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KUSHIRO TALK

2002年生まれ、釧路市
出身。景雲中学校卒業
後、釧路北陽高校へ進
学。現在、高校2年生で
文系大学への進学を目
指している。趣味は釣り。

1998年生まれ、青森県出
身。青森県立八戸西高校
卒業後、2017年に釧路公
立大学へ入学。現在、経
済学部の３年生。2年次
後期に学内の留学制度
でカナダへ4ヶ月間留学。

1998年生まれ、釧路町
出身。釧路湖陵高校を
卒業後、2017年に釧路
公立大学へ入学。現
在、経済学部の３年生。
趣味はスポーツ観戦。

1998年生まれ、釧路市
出身。釧路明輝高校を
卒業後、2016年に釧路
トヨタ自動車株式会社
へ入社。趣味はアイス
ホッケーで、現在も「釧
路ベアーズ」に所属。

1996年生まれ、釧路市
出身。釧路公立大学を
卒業後、2018年に三ッ
輪運輸株式会社へ入
社。人事課で現在働い
ている。趣味は街歩きと
温泉巡り。

1995年生まれ、根室市出
身。北海道教育大学釧
路校を卒業後、2018年
に熱原釧路株式会社へ
入社。現在は営業課で、
ガス・住宅設備関連の
営業業務を行っている。

座談会 くしろがたり

文化とグルメの街、釧路市。

広大な自然や過ごしやすい気候、おいしい食べ物など

この地ならではの魅力がたくさんあります。

この本では、“釧路で働きたい”という人の想いを応援し、

この街を支える企業を紹介します。

あなたにぴったりの仕事で、
釧路の未来をクリエイトしよう

釧路に住む高校生にアンケートを取った結果、釧路で働きたくないという回答が53％となりました。
その理由として挙げられたのが「釧路に働きたい企業がない」というものです。しかし、釧路の企業について本当に知っていますか？
実際に地元で働く社会人の先輩達と現役の高校生・大学生のお話を通して、都会と釧路の環境の違いや魅力についてご紹介します。

早川 翔馬さん (17) 畠山 結衣さん (21) 宮本 哉利さん (21) 石田 理紗さん (22) 及川 堅太郎さん (23) 岡村 省吾さん (25)

企画・実施　釧路商工会議所青年部／北海道新聞社釧路支社

■ KUSHIRO TALK

■ くしろ歴

■ Kushiro City Sapport

■ 企業紹介／業種アイコンを見て、気になる企業をチェックしてみよう！
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TALK 01 くしろってどんな街だろう？

ー 今回、釧路以外の出身者は、公立大の畠山さんと熱原釧路
の岡村さん。住んでみた感想や出身地との違い、驚いたこ
とはありますか？

岡村 札幌や東京ではなく釧路に進学を決めたのは、何度も遊び
に来ていたし、実家にも近いという理由です。ここなら住ん
でみても良いかも、と思いました。

ー 釧路で驚いたことはありましたか？

畠山 青森に住んでいた頃は夕日について考えたこともなかった
んですが、釧路に来て夕日がとても大きくて意識するよう
になりました。

ー 釧路は三大夕日と言われていますね。

畠山 それを知って見るとやっぱりスゴイと思います。幣舞橋から
初めて見たときは感動しました。あと、鹿が学校の敷地内
にいることにもビックリ（笑）。これほど多く身近で見られ
るのには驚きました。

ー 釧路出身の方にもお聞きします。釧路のオススメしたいと
ころがあれば教えてください。

及川 札幌と比べるとオシャレなお店が少ないと思いますが、住
みやすいなと思います。

ー 及川さんは大学進学や就職の際に、ほかの地域へという
選択肢もあったんじゃないですか？

及川 釧路以外でと思っていたのですが、三ッ輪運輸は東京な
どにも支店があり、転勤で釧路を離れる機会もあるかも
と思い就職を決めました。今は釧路にいたいなと思って
います。

ー 石田さんはいかがですか？

石田 アイスホッケーの遠征で東京に行きますが、釧路は空気が
キレイで都会すぎないところが住みやすいと感じていま
す。最近はお店も増えてきて、田舎でも都会でもないこの
街が住みやすいです。電車に乗るのも嫌いなので（笑）。

宮本 食べ物が美味しいですよね。これは大きな魅力のひとつです。

早川 僕は細岡展望台から見る夕日が素晴らしい景色で魅力だ
と思います。武佐から桜ヶ岡に抜けるスカイロードから見
る街のパノラマも好きです。あと、修学旅行で東京に行っ
た際、刺身や焼き魚を食べたんですけど釧路と違って驚く
ほど美味しくなかった。空気も排気ガスの匂いがして、ぜん
そく気味になりました。

一同　（笑）

ー 釧路は霧の街とも言われますが、青森や根室はどうです
か？

畠山 青森は早朝、稀にかかるくらいで、顔が濡れるほど霧が出る
ことはないですね（笑）。

岡村 根室も霧はかかりますが、市街地は釧路の方が多いような
気がします。

ー 釧路の人にとっては霧も夕日も日常風景ですよね。他の地
域から見るとスゴイなと思うことって何かありますか？

畠山 湿原をキレイに見られる場所がたくさんありますよね。湿原
の風アリーナで走っていても湿原を見渡せる。湿原が見ら
れるスポットをもっと押し出していけばいいのにと思うこ
とがあります。

