��名
総合建設業（公共工事の請負を主とする土木工事業）

執行役員工事部長鈴木 　泰

株式会社 本田組
人と自然と未来への＿＿かけ橋
　弊社は主に道路や河川、橋などの地図に載る仕事に携わっています。
「健康経営優良法人」「あったかファミリー応援企業」の登録をしており社員が健康で明るく活躍でき
る職場づくりを具体的に行っています。
また、「レジリエンス認証」を取得しており緊急時の事業継続について対策をしています。
各地での大規模災害時には実際に現地へ赴きボランティア活動も行っています。
支援活動先：熊本県・岡山県・むかわ町・長野県など

熊本県益城町にて

こんな人材を求めています！

土木・建設・
建築・設備 マツダ電気株式会社
創業昭和��年。信用と実績を重ね半世紀。技術力で地域発展に貢献。　

くしろの街に明かりを灯す

　当社は小規模の住宅電気工事から農業かんがい事業や大規模公共事業工事まで、釧根地域で工
事を受注し、高い技術力で信用を築いています。
　私たちはお客様からの信用が第一と考え、安全と技術力を基本としています。安全面では日常業
務での地道な積み重ねにより無事故を続けており、数々の安全表彰を受賞しております。
　技術力については有資格者が必要とされる業種のため、若手の人材育成に力をいれています。現
在は社員のうち1級電気工事施工管理者11人、2級電気工事施工管理者6人、第一種電気工事士12
人、第二種電気工事士8人、消防設備士3人を有し業務に当たっています。
　自分で学んで得た経験・資格をしっかりと活用して働くことが出来る職場です。

　学生の皆さんは、フィッシャーマンズワーフや釧路市民球場の電光掲示板の
電気工事がイメージしやすいでしょうか。マツダ電気は住宅の電気工事から
公共事業まで釧根の「明かり」を灯す仕事をする会社です。弊社は入社して
から、資格取得の為の講習参加から試験など、交通費や宿泊費まで全額サ
ポートしています。働きながらスキルアップを目指し、あなたの未来も明るく
灯していきましょう。

所在地
T E L
F A X

設 立
従業員数
事業内容

お客様の信頼と期待に応える事ができる人材を育てたいと思っています。学ぶ事が好きな方、周りの人やお客様を気遣える方お待ちしております。

〒���-����釧路市材木町�-��
（����）��-����
（����）��-����

昭和��年�月
��名
小規模の住宅電気工事から大規模公共事業工事まで受注

代表取締役 副社長松田 有律香

HPはこちらから こんな人材を求めています！

土木・建設・
建築・設備

地域に根ざして半世紀地域が必要とする技術をお届けします。
　当社は����年に創業し、三ッ輪運輸(株)のグループ企業として釧路港で
港湾施設の整備を通じて道東経済の発展に寄与して参りました。現在では
水処理施設・水産関係・空港施設等と営業範囲も広がり今後は更に、技術・
技能・品質管理の一層の向上と強化に努めると共に景気波動にも柔軟に
対応出来るフレキシブルなネットワークを構築し、地域に密着した総合サー
ビス会社として経営基盤の確立に努めて参ります。

所在地
T E L
F A X
M A I L

H P
設 立
従業員数
事業内容

コミュニケーション能力のある方・最後まで責任をもってやりきる能力・ものづくりに喜びを感じることができる人を求めています。

〒���-����釧路市鳥取南�丁目�番��号
（����）��-����
（����）��-����
soumu@mitsuwa-eng.com

http://www.mitsuwa-eng.com
昭和��年��月
��名
建設業及び車輌整備業

代表取締役社長小野 裕司

地域を支え、未来を創る。
総合エンジニアリング企業。
　当社は特定建設業者として、機械プラントの設備工事・飼肥料サイロの建屋・定温倉庫等の建設
を行う鉄工建設部門、大型特殊車輌の整備を行う車輌整備部門を営業の�本柱として多くの実績を
収めています。鉄工建設部門は、様々な物件の施工を行っていますので幅広い経験を積むことがで
き、車輌整備部門では大型特殊車輌の他、多くの車輌・重機・建機等を取り扱いしているのでより多く
の知識・技能が身につくやりがいのある職場です。また、社内レクリエーション・ボウリング大会など
会社行事、隔週土曜休日をはじめ盆休・正月休み等の休暇制度を設け、福利厚生も充実しています。

三ッ輪エンジニアリング株式会社

HPはこちらから こんな人材を求めています！

土木・建設・
建築・設備

人とのつながりを大切に、どんな仕事でも真心込めて対応します。

　当社は、釧路根室地域の官公庁と民間の土木建築工事を請負う総合建設業者です。人々の生活
の向上と安らぎに寄与できる地域密着型企業を継続し、50年以上の歴史を築いています。「仕事に
厳しく、人にやさしく」をモットーに、誠意と技術と伝統を持って、地域社会の発展に貢献していきます。
また、30年以上前から地域の子供たちのために釧路市内の児童センターに児童図書を寄贈してい
ます。これからの「くしろ」をつくっていく子供たちの成長が楽しみですね。地域に貢献することも、地
元企業の大切な役割だと思いますので、これからも継続していきます。