TALK 02 くしろで暮らすこと

ー みなさんの趣味を教えて下さい。

及川 温泉や銭湯巡りと街歩きです。南大通りエリアなどに月に1度、約2時間かけ
て歩くことがあります。

石田 4歳から今も社会人チームで続けているアイスホッケーです。お菓子づくりに
もハマっていてチームメンバーにあげるのが楽しいですね。

早川 アウトドア好きで、バイトが休みの日には釣りに行きます。

畠山 中学、高校、大学と続けているテニスかな…。他には友達とご飯を食べに行っ
たり、ギターの練習をしたりですね。

宮本 野球、サッカーなどのスポーツ観戦が好きです。湿原の風アリーナでトレーニ
ングをすることもあります。

ー 及川さんは、街歩きをする中で新たに発見したことはありますか？

及川 「約20年暮らしていても知らないことがこんなにあるんだ」と驚くことがあり
ます。温泉だと阿寒の「赤いベレー」、鶴居の「TAITO」まで足を延ばします。先
日は標茶にある「味幸園」にも行ってみました。

ー 釧路は温泉がとても多いですよね。石田さんの趣味はアイスホッケー。スポー
ツをする上で釧路ならではの良い点をお聞かせ下さい。

石田 社会人チームがとても多いですね。社会人から始めた人ばかりのチームが
あったり、初心者も始めやすい環境が整っていると思います。周囲の理解や
施設も整っていますね。

ー 畠山さんは長ぐつアイスホッケーの経験があるんですよね。

畠山 はい。スケートはあまり得意ではないんですが、釧路で長ぐつアイスホッケー
を始めました。初心者の社会人のみなさんと試合をする機会が多く、スケート
が不得意でもできるアイスホッケーだと感じています。転んでばかりですけれ
ど（笑）。

ー 去年から日本ハムファイターズが釧路で試合をしたり、コンサドーレが来たり
していますが、スポーツ観戦しやすい環境だと感じることは？

宮本 湿原の風アリーナで観る機会が充実していると思います。去年はバスケット
ボールチームの「レバンガ」の試合もあって、他地域に対してのアドバンテー
ジになるかなと。

ー 岡村さんは、スポーツはしていますか？

岡村 高校、大学とラグビーをやっていて、今も社会人チームで続けています。釧路
は根室に比べて、スポーツを続けることに対する理解があると思いますね。ス
ポーツ全般に対して「社会人になっても続けていこうよ」という呼びかけが強
いと感じます。その影響で僕も続けているので。

ー 釧路はスポーツを通して交流したり、続けやすい環境なのかもしれないです
よね。早川さんは釣りが趣味なんですね。

早川 祖父も父も釣り好きで、小学生になる前から釣り竿に触れていました。

ー 西田敏行さんが厚岸で『釣りバカ日誌』の撮影をしたり、阿寒周辺で巨大ニ
ジマスの「スーパーレインボー」とか珍しい魚が釣れるのも道東ならではで
すよね。

早川 サイズが大きくて、釣り人にとっては魅力です。本来外来種であるニジマスが
釣れたり、屈斜路湖だと稀にイトウも釣れますね。日本海側にも釣りへ出かけ
たことがあるんですが、釣れる魚が全然違います。1年に1度あるかないかくら
いですが自分で釣ったサケをさばいてイクラなどを食べるのは最高です。
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天然温泉が楽しめる、阿寒丹頂の里 サークルハウス
「赤いベレー」

社会人チームでアイスホッケーをプレーする石田さん

地域の人々のスポーツ活動の場「湿原の風 アリーナ」

阿寒湖周辺で釣れるニジマス

行ってみよう！

ステキな魅力がいっぱい！
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TALK 03 くしろではたらくこと

ー 釧路で働くことについてお伺いします。社会人のみなさんは、会社でどん
な仕事をされているのかお聞きしたいと思います。石田さんからお願い
します。

石田 釧路トヨタの本社で事務の仕事をしています。自動車保険の担当として
店舗から来た書類のチェックをして保険会社へ送っています。クレジッ
トカードの手続きもありますね。

及川 三ッ輪運輸は物流関係の会社で、主な仕事は釧路港へ着いた船に積ん
である荷物の手配や保管業務をしています。僕は総務部人事課に所属
していて、社員の社会保険などの書類手続きをしています。企業説明会
や会社訪問などで案内や説明を行うこともあります。

岡村 私のいる熱原釧路は、市内のガソリンスタンドを経営する会社です。私
は第二営業部営業課で、LPガスの営業やお客様が安全に使用できて
いるかなどを確認します。ストーブや給湯器などの住宅設備の営業や
交換・取付作業なども行いますね。

ー 学生さんたちは釧路トヨタさんに保険の手続きをする仕事があることは
ご存じでしたか？また熱原釧路さんがガソリンスタンド以外にも、これ
だけの業務のある会社だとは知っていました？

宮本 今は就職活動をする関係で知っていますが、何年か前は分からなかった
です。

ー 自分で調べないとわからないですよね。社会人の皆さんにお聞きしたい
のですが、働いていて釧路を強く感じるところがあれば教えて下さい。

及川 僕は西港の事務所に勤めていて、窓からすぐ海が見えるのは釧路を感じ
るひとつですね。釧路の基幹産業を支える玄関口だと実感します。あと
は、浜言葉。最初はすごく早口だし、何を言っているのか全然分からな
かったです（笑）。入社前は港へ行くこともなかったので、釧路ならでは
だと思います。

岡村 釧路といえば釧路ガスさんの扱う都市ガスというイメージがあるんです
が、市街地などの中心部から遠ざかるほど供給が難しくなるんです。そこ
で弊社が扱うプロパンガスが必要になります。日常生活に必要な火を
供給する仕事はまだまだ釧路に不可欠だと思っています。

石田 交通機関が発達している大きな街に比べて釧路だと車がないことは不
便につながってしまう。車に乗る人も多くて、車内で暖かく過ごせる機能
が喜ばれるっていうのは釧路っぽいかなと思います（笑）。

ー 学生さんたちが社会人の話を聞く機会はあまりないと思うんですが、今
のお話の感想はどうですか？

宮本 及川さんからお話があった、釧路出身で
も浜言葉で釧路を感じる、ということが
あるのはそれも魅力だと思いました。企
業の仕事の内容も知った気でいて魅力
的じゃないと勝手に思い込んでいる部分
もあると気付かされました。

畠山 皆さん自分のお仕事について理解してい
らっしゃるんだと思いました。人に魅力的
な仕事だと感じてもらえるよう、きちんと
話せる社会人になりたいと思います。

早川 僕は将来釧路で働きたいと思っているん 
ですが、具体的にどんな仕事に就きたい
かまでは考えられていなくて…。皆さん

　　 のお話を聞いて、縁の下の力持ちというか、サポートに回っ
ている方々の活躍に魅力を感じます。

ー 企業の中身について意外と知られてなくて、知れば興味を
持ってもらえることってあると思うんですよね。さて、働き
始めてから趣味の時間は取れていますか？

及川 達成感や充実感を仕事で得ますが、それとは別に趣味の
街歩きでは、いろんな人を募集して歩くようなことをやっ
ています。どうしても働き始めると、職場の人たちとの時間
が多くなるので、プライベートでの人間関係を大事にした
いと思って時間を作るようにしています。

ー 石田さんがアイスホッケーの選手を続けていることは会社
の理解があると思いますが、いかがですか？

石田 遠征で、3日連続休むときもあるんです。でも他の人も理解
してくれていて、分担したり助けてもらうことが多いです。
練習は7時からなんですが残業がないので参加できてい
ますし、長期で休むこともでき、両立していると感じます。

ー 石田さんはアイスホッケーを続けることを前提に採用とい
う経緯があるんですよね。実は釧路にも企業によっては、
地域の活動やスポーツを応援してくれる企業もあります。

石田 私のチームのスポンサーにもなってくれています。

ー 岡村さんはプライベートの時間は取れていますか？

岡村 時には残業もあるので、予定を立てることが大事だと思っ
ています。社会人になるとやっぱり時間は限られますから、
「次の休みにはコレをしよう」と決めて仕事を終わらせると
いう意識です。何でも中途半端にしちゃうとダメです（笑）。
そうすれば仕事にも熱がはいりますよね。

ー プライベートが充実するから仕事ができる。石田さんや及
川さんも同意できる部分ですか？

石田・及川 そうですね。

ー 学生さんたちは社会へ出ると猛烈に働かされて、プライ
ベートがなくなるみたいな心配があると思うんですが、話
を聞いてどうですか？

宮本 学生時代は勉強と部活の両立と言われるじゃないですか。
そのハードモードを社会人になって両立できるか…。「この
日は遊びに行くから受験勉強がんばろう」みたいな意識が
弱いと社会人になって苦しい思いをするのかな…。学生時
代の過ごし方は大事だなと思いますね（笑）。

畠山 皆さんそれぞれライフワークバランスが、両立しているよう
に感じました。私も、どちらも並行できるように働きたいで
すね。

早川 ニュースで過労死が叫ばれていたりするので、そういうイ
メージが定着しがちでした。でも、土日休みで定時退社で
すなどのお話を聞くと安心した部分はありますね。Let’s t

ry

将来は

どうなって

いるかな？
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畠山さんオススメのパン屋「Hatch Bakery」

岡村さんオススメのカフェ「RHYTHM」

南大通から弁天ヶ浜に向かう途中見られる景色

西港から見られる夕日

TALK 04 くしろのココがオススメ！

ー 釧路で暮らす皆さんのオススメスポットを教えてください。

畠山 私は公立大なので、芦野周辺にオススメスポットがあります
ね。ネパールカレーの「B＆T」、中華料理の「全家福」がすごく
美味しいです。泉屋のスパカツは定番ですよね。あと学校近
くにあるカフェ「シエスタ」のガトーショコラが絶品です！

及川 食べ物ばっかり（笑）

畠山 （笑）。パン屋の「Blissベーカリー」や「Hatch Bakery」もオ
ススメです。あと居酒屋の「佐々木商店」も。友達のアルバイ
ト先で知る機会が多いです。

宮本 僕も食べ物なんですけど、「そば処ながや」はボリュームが
あって学生にはありがたいです。釧路の地酒福司をはじめ
とする日本酒が一緒に楽しめるのもいいところですね。

ー お酒は20歳になってからということで。

石田 私は釧路の宴会情報誌「Utage」を毎年買っているんですけ
ど、そこに載っていた餃子バーの「Gyo-The-Bar」とかス
テーキの「ばらてぃえ」に行きたいなと思っています。