　道路でも建物でも、新築工事でも改修工事でも、工事が完成したときに
は自信を持ってお客様に引き渡します。いろいろな方々から「頼んでよかっ
た」「またお願いします」と言われることが会社や社員にとっての喜びであ
り、「働きがい」につながります。どんな小さな仕事でも、真剣に向き合うこ
とが大切です。地域の方々に頼られる会社を目指して一緒に働いてみま
せんか。

所在地
T E L
F A X
M A I L

H P
設 立
従業員数
事業内容

少しでもモノづくりに興味がある方、地元で働きたい方、アットホームな会社ですので気軽にご連絡ください!

〒���-����北海道釧路市住之江町�番�号
（����）��-����
（����）��-����
mamboku@plum.plala.or.jp

https://mamboku.p-kit.com/
S��年�月
��名
土木工事·建築工事等の建設工事全般

代表取締役社長漆崎 要

萬木建設株式会社
地域密着型の土木建築総合企業です!
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HPはこちらから こんな人材を求めています！

土木・建設・
建築・設備

大手メーカーFCで安定の職場

　当社は、建築材料・住宅設備機器業界最大手の企業LIXIL（リクシル）の釧路管内唯一のフラン
チャイズ店です。1948年（昭和23年）創業、釧路市と帯広市に営業拠点を持ち、サッシ窓・網戸・玄関
ドア・風除室・お庭のフェンス・門扉・車のカーポート他、エクステリアの販売施工専門店として、地域
の住宅メーカーとのお取引を通じて、お客様の理想のマイホーム実現のお手伝いをしています。

　弊社の業務は、住宅建築現場を担当する工務部門と営業部門があり、入
社時は先輩スタッフの指導の下、現場で業務全般を習得していきます。一人
前に成長するまでには、3から5年を要しますが、身につけた技能を活かし
長くこの業界で活躍することができます。地元密着型で大手FCの安定した
環境の下、安心して働ける会社です。

所在地
T E L
F A X
M A I L

H P
創 立
従業員数
事業内容

家庭的で温かな人間関係を大切にした会社です。資格の有無、経験、新卒、中途にかかわらず、やる気のある方なら誰でも歓迎します。

〒���-����釧路郡釧路町光和�-��
（����）��-����
（����）��-����
stfc-ks�@lime.plala.or.jp

https://www.lixil-madolier.jp/�������/
����年�月
��名
建材販売施工店

代表取締役社長三宅 直志

株式会社ミヤケ   LIXIL FC マドリエ釧路
業界最大手LIXLのFC店
経験不問、家庭的な社風で長く務められる会社です。

こんな人材を求めています！HPはこちらから

農業×福祉！
積み重ねる、地域に貢献する仕事

株式会社 ダイチサポート

デキる大人の気遣いが学べる！仕事に活かせる！

代表取締役和田山 泰弘

〒���-����釧路市貝塚�-��-�
����-��-����
����-��-����

http://www.daitisupport.jp/
平成��年�月
��名
居宅介護支援事業所、訪問介護事業所の運営など

所在地
T E L
F A X

H P
設 立
従業員数
事業内容

出来る出来ないは別として、理想を持ち、少しずつでもそこに向かっていく人。自分の意見を持ち、それを発言出来る人を求めています。

　５つの介護サービスを展開している「ダイチサポート」。２棟の有料老人ホームを中心と
して、グループホーム、訪問介護、居宅介護支援も運営し、多岐に渡ったサービスを行って
います。利用者そして家族まで笑顔が咲く種を蒔くことを介護理念として、状況やニーズに
合わせて健康を保ち生活を安定させるために必要なサービスを提供しています。
　「ダイチサポート」の特徴のひとつが、別会社で大根を栽培する農業を行っているこ
と。和田山代表はもともと郵便局で10年勤めたキャリアがあり、家業である農家を継
いだ後、縁あった介護業界へと足を踏み出しました。まっさらな状態から始まった「ダ
イチサポート」は2020年で12年目を迎え、新たな介護付き有料老人ホームも登場しま
す。職員も新卒採用の20代が多く、若さとバイタリティあふれる職場環境です。アルバイ
トやパートを含めた接遇改善も行っており、気遣いの感じられる言葉遣いや伝え方に
ついて外部講師を招いた合同研修を定期的に行っています。その他、モチベーション
アップのため、職員同士で気遣いを感じられた点を月に一度掲示する取り組みも実
施。将来的には企業内保育園の設置も考えており、より職員が働きやすく笑顔の絶え
ない介護現場を目指しています。