及川 スポット的には南大通をぜひ歩いて見て欲しいと思います。啄木の歌碑があった
り、レンガ畳みの道路だったりと新たな発見があります。文苑とかと街並みが違
うので、釧路の違う一面を感じられると思います。僕の好きな漫画に湘南のビー
チが見える踏切が登場するんですが、弁天ヶ浜に向かう景色が全く同じだったり
もするんですよ。

岡村 僕は鳥取大通にあるカフェ「RHYTHM」ですね。あとは春採にある「やきにくや～
燦（SAN さん）～」。ランチの豚丼がすごく美味しかったので、食べに行って欲し
いです。

ー 夕日がキレイなスポットで印象的な場所はありますか？

畠山 私は大学の講義室や図書室から見る夕日ですね。夕方は沈む瞬間まで眺められ
ます。

及川 西港もキレイですね。仕事で飼料穀物サイロに登ることがあるんですが、そこから
見る景色はすごくキレイですね。

TALK 05 これからのくしろ

ー 実は今回商工会議所の青年部で取ったアンケート結果
で、高校生の53％が「釧路で働きたくない」と答えていま
す。若者が希望を持って働くには、ということについて意見
を伺いたいと思います。この街は炭鉱や漁業で大きく栄え
てきた歴史がありますが、今はそれらの産業は厳しい状況
です。でも一方で観光立国ショーケースにも選ばれ観光の
街にという動きもあります。決してマイナスの話ばかりでは
ない。そんな中で企業にどうあって欲しいとか、若い人はど
んな気持ちで仕事をしたらいいと思いますか？

宮本 社会に出ている人たちがこれだけ稼げて、楽しいんだと発
信して欲しいと思いますね。まずは大人が楽しそうに仕事
をしてもらえれば（笑）

ー それは、大事ですね（笑）

宮本 それが一番心に響くのかなと。地元というアドバンテージ
があると思うので、そこを活かして欲しいですね。

畠山 私は仕事を理解してもらう取り組みは続けて欲しいです
ね。あとは小さい頃から仕事を体験できるボランティアが
充実すると、将来的な就職にもつながるんじゃないかと思
います。

早川 釧路は気候的にも住みやすい環境だと思っています。釧路
湿原があるので洪水も起こりにくいですし、そうした地理
的要素を知ってもらえれば働く人も生涯安心して暮らせる
んじゃないかと思います。

岡村 大人が楽しそうに仕事をしなくては・・・、というのはそのと
おりだと思いましたね。学生にはどんな会社があるのか、
仕事内容がよく分からない。でも、何か楽しそうに仕事をし
ていると興味を持つと思うんです。今日、認識したので、明
日から楽しく働くことにします。

一同 （笑）

ー 最後に、釧路で働くメリットに通勤時間や生活環境が上げ
られると思うんです。石田さんは今、通勤時間はどのくらい?

石田 5分かからない場所に住んでいます。

岡村 僕は持ち家に住んでいるんですが、通勤は10分かからない
ですね。

ー 岡村さんのように25歳で一戸建てを持てるのは、実はすご
いことなんですよ。札幌で一戸建てを持とうと思ったら、だ
いたい30代後半です。建てられる場所は札幌郊外が多く、
通勤には約1時間かかることも。石田さんや及川さんの同僚
や友人で、一戸建てを持っている方はけっこういますか？

石田・及川 いますね。

ー 東京だと通勤時間は1～2時間がザラなんですよ。これは
大きなメリットじゃないですか？

宮本 そうですね。働いた後の生活まで想像できていないので、
メリットを伝えていくのは大事だと思います。

ー もちろんより大きな街の方がもらえる給料が高いこともあ
ります。でもその分住宅や交通費などで生活にかかるお
金がかかったりもする。釧路の方が生活費を抑えられるの
で、趣味に使える時間とお金があったりするんです。

早川 通勤時間が短いと、自分の時間も作りやすいってことです
もんね。

ー 釧路はこんなにいいところだと伝えることも大事。そして、
会社や仕事についてもしっかりと伝える。都会に憧れるか
もしれませんが、実は釧路の方が考え方次第で豊かな生
活ができるということを理解することも大事です。そしてな
により、楽しんで仕事をしましょうということですね。今日
はありがとうございました。楽しく仕事ができました。

行ってみてね♪

映えスポットも
あるよ！

これからも

僕らの街「くしろ」
を

楽しもう！
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開拓時代から今日まで、大切な産業として釧路を支
えてきた酪農。昭和48年から国の方針により、大規
模化が推し進められ、機械化もあり釧根地域は全
国一の酪農地帯となりました。乳牛にとっても過ご
しやすい高地の冷涼な気候が、国内外からも人気
の高い高品質な牛乳を生み出しています。

釧路は北海道で初めて製紙工場が設けられた街です。
木材、水、漂泊に使用する硫黄、火力になる石炭も豊富
にあり、釧路町天寧(現・中央)に「前田製紙」が設立され
ました。以降、変遷を経て製紙業3工場を抱える製紙業
を基幹産業の一つとする街になりました。
写真提供：日本製紙株式会社 釧路工場