　農業も介護も、日々の積み重ねが
大切で大きな笑顔を咲かせる仕
事です。介護業界はここ10年で制
度も変わり、働きやすさも改善さ
れてきました。その中で私たちは
特に職員間においても、
気の使い方や言葉遣いを
大切にしています。管理
体制が整っているため残
業はなく、男女問わず評
価 を受 けやすい業 界で
す。有給制度はもちろん、
福 利 厚 生 も整えていま
す。柔軟な若い発想力で、
一緒に会社を創り上げて
いきましょう！♯Japanese cra

ne

♯Sunset
♯Hanadokei

Beautiful Kushiro scenery
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こんな人材を求めています！HPはこちらから

地域との交流も盛んで、
ひとりひとりに向き合う介護

株式会社 ベナレス

人は独りではないことを強く感じさせてくれる職業

施設長辻野 　忍

〒���-����釧路市鳥取北�-��-��
����-��-����

https://varanasi.hp.gogo.jp/
平成��年�月
��名
小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護施設運営など

所在地
T E L

H P
設 立
従業員数
事業内容

どんな仕事も３年経験してみなければ、おもしろいところも悪いところも見えてきません。最初は分からなくても諦めない、やる気あふれる人材を求めています。

　主に認知症を患う高齢者へ介護サービスを提供している「ベナレス」。通いを中心と
しながら宿泊や訪問サービスを組み合わせた小規模多機能型居宅介護サービスと生
活の場となるグループホームを「多機能型グループホームかおり」「グループホーム道」
の２つの事業所で展開しています。一人ひとりを尊重した安らぎと生きがいの場を築く
ことを目指しています。
　「ベナレス」の設立は2006年。小さな施設だからこそできる普段の会話の中から「そ
の人らしさ」を引き出すことで、できることを導けるように心がけています。地域との交
流も密接で、鳥取小学校との訪問授業は10年も続いています。高校生アルバイトも受
け入れており、毎年行われる夏祭りには多くの地域住民との交流もあり、賑わいます。
　職員は10代、20代も多く、年間の有給消化率は80％以上です。マナーなどの外部研
修も取り入れており、研修報告などを活用して客観的視点を養う指導を行っています。
柔軟で自主性を重んじる社風で、「最初はご飯さえ炊けなかったけれど、まっさらな状
態から学ばせてもらった」などの声も聞こえる職場環境です。またホームページで全
56人のスタッフから高校生へ向けたメッセージも、４月から公開を予定しています。

　人はだれでも歳をとります。少し
ずつできないことが増える中で、
辛い生活にならないよう手を添
えさせていただくのが介護士で
す。正解がない仕事ですから、ひ
とりずつに向き合って、職
員みんなで目標を考え取
り組んでいます。生きると
いうことを正しく捉え、自
分自身の生き方も充実さ
せるものとなります。人と
関 わる仕 事 は 距 離 感や
関係性に悩むこともあり
ますが、仲間と互いを補
い励まし合いながら働け
る現場です。

こんな人材を求めています！HPはこちらから

���年のチームワークで福祉を楽しむ
リニューアル移転でより愛される施設に みんなでつなぐサポートの輪介護ではない福祉を実践

園長髙橋 功成

〒���-����釧路市紫雲台�-��
����-��-����
����-��-����

http://tyouseien.jp
昭和２年��月
��名
施設サービス、通所・訪問介護など

所在地
T E L
F A X

H P
設 立
従業員数
事業内容

新築移転に向けた新たな仲間が必要です。全力で楽しんで働ける職場を知ってください。利用者さんを楽しませる新たなパフォーマーも大募集！

　養護老人ホーム「長生園」は環境や経済面で、生活を続けることが難しくなった高齢
者が入所できる施設です。日々の食事や健康管理、家事援助などを通して、自立に向け
たサポートを行っています。創設は1927年。身寄りのない高齢者を保護するため、保導
委員（現民生委員）と地域が立ち上がり設立しました。釧路市と市民の援助によって、約
100年続いています。近年はイベントやレクリエーション活動など入所者の生活の質の
向上にも力を入れています。
　「長生園」が大切にしていることの一つに「仲間づくり」があります。夏祭りやカラオケ
大会など月10回ほど行う園内行事では、企画から運営まで職員の自主性を尊重。のび
のびと取り組むことができます。「職員が楽しめなければ、利用者さんも楽しめない」と
力を合わせ、笑顔をいただいた時の達成感は格別です。専門技能を持つスタッフも多く、
相談やコミュニケーションを取りやすい環境を実現しています。困難な場面も一緒に乗
り越える仲間がいることが強みです。2021年には施設の新築移転を控えており、より地
域に愛され、選ばれるための準備が始まっています。

　私たちは「どうしたら利用者
さんがやりたいことを実現でき
るか」をサポートする仕 事で
す。「ありがとう」の言葉や笑顔
を見ることにやりがいを感じま
す。利用者さんのために職員
がやりたいことは、難しいこと
でも全力で支援してきました。

「人としての人間力を高めよ
う」という人材を大切にする精
神は、私たちが継承してきた理
念です。その結果として、離職
率の低い職場が実現していま
す。施設のリニューアル移転も
予定していますので、一緒に新
たなスタートを歩みませんか？

養護老人ホーム 長生園社会福祉法人 釧路愛育協会

80 81



HPはこちらから こんな人材を求めています！

エリーゼ薬品株式会社 釧路営業所
登録販売者試験に向けた講習会での社員のサポート、
そして働き方改革でより働きやすく、笑顔あふれる明るい職場環境

高齢化社会が進む現代、エリーゼ薬品はご家庭に健康と安心を届ける

　働き方改革に全力で取り組んでいます。仕事もプライベートも充実したものにできるように社員一人一人の仕事に
対する意識改革をし、仕事の効率を上げて休みの多い営業所を目指しています。入社後は4か月の充実した研修と
先輩との訪問先への同行もあるので、知識やノウハウを１つずつじっくりと身に付けることができますよ。そして
新入社員だけでなく、私たちは常に健康・お薬の最新の知識をお客様に伝えるため定期的に勉強会を行い、お客様
から信頼していただけるよう努めています。また登録販売者の資格獲得に向け、講習会を行うなど社員のサポート
にも力を入れています。勤務中は社員同士が顔を合わせる時間は少ないですが、その日の仕事内容を報告したり
訪問先のお客様から学んだことを共有したりと職員同士のコミュニケーションも大切にしています。

　いざという時に家族の健康を守る配置薬。高齢化が進むにつれてセルフメディケーション（自己治療）
が大切になり、エリーゼ薬品の役割はますます大きくなっていきます。釧路営業所の管轄は釧路を
はじめとした根室・中標津と広範囲のお客様にエリーゼ薬品の薬箱を置いていただいています。私たちの
仕事は受け持ったお客様を3か月サイクルで訪問し、配置した薬の点検を行い使用した分の金額を
いただきます。ただ置くだけではなく健康相談に応じながら新しい薬の配置を提案したり、健康に関する
情報や医薬品の正しい知識をお客様に提供するやりがいのある仕事です。

所在地
T E L
F A X

H P
設 立
従業員数
事業内容

新たな仕事にチャレンジしてみませんか？明るい人、会話の好きな人にぴったりな仕事です。新規飛び込みはなく、ルート営業なので未経験の方でも安心して働けます！

〒���-����釧路市愛国西�丁目��-��
（����）��-����
（����）��-����

http://elise-yakuhin.com/
昭和��年�月
��名
医薬品配置販売業

私達は未来に向かって本気です！！

釧路市黒金町��丁目�番地�
（����）��-����
（����）��-����
����pr@kiritto.co.jp

創業９１年目を迎えて、私達は時代の変化を捉え、皆様に役立つ情報・サービスを提供してゆきます。人材の育成を通じ�年後・��年後に花開く夢の実現に本気で取り組みます。一緒に未来へチャレンジしましょう。
https://www.kiritto.co.jp
昭和�年�月
��名
北海道新聞販売店

株式会社阿部新聞店 ： 北海道新聞販売店
確かな情報と元気をお届けいたします

釧路市春採�丁目��番��号
（����）��-����
（����）��-����
ito-shinbunten@juno.ocn.ne.jp

新聞配達を通して世の中のニュースや日々の生活に役立つ情報をお届けする仕事です。乳製品の販売もしており、勤務中は体を動かす事が多く、健康に良い働き方ができる職場です。
昭和��年�月
��名
新聞販売・乳製品販売

有限会社 伊藤新聞店 ： 新聞販売・乳製品販売

有限会社 伊藤新聞店

信頼される工事を施工し、地域の発展に貢献

釧路市阿寒町富士見�丁目�番��号
（����）��-����
（����）��-����
info@onoderagumi.co.jp

国や北海道等の公共工事や農業関連施設等民間の工事を行っています。社内では先輩後輩がコミュニケーション良く仕事をしており、体育館・職員住宅を備え福利面でも充実を図っています。
http://www.onoderagumi.co.jp
昭和��年�月�日
��名
総合建設業(土木・建築工事)

株式会社小野寺組 ： 総合建設業(土木・建築工事)
お客様の期待の一歩先を目指し、踏み出します

釧路市鶴丘�番地
（����）��-����
（����）��-����

航空旅客だけではなく、釧路空港を訪れる全ての方が当社の大切なお客様です。　私たちはお客様の立場に立った「おもてなし」の心を最優先に、「安全で快適な空港ターミナルビル」を目指しています。
www.kushiro-airport.co.jp
昭和��年�月
�名
釧路空港ターミナルビルの貸室業

釧路空港ビル株式会社 ： 釧路空港ターミナルビルの貸室業

株式会社釧路空港ビル

守りから挑戦する企業へ

釧路市川北町�番��号
（����）��-����
（����）��-����

日本の最東端の橋梁メーカー。北海道を中心に巨大な鋼橋を造り、架け、地図に残る仕事です。���年企業を目指し、製作品質と同じ位、安心して働ける、より良い職場環境を追求しています。
http://kushiro-ses.co.jp/
昭和��年�月
��名
鋼製橋梁の設計・製作・架設