01
北海道の開拓と共に林業が開始されました。釧
路では木材を流送する為に、釧路川などを利
用しました。鉄道が敷かれたこともあり、釧路
港は一大搬出基地になり、街の基盤がつくられ
ました。

林業 Forestry

北海道で唯一、国際バルク戦略港湾（穀物）に選定されてい
る釧路港。海外の大型船にも対応できる輸入拠点として国
が定めるもので、2018年に全国で初めて完成した「国際物
流ターミナル」は182億円かけて整備されたもの。飼料メー
カーや物流企業などの活性化にも繋がり、ひがし北海道の
物流拠点として今まで以上の期待が寄せられています。

江戸時代の末期から、昆布の街として知られていた釧
路。古くは「場所請負人」という委託管理形態での漁業
が営まれていました。近代になるにつれ技術も発展し、
昭和40年代には日本一を誇るほどに成長。外国との協
定で取り巻く環境の変化はありますが、現在でも全国有
数の漁業基地です。

2つの国立公園を有する釧路には、太古の原生林が残り北海道独自
の動植物が生育しています。阿寒湖周辺には豊かな自然と北海道
最大級のアイヌコタン（集落）があり、アイヌ民族の伝統を継承しな
がら独自の感性を取り入れ日常使いできるよう作り上げたアイヌク
ラフツ（商品）や、デジタルアートとアイヌ古式舞踊･現代舞踊を融
合した「阿寒ユーカラ　ロストカムイ」、国立公園の夜の森にデジタ
ルアートで自然との共生の大切さを伝えるアイヌ伝説を再現した
「阿寒湖の森ナイトウォーク　カムイルミナ」など阿寒湖ならではの
革新的なコンテンツが楽しめます。

1856年（安政3）釧路市益浦の海岸線で、北海道初となる石炭採掘がスタート。
本格的な近代的炭鉱は、1887年（明治20）に日本四大財閥のひとつ、安田財閥によ
り春採湖畔で始まった、「春鳥炭山」が最初です。その後、石炭の需要減少に伴って
全国で閉山が相次ぎましたが、釧路には日本唯一の坑内掘り炭鉱として「釧路コー
ルマイン」がヤマの灯を引き継いでいます。

監修：観光クリエイター 原田カーナ

当たり前すぎて知らないことが多いのが、自分の街のこと。
知っているようで知らない、今日にいたるまでの釧路の歴史を振り返ります。

くしろこの町を
　もっと知ろう

！ 歴

前田 正名

ふむふむ

釧路を支える
拠点！

野生動物も

たくさん
☆

02 製紙 Papermaking

03 石炭 Coal

04 バルク港 Bulk port

05 酪農 Dairy

06 漁業 Fishery

07 観光 Sightseeing

釧路の産業を支えた偉人
　釧路で名を残した功労者も数知れず。なかでも釧路の産業の礎を築いた人物の1人に“前田正名”がい
ます。前田氏は薩摩藩（鹿児島県）の出身で、明治政府の官僚などを務めました。
　地方産業振興の大切さを唱え、殖産興業政策を立案し「府県郡村是」運動を推進しました。「是」とは
「それぞれの地方の進むべき道、地方産業計画」という意味で、この運動に感銘を受け、その時の言葉「郡
是(ぐんぜ)」を社名にした製糸メーカーが「グンゼ」です。
　前田氏は全国をまわり、明治33年、資源に恵まれた釧路町天寧に北海道初の製紙会社「前田製紙合名
会社」を設けます。これが現在の日本製紙釧路工場の前身です。製紙に必要な林業も行いました。
　明治39年、前田氏は馬を育成する牧場の造成と森林開発のため阿寒湖畔に阿寒前田一歩園の事務所
を開きますが、後に、阿寒湖のスイスにも劣らぬ素晴らしい風景を残すため「伐る山から見る山に」方向を
転換しました。
　昭和9年、阿寒湖畔一帯は“阿寒国立公園(現-阿寒摩周国立公園)”に指定される事となります。前田氏
の遺志は次男の二代目園主の前田正次氏、正次氏の妻である三代目園主前田光子氏に引き継がれ、今で
も“（一財）前田一歩園財団”が森林の保全にあたっています。尚、三代目園主で初代の財団の理事長で
あった前田光子氏は夫正次の死後、一人で阿寒湖周辺の広大な森林を守り、阿寒湖温泉の発展に貢献し
アイヌ文化の保護にもあたりました。地域の資源・文化を守り育てる“地方産業振興”の志と働きは、地域
の財産をつくりました。
　様々な功労者によって整えられてきた釧路。この地で次の物語をつなぎ築いていくのは、君かも知れません。
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Kushiro

お仕事サポート

就職希望者への支援

1
釧路市ではハローワークくしろと連携し、
UJIターン希望者と人材を求める企業との就職マッチングを行っております。
求職者登録をしていただきますと、釧路市内の求人情報をお知らせします。