株式会社釧路製作所 ： 鋼製橋梁の設計・製作・架設

株式会社釧路製作所
次世代を担うパートナーを重視する企業風土

釧路市西港�丁目���番地�
（����）��-����
（����）��-����

大正�年の創業から普通倉庫業を柱として貨物の特性ごとに最適な保管サービスをご提供し続け、「使命の自覚、個人の充実、責任の遂行」を社呈に掲げて、信頼ある企業造りに取り組んでおります。
http://www.k-souko.co.jp/
大正�年��月
��名
普通営業倉庫業

釧路倉庫 株式会社 ： 普通営業倉庫業

釧路倉庫株式会社

未来の担い手、若い力が必要です！

釧路市西港�丁目���番�号
（����）��-����
（����）��-����

釧路ポートサービス㈱は、港湾荷役、倉庫作業が主体。ダンプ、ショベル等、西港構内で多岐にわたる作業を行っております。若い人多く活気ある会社です。御安全にが合言葉！！
平成�年�月
��名
港湾運送関連事業

Ｋ.Ｐ.Ｓ
釧路ポートサービス 株式会社 ： 港湾運送関連事業

確かな技術で、地域文化に貢献します。

釧路市白金町１９番２号
（����）��‐����
（����）��-����

活字で、地域文化に貢献していることに誇りをもっています。●印刷全般●カラー印刷●会社案内●カタログ●記念誌●自分史、写真集●広報誌●名刺●ポスター●チラシ●伝票●封筒●オンデマンド印刷●その他。
http://www.websogo.co.jp
����年
��名
印刷

印刷は情報、文化の要。

釧路綜合印刷株式会社

こんな人材を求めています！

「気軽に健康相談が出来る」まちの薬局を目指して

　創業より約70年が経ちます。昭和26年に北大通において、一般用医薬品の販売を中心として開業
し、昭和61年より、現在の事業の中心となる処方せん調剤を開始しました。近年では、患者さまのご
自宅に薬剤師が直接訪問し、薬剤管理や体調変化・副作用などのチェックを行う在宅業務に取り組
んでいます。創業より現状に甘んじることなく社員一同で相談しながら業態を変化させてきています。
これからも時代の変化やニーズを鑑み、皆様の健康に貢献できる薬局として日々精進していきます。

　当社は、大正3年時計店の創業をルーツに持ち、昭和26年に薬局を開設
しました。医薬品の提供、処方せん調剤、在宅業務、健康に関する情報発信
などの業務を行っています。近年、様々な業務を薬剤師だけで行うのは困
難となってきており、事務員とも協力して日々の業務にあたっています。今
後も社員で協力し合って、地域の皆様が気軽に薬や健康について相談が出
来る薬局を目指していきます。

所在地
T E L
F A X
M A I L

設 立
従業員数
事業内容

➀薬剤師 ➁事務員 ➀、➁どちらも人とコミュニケーションを取る事が好きな人

〒���-����釧路市豊川町��-��
（����）��-����
（����）��-����

kanayasu@marimo.or.jp

昭和��年�月
��名
処方せん調剤　在宅業務医薬品販売

代表取締役社長金安 伸一

株式会社 金安薬局
地域の健康に貢献出来る仕事
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お客様の笑顔のために

釧路市黒金町��丁目�番地�
（����）��-����
（����）��-����
fukushi@royalinn.jp

釧路ロイヤルインは地元のオーナー企業であり、開業から１８年経過した現在も高い稼働率を維持しております。勤続年数１０年以上の社員が多数在籍。
http://www.royalinn.jp
平成��年�月
��名
ホテルフロント

釧路ロイヤルイン ： ホテルフロント
企業のより良い求人・求職をプロデュース

釧路市錦町�丁目�番地 三ッ輪ビル５階
（����）��-����
（����）��-����

info@waorkact.net

弊社は厚生労働大臣の許可を受けた 北海道、道東（釧路・根室・中標津・阿寒エリア）の総合人材派遣・人材紹介会社です。キャリアを活かした仕事や自分のライフスタイルにあわせて働けます。
http://www.workact.net
平成�年��月�日
約���名
総合人材派遣・人材紹介会社

釧路ワークアクト株式会社 ： 総合人材派遣・人材紹介会社

釧路ワークアクト株式会社

自分の腕次第で仕上がりが決まる。

釧路市入江町��番�号
（����）��-����
（����）��-����
komatusyaryou@lime.plala.or.jp

自動車の故障修理や事故外装の板金骨格復元、ボディー塗装、レッカー対応、自動車保険や自動車販売など幅広く対応しております。特に板金塗装の仕上がりは自分の腕次第でやりがいがあります。
https://itp.ne.jp/info/������������������/
昭和��年
��名
トータルカーサービス