釧路で受けられるお仕事や暮らしのサポート、
施設についてご紹介します♪

創業希望者への支援

2 釧路市で、起業して「仕事をつくる」方のために、
創業支援サポートを行っています。

釧路市 産業振興部 商業労政課 ／ TEL.0154-31-4611お問合せ

釧路市雇用労働相談所 ／ TEL.0154-31-4522お問合せ

新規就農者への支援

3 新規就農にあたり、農用地の確保、技術の習得、資金の準備等の課題に対し、
様々な支援制度があります。お気軽にお問合せください。

釧路市産業振興部 農林課 ／ TEL.0154-31-2552お問合せ

暮らしサポート

■ 大学（北海道教育大学釧路校、釧路公立大学）
■ 短大（釧路短期大学）
■ 専修学校 9校（公立・私立含む）
■ 特別支援学校（鶴野支援学校、釧路養護学校） 

子育て支援

1
子育ての悩み相談や親子の遊び場として、子育て支援センターを
市内に7カ所開設しています。 

設備の整った学校で充実した教育を受けることができます。
学校教育について

2

釧路市こども育成課 保育担当 ／ TEL.0154-31-4541お問合せ

病院・福祉

3
釧路市には100カ所を超える病院・診療所があり、人口あたりの施設数が
全国平均を上回っています。市内には、3つの総合病院をはじめ、
夜間急病センターや救命救急センターもありますので、緊急の時でも安心です。

■ 小学校 27校（国立含む）
■ 中学校 17校（国立・私立含む）
■ 高等学校 8校（私立含む）
■ 高等専門学校（釧路工業高等専門学校）

■ 保育所など 9カ所 　■ 幼稚園 15カ所　■ 認定こども園 26カ所　
※令和2年1月時点

■ 病院数 17カ所　■ 一般診療所 64カ所　■ 歯科診療所 87カ所
※令和元年7月時点

十分な施設が

揃ってます!

充
実
の
サ
ポ
�
ト
体
制
♪

City Support

みんなが
安心して

暮らせる街！

明治安田生命保険相互会社 釧路支社 釧路駅前営業所
〒085-0015 北海道釧路市北大通１２－１－４ 明治安田生命釧路第二ビル９F
お問い合わせ先：TEL 0154-23-2371　担当者名 浅古・須藤

採１９０２１３３【釧路】２００３
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こんな人材を求めています！HPは
こちらから

〒���-����
釧路市末広町�-�

����-��-����

zenstyle@lapis.plala.or.jp

http://zen-style-dining.com/

平成��年�月

��名（パート・アルバイト���名）

飲食業(ホールスタッフ・サービ
ススタッフ)

「食」のしあわせを贈り、明日の元気を
人々へ。地域へ。世界へ。

有限会社 ゼンスタイルダイニング

私たちは「しあわせを贈り
明日の元気を創る人」

所在地

T E L

M A I L

H P

設 立

従業員数

事業内容

代表取締役
大野 良太

前向きで明るく、誰に対しても思
いやりと笑顔を大切にできる方や
サービス業に興味があり、喜んで
もらうことを大切にしている方。
未経験者も歓迎します！

　釧路を中心に8店舗の飲食店をプロデュースする「ゼンスタイルダイニング」。釧路の名
物が味わえる創作居酒屋「道東食材炭火焼　さかまる　末広店」や、隠れ家的なカジュア
ルダイニング「酪農家バル　ロールベール」、落ち着いたバー「釧路ばる」など、個性あふ
れる多彩な店舗を展開しながら、地域のあらゆるニーズに対応しています。「ゼンスタイル
ダイニング」が目指すのは、空腹を満たすだけでなく心まで満たされる飲食店。さまざまな
コンセプトの飲食店で街の「食」を盛り上げ、街と人を元気にしていく仕事です。
　入社後３年目までは、ホール・調理スタッフとして接客、調理基礎を行うところから
始まり、徐々に店舗運営に関するマネジメント業務やメニュー開発などを経験。食材や
レストランの知識や技術はもちろん、人と接する能力やチームワークを構築する力が
身に付きます。きき酒師やソムリエなどの資格取得を推奨する他、将来、飲食業を目指
す社員にも各種支援制度で独立開業までのサポートを行っています。社会人２年目、３
年目の社員も多く活躍中！現在「ゼンスタイルダイニング」は釧路市内店舗数NO１の
総合フードサービス企業となりました。札幌市でも店舗を展開し、今後は道内各都市
への出店も計画しています。

　私たちが考える「しあわせ」
の姿は、人のつながりを大切
にし、食を通して喜びや感動
の体験を率先し、小さな喜び
を積み重ねて大きな「しあわ
せ」へとつなげること。それが
私たちがこうありたいと思う

「しあわせ」の姿です。
　よろこびを積み重ね、食の、
人の、感謝のこころを伝え続
けることで、お客様の元気を
地域の元気へとつなげていく
ことが、私たちのミッションで
あり明日の地域を創って行く
と考ています。

こんな人材を求めています！HPは
こちらから

釧路から全国へ広がる
三ッ星流イーターテイメント

株式会社 
三ッ星レストランシステム

感動と幸せを届けるため、
充実した働き方を実現

代表取締役
谷川 富成

〒���-����
釧路市春採�-��-��

����-��-����

http://www.mitsuboshi.net/

平成３年３月

�,���名

フードサービス業、飲食店本部
の運営など

所在地

T E L

H P

設 立

従業員数

事業内容

常に全力で一生懸命、志しの高い
人材を求めています。将来の店長
候補や幹部候補を目指して、あな
たのやる気を活かしてみません
か？

　1981年、23坪の喫茶店から始まった「三ッ星レストランシステム」。現在では回転寿
司の「なごやか亭」、焼き肉ダイニング「焼肉菜包 ぼくぜん」・「牧歌園」、とんかつ専門
店「こだわりとんかつ かつ善」と、道内を中心とした全25店舗の外食ビジネスを手が
ける大企業へと成長しました。社名の「三ッ星」にはグルメガイド本「ミシュラン」にちな
んで顧客が選ぶ三ッ星レストランを目指すという志しと、スタッフに三ッ星の人生を
送って欲しいという想いが込められています。
　独自の外食ビジネスを創り上げたのは、谷川社長の食に対する探求心。乾燥を抑え
ながら熟成させる「ウェットエイジング」の開発や、寿司に使う海苔やガリは札幌の高
級寿司店と同等クラスのものを手配するなど、徹底したメニューづくりを行ってきまし
た。その姿勢がスタッフの意欲を引き出し、外食というエンターテイメント「イーターテ
イメント」を叶えてきたのです。結果として民間放送局が調べた「札幌の寿司屋さん
100人に聞いた一番美味しい回転寿司屋さん」で１位に選ばれるなどしています。
　これからの「三ッ星レストランシステム」が目指しているのは、７年以内に上場企業と
なること。そのため、より徹底したメニュー開発と人材育成に取り組んでいます。

　当社は向上心をもって働くスタッフに
は、より多くの成長機会を提供する会
社です。最 良を知らなけれ ば、味や
サービスがどのレベルなのかを知る
こともできません。そのため意欲ある
人材には、経費として食べ
歩きの機会を増やす取り組
みも行っています。またお
客様に感動や幸せを届け
るにはスタッフも充実して
いなけ れ ばならないとし
て、年６回の賞与などを取
り入れています。店舗ごと
の会計も全て開示している
ため、経営の経験も積める
環境です。
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こんな人材を求めています！HPは
こちらから

地場の食とくつろぎの空間で
釧路の味覚の感動を届ける

炉ばた居酒屋 釧路はたご家

いつか自分でお店を開きたい
若い人材の夢を応援

〒���-����
釧路市栄町�-�

����-��-����

����-��-����

http://www.���hatagoya.com

平成��年��月

��名

飲食店の経営

所在地

T E L

F A X

H P

設 立

従業員数

事業内容

明るく元気、笑顔に自信がある、
素直さが自慢！この３つを武器
に、当社で輝いてください。先輩
がマンツーマンで、さまざまな経
験をサポートします。

　駒形家グループの炉ばた居酒屋として設立した「はたご家」。江戸時代に旅人が利
用したという「旅籠」をイメージし、その地ならではの美味しい食事とくつろぎ空間の提
供をビジョンとして始まりました。２名から60名までが利用できる多彩な個室を備えた
釧路最大級の居酒屋として、観光客や大切な人をもてなす場として賑わっています。メ
ニューは炙り焼き、寿司、揚げ物、サラダ、デザートなど豊富な品揃えで、釧路の旬を堪
能できるラインナップ。地酒を取り入れるなど、どこか釧路らしさを感じられる創作料
理などにも積極的に取り組んでいます。
　「はたご家」が心掛けているのは、釧路の食の美味しさを観光客に知ってもらうこと
はもちろん、地元の人たちにとって、自慢できる味であるということ。当たり前のように
感じている食材の良さを、もっと多くの人に知らせたいという想いです。そのために
様々なイベントを企画してきました。今後もバージョンアップさせながら美味しさの喜
びを広げていきます。今まで以上に旬を意識した「はたご家」独自のメニュー作りに取
り組み、ニーズやトレンドの変化に応じた事業展開が予定されています。

　当社は学生アルバイトも多く、
若い人たちが活 躍していま
す！基本方針として失敗を糧
とし、創意工夫をしながら何
にでも挑戦してほしいと思っ
ています。サービスを通じなが
ら丁寧な所作や笑顔が身に
つき、人としての魅力も磨か
れます。調理では和食、洋食、
中華を幅広く学ぶことができ
ます。希望する資格取得には
ある程度の費用も負担します
し、繁忙期には臨時手当もあ
り！当社はいつかは自分の店
を持ちたいといった、夢を目
指す成長心を応援します。

駒形家グループ

専務取締役
白幡 慎太郎

HPは
こちらから

こんな人材を求めています！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

色々なことに好奇心があり、知識
や技術の向上のためには、積極
的に人に聞いたり、自分で調べる
ことができる人。

〒���-����
釧路市大楽毛���番地�

（����）��-����

（����）��-����

info@hokkai-s.com

http://www.hokkai-s.com/

平成5年5月

107名

水産物の加工及び販売

代表取締役
佐久間 章

北海食品株式会社
職人の技を最新の設備と
徹底した衛生管理で生かします
　確かな目で仕入れた世界各国からの品質の高い原料を、主にいくら、筋子、たら子、数の子などの
魚卵製品に製造しています。衛生的な環境の工場施設内には分析室も設け、徹底した検査・管理の
もと各製品の高い安全性を確立。「おいしさ」をお客様へお届けしています。入社後の数年間で製造
現場での工程、製造技術、製品の特性、衛生と品質管理などを徹底的に学んだ後、適正に合わせて
職種を選ぶことができます。仕入先である海外への原料買付の同行なども行っています。基本的な
福利厚生のほか、会社主催のバーベキューパーティーや歓迎会などの催しが年に数回あります。