小松車輌興業株式会社 ： トータルカーサービス
北海道と共に成長できる企業を目指して

釧路市住之江町２番１号
（����）��-����
（����）��-����

お客様のニーズにあった不動産の取得・開発を行い賃貸する事や運用目的の賃貸用不動産の取得・開発を行う会社です。地域に密着し、快適で豊かな暮らしと生活に役立つ環境づくりのお手伝いをしています。
https://www.s-bld.co.jp/
昭和��年��月
�名
不動産賃貸業 他

株式会社サトービル ： 営業職

株式会社 サトービル

お洒落で上質な空間を提供します！

白糠町東�条北�丁目�番地��
（�����）�-����
（�����）�-����
suehiro-green@design-office-hokkaido.name

当社は一般住宅のお庭やエクステリアのデザインと施工で、あなただけの上質な空間づくりのお手伝いをしています。街と人と自然が大好きで、笑顔の似合うクリエイティブな方を募集します！
http://suehiro-sg.muse.weblife.me/
昭和��年�月
�名
住宅の庭園＆外構の設計・施工

末広緑化造園株式会社 ： 住宅の庭園＆外構の設計・施工
新しい価値創造へ向かって挑戦しませんか！

釧路市星が浦大通�-�-�
（����）��-����
（����）��-����
�s-recruit@sanesu.co.jp

サービス（顧客満足）スピーディ（迅速で適切な対応）セーフティ（安全、安心、品質管理）の３つのＳをとった「サンエス」を旗頭に、総合サービス企業へ向かって新たなステップを踏み出しております。
https://www.sanesu.co.jp/
昭和��年�月
��名
電気工事、電気通信工事業

サンエス電気通信株式会社 ： 電気工事、電気通信工事業

私たちは言葉を大切にする会社です

釧路市末広町�-� 第五カノウビル�F
����-��-����
����-��-����
info@d-staff.jp

釧路と札幌で企画、デザイン、Web制作など販売促進を中心に、クライアントの様々なニーズに応える複合技術集団です。独創的なデザインと企画を提案することで、仕事の楽しさを実感できます。
www.d-staff.jp
昭和��年４月
��名
企画・制作

株式会社スタッフ ： 企画・デザイン
食の安全を飼料から

釧路市西港�丁目���-��
（����）��-����

酪農家のお客様１人１人の要望に応じたオーダーメイド飼料を提案し、製造・販売しています。提案した飼料をお客様が使って喜んでくださるやりがいと、食の安全を守るというプライドが私達の仕事の原動力です。
https://www.daiichishiryo.co.jp/
昭和��年�月
��名
飼料販売

株式会社第一飼料 ： 飼料販売

釧路市新釧路町��番��号
（����）��-����
（����）��-����
kushiro@taihei-home.jp

北海道にふさわしい家を目指し取り組んでいるのは、気候風土にあった堅牢さと美しさを兼ね備えた家づくり。ライフプランやスタイルに合わせ、末永く快適に暮らせる住まいをご家族と共に創っています。
www.taihei-home.jp
平成��年�月
グループ含め:全社��名　釧路支店:�名
建設業（設計・施工・管理・建築）不動産

株式会社太平ホーム北海道 ： 建設業（設計・施工・管理・建築）不動産
技術は地球の未来を育む道具だと私たちは考えます。

釧路市黒金町�丁目�番地�
（����）��-����
（����）��-����
fukuura@t-fact.co.jp

各種プラント設備、貯蔵設備、電気工事等の設計・製作・施工管理週休２日制、お盆・年末年始休暇、慶弔等特別休暇、共済会制度、持株会制度、永年勤続表彰制度、社宅、燃料手当、退職金制度あり
http://www.t-fact.co.jp
昭和��年�月�日
��名
建設業

株式会社太平洋製作所 ： 建設業

「人と自然」の環境づくり、お任せください

白糠町東�条北�丁目�番地��
（�����）�-����
（�����）�-����
t-forest@umail.plala.or.jp

当社は主に公共事業の元請・自社施工が主体で、受注業種の範囲の広さが特徴です。また林業から一般土木・森林土木・造園工事まで、プロの技術を幅広く習得できることも他社にはない魅力です。
昭和��年�月
��名
林業、一般土木・造園工事の請負

髙坂林業株式会社 ： 林業、一般土木・造園工事の請負
相談できる人がいますか、不動産のこと。

釧路市黒金町�丁目�番地
（����）��-����
（����）��-����
takusyok@isis.ocn.ne.jp

創業��年を超え、不動産のプロとして皆様のよき相談相手となれるよう、そして地域の皆様に必要とされるよう、社員一同誇りを持って業務に励んでいます。信頼度地域No.�パートナーが目標です。
http://www.takusyoku���.co.jp
平成�年�月
�名
不動産仲介業・管理業

拓殖不動産株式会社 ：不動産仲介業・管理業

拓殖不動産株式
会社

情報をお届けする仕事人！

釧路市大楽毛�丁目�番�号
（����）��-����
（����）��-����
tanbashinbunten@otappi.jp

北海道新聞の他、各取り扱い紙と共に、ちょっとよろこんでいただける商品の販売もしています。地域の皆様が、そして自分達も笑顔で暮らせる毎日を創り出そうを理念として活動しています。
https://www.otappi.jp
平成�年�月
���名
新聞販売業

有限会社丹葉新聞店 ： 新聞販売業
「運ぶ」を支え、暮らしを支える会社です。

釧路市鳥取南�丁目��番�号
（����）��-����
（����）��-����
saiyo-tanto@east-hokkaido.co.jp

私たちの生活に物流というインフラは欠かせません。国内における物流の�割はトラックによって行われています。そのトラックが安全確実に物を運ぶ仕事を支えることが当社の使命です。
https://www.east-hokkaido.co.jp
昭和��年�月
全社:���名　釧路支店:��名
自動車の販売、整備、部品の販売

東北海道いすゞ自動車株式会社 釧路支店 ： 自動車の販売、整備、部品の販売

北電工業というたすきをつないでほしい

釧路市柳町９番��号
（����）��-����
（����）��-����
homu@hokuden.com

構築物には欠かせないインフラの�つ電気設備工事を行っています。スキルアップを図るため資格免許等の費用は会社にて負担し、福利厚生の面では各種社会保険のほか奨学金返済補助制度があります。
https://hokuden.com/
昭和��年�月
��名
電気設備工事の設計・施工・管理業務

北電工業株式会社 ： 電気設備工事の設計・施工・管理業務
釧路の旨いを共に皆様へ。

釧路市錦町�丁目�番�号
（����）��-����
（����）��-����
info@renga.jp

地場の水産会社の系列会社として、明治末期に建てられた煉瓦倉庫を改築し��年前に開業。スタッフで意思疎通を図りながら、常に新しい事に取り組んでいます。
http://www.renga.jp
平成��年�月
��名
飲食業／ホール・厨房等

有限会社マルシン阿部冷蔵 ： 飲食業／ホール・厨房等

コ
コ
ロ
オ
ド
ル

　
　
　
　旬海
鮮有限会社マルシン阿部冷蔵
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大事なお洋服を、親切・丁寧に仕上げます！

釧路市星が浦北�丁目�番�号
（����）��-����
（����）��-����

当社はお客様に高い満足を得ていただくことをモットーに、サービス内容の向上を図っています。女性の方も多く働いており、職場の雰囲気も和気あいあいと働きやすい職場との評価を得ています。
http://www.marusen-gr.com
昭和��年�月
���名
クリーニング・リネンサプライ他

株式会社マルセンクリーニング ： クリーニング・リネンサプライ他
働く人の安全と健康を守る安全衛生保護具

釧路市新富町�番��号
（����）��-����
（����）��-����
maru@marimo.or.jp

マル道セフティサービスは働く人の安全と健康を守る、安全衛生保護具を販売しています。労働災害の撲滅と健康障害の減少を目指します。
昭和��年�月
�名
安全衛生保護具販売

マル道セフティサービス株式会社 ： 安全衛生保護具販売
マル道セフティサービス株式会社

チームワークを大切にお客様に安全・安心を

釧路市錦町５丁目３番地
（����）��-����
（����）��-����

釧路空港・女満別空港の２空港を舞台に、ANAの空港オペレーションに関わる事業・役割を総合的に担うANA釧路地区・女満別地区総代理店として、空港サービス品質を提供しています。
昭和��年�月
��名
釧路空港ANA地上支援業務

三ッ輪エアサービス株式会社 ： 釧路空港ANA地上支援業務

地場企業として、地域貢献を目指します。

釧路市錦町５丁目３番地
（����）��-����
（����）��-����
mitsuwabuild@lemon.plala.or.jp

釧路市役所の真向かいにビジネス拠点となるオフィスビル運営の他、釧路の玄関口であるたんちょう釧路空港では地産地消を掲げる和食拉麺北斗を運営しており、地域貢献を目指しております。
昭和��年�月
��名
ビル貸室業、飲食店経営

三ツ輪土地ビルディング 株式会社 ： ビル貸室業、飲食店経営

三ツ輪土地ビルディング 株式会社

Good商品・Goodサービス・Goodジョブ

釧路市鳥取南�丁目��番�号
（����）��-����
（����）��-����
���ventus@ventus.co.jp

多様な技術力を持って、各お客様のニーズに対応すべく体制を整えています。また、環境リサイクルの強化を図り、新しい商品の開発・輸送に積極的にチャレンジしている会社です。
http://www.mitsuwa-shokai.co.jp/�-��group.html
昭和��年�月
���名
生コン･二次製品･一般貨物･太陽光

三ツ輪ベンタス株式会社 ： 生コン･二次製品･一般貨物･太陽光

三ツ輪ベンタス株式会社 株式会社 道東新電力
地域の発展に応える、宙から見える仕事

釧路市春採�-�-�
（����）��-����
（����）��-����
info@miyawakidoken.com

学校・病院などの公共施設を中心に幅広い工事を行う建設業者です。一歩踏み込むアフターフォローを理念とし、地域に貢献してきました。責任ある役割を担い、自信と誇りを感じる仕事です！
http://www.miyawakidoken.com/
昭和��年�月
��名
土木・建築

宮脇土建株式会社：土木・建築

宮脇土建株式会社

酪農、畜産家に役立つ会社を目指しています。

釧路市西港�丁目���番地�
（����）��-����
（����）��-����

当社は、飼料工場の構内作業を行っています。主な作業は、機械による飼料の袋詰め、フォークリフト作業が主体。安心して働ける、より良い職場環境を心掛けています。
昭和��年��月
��名
飼料工場の出荷作業、構内作業

有限会社睦産業 ： 飼料工場の出荷作業、構内作業
㈲睦産業

支えます！職場の安心、企業の未来　～社労士～

釧路市浦見�丁目�番��号
（����）��-����
（����）��-����
shou.yasuda@nifty.ne.jp

社会保険労務士（社労士）は、労働・社会保険はじめ、法令に基づく就労者の義務や権利をフォローするとともに、行政機関に提出する書類や申請書等を依頼者に代わって作成するなど、採用から退職までの労務に関する広範囲な業務をサポートする国家資格者です。
H��年�月�日
�名
特定社会保険労務士

安田経営労務管理事務所 ： 特定社会保険労務士

安田経営労務管理事務所

お客様の幸せな将来、人生をサポートします

釧路市愛国西�丁目�-�
（����）��-����
（����）��-����
info@livelus.co.jp

弊社では物質的・精神的・時間的豊かさの追求を約束しています。勤務時間は8時半～16時半。お金と時間の余裕があれば、色々な経験ができ人として成長する機会に！求む、自分磨きができる人！
https://livelus.co.jp
����年��月
��名
生命保険・損害保険代理店

リブラス株式会社 ： 生命保険・損害保険代理店

タイヤの分野でこの地域の高いシェア

釧路市鳥取南�丁目��番�号
（����）��-����
（����）��-����

一般乗用車用タイヤ、ホイールはもちろん、産業用タイヤ、トラック・バス用タイヤなど大型タイヤの分野でこの地域の高いシェアを占めています。
昭和��年�月
��名
TOYO TIRE(株)の特約代理店

三ッ輪トーヨータイヤ株式会社 ： TOYO TIRE(株)の特約代理店

三ッ輪トーヨータイヤ株式会社
（順不同）

所在地 TEL FAX MAIL HP 設立 従業員数 事業内容
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HPは
こちらの
QRから！

私たち青年会議所（ＪＣ）は、20才から40才までの社会人が所属し、釧路の未来をより良
くするためにさまざまな活動をしています。皆さんの身近なところでは、夏には「くしろ霧フェ
スティバル」を毎年開催したり、2019年には夜の観光が盛り上がるよう、釧路川で「音と光
の噴水ショー」を行ったりなど、まちがより活性化するような取り組みを行っています。

10年先の社会を想像したことがありますか？予測もつかないほどのAIやIoTの進化、人口減
少、貧困の連鎖、経済格差、人材不足など。 今の子どもたちは、今はない職業に就いている
割合が約半数ともいわれています。だからこそ、新しい教育の在り方、学校と地域との協働を
本気で考えていかなければ、子どもたちが路頭に迷うことになります。 そのお手伝いをするの
がラポールくしろです。学校と地域、企業のニーズをマッチングさせ、コーディネートします。

北海道中小企業家同友会は、地域の社長さんたちが入っている団体です。何をやって
いるかというと、「よい会社」や「よい経営者」になるために学んだり、行動するために話
し合ったりしています。やりがいある職場をつくり、生活に必要なモノやサービスを生み
出すことで地域を支え、誰もがイキイキと輝いて暮らせる世の中を目指しています。

�������

一般社団法人

釧路青年会議所 HPは
こちらの
QRから！

HPは
こちらの
QRから！

◀「若者が住みたくなるま
ちにしよう！」というテーマ
で、2019年に開催した「く
しろぐらし動画コンテス
ト」。皆さんより年上の人
たちが、くしろで仕事をし
ながら楽しく暮らしている
姿がわかります。ぜひ検索
してみてください！くしろぐらし 動画コンテスト

こちらもCheck!

ラポールくしろ一般社団法人
学校地域協働センター

キャリア教育
学校と地域が協働し
「生きて働く」教育プ
ログラムを開発します

教育ICT

超スマート社会に役
立つ、新たな学びを
提供します

人材育成
学校と地域社会を
結ぶコーディネー
ター等を養成します

経営指針 社員共育 共同求人

先を見据えた
経営のために
理念・方針・計画

づくり

経営者だけが
頑張るのではなく
社員と共に育つ
魅力ある企業へ

人材が集まる
企業を目指して
計画的採用で
人材確保

一般社団法人

北海道中小企業家同友会
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