北海食品株式会社

熟練の技術と最新鋭の設備で
海の恵みを食卓へ
　弊社は豊かな自然に育まれた北海道 釧路の地で、世界各地から自ら選
び抜いた品質の高い原料を使い真心込めて安心・安全な｢おいしさ｣をつく
り続けてきました。より信頼ある製品をお届けできるよう、長年あたためて
いた技術やノウハウと最新の衛生管理設備を導入し、国内市場へ信頼ある
製品をつくり続けていけるよう努力しています。また、世界中へ日本文化が
広がりを見せているなか、海外の市場開拓にも積極的に取り組んでいます。

HPは
こちらから

こんな人材を求めています！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

〒���-����
釧路市益浦�丁目��-�

（����）��-����

（����）��-����

shibano@kinkai.co.jp

www.kinkai.co.jp

昭和55年3月

129名

水産加工品製造販売、
原藻昆布・他海藻仕入れ販売

株式会社近海食品

道東から全国へうまみのもとを届けます。

Always Challenging
　仕事の中での失敗は、自分を成長させてくれるエネルギーでした。失敗し
た悔しさもありましたが、なぜそうなってしまったのか、“振り返り”をする事
が次へとつながる一歩になります。大事にしているのは、前向きな考え方で
す。いろんな事にチャレンジし続けることがやりがいや成功へつながると考
えています。自分の仕事を見直す習慣を持つことで、より質のあるものにし
ていけると思っています。これからの方に求めるものはチャレンジする姿勢
です。積極的に壁に向かっていく事で未来が開けていくと信じています。

主任
櫻　 翔

　弊社は厚岸町から始まり、現在では釧路市に本社を構え全国の幅広い食品関連企業とつながっ
ています。北海道は昆布の一大産地であり、新鮮で安全な原料の確保からニーズに合った加工・製造
を行い全国へお届けしています。食品といえば厳しい品質管理があり、昨今のトレーサビリティの必
要性も考え、原産地が目に見える情報発信も進めています。海外でも和食文化が広がり昆布は
“だし”として需要が高くなってきています。これからも時代のニーズと共に歩んでいける企業づくりを
進めていきます。

元気で積極的なあなた、一度会
社訪問をしてみませんか？
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HPは
こちらから

こんな人材を求めています！

ノーザンミツワ株式会社
あなたの「得意」を活かせる会社です！
　まずはびっくりドンキーの店舗責任者の一人として接客業務、店舗運営数値の管理業務、販促イ
ベント活動の企画提案、スタッフの教育トレーニングをお任せいたします。
　ステップアップの状況と希望に合わせ「北海道うまいもの館」（物販店舗）での勤務も可能です。
対人力、数値管理能力、プロジェクト立案力、デザイン力など様々なスキルアップが可能であり、得意
な能力をさらに伸ばし専門の部署で活躍することも可能です！
　また、各種保険・通勤手当の他、資格取得支援、インフルエンザ予防制度、子ども医療費助成金制
度、慰安旅行（ハワイ、台湾、長崎）や海外研修（アメリカ、ドイツ）など福利厚生や研修面も充実して
おります！

チームワークを大切に！
一緒にスキルアップしませんか？
　私たちノーザンミツワはチームワークを大切にして全員でスキルアップで
きる会社づくりを目指しております。上司や先輩社員が丁寧に仕事を説明す
ることはもちろん、困っている社員がいれば皆で助け合い、災害があれば炊
き出しなど積極的に地域貢献する社風です。

所在地

T E L

F A X

H P

設 立

従業員数

事業内容

◎困っている人がいると
　見過ごせないあなた
◎実は「チームワーク」という
　言葉が好きな方。

〒���-����
釧路市鳥取南�丁目��番�号

（����）��-����

（����）��-����

http://www.mitsuwa-shokai.co.jp/�-��group.html

昭和��年�月�日

��名/パート・アルバイト���名

びっくりドンキーのFC運営
自社直営レストラン、他物販店

自社直営レストラン勤務
中村 祐貴

（本社）

こんな人材を求めています！HPは
こちらから

多彩な事業展開
地域と世界をつなぐ釧路の総合商社

株式会社 三ッ輪商会

新たな価値を創造する
GOOOD JOB!な毎日を！

代表取締役社長
栗林 延年

〒���-����
釧路市鳥取南�-��-�

����-��-����

http://www.mitsuwa-shokai.co.jp

昭和��年��月

���名

石油・LPガスほかエネルギー全般・建
築資材などの売買および輸出入業

所在地

T E L

H P

設 立

従業員数

事業内容

さまざまな関連事業に触れて、い
ろいろなものに興味を持ってくだ
さい。目標となる先輩を見つける
ことで、自身の成長にもつながり
ます！

　「三ッ輪商会」は道東を拠点として全国や海外とネットワークをつなぎ、石油などの
燃料、建設の材料、オフィス機器をはじめ多様なビジネスを展開しています。その他、ガ
ソリンスタンドやモバイル機器の販売店事業を行うほか、地域資源を活かした新しい
ビジネスモデルの事業化やサービス提供など、多角的に展開しています。運送業を営
んできた三ッ輪運輸の商事部から分社化した1947年から、道東の製品を運んで物資
を供給することで地域の人々の暮らしを支えてきました。グループ企業ではハンバーグ
チェーン店の運営や養豚事業なども手がけており、製造から販売まで多彩な経験が積
める職場です。
　「三ッ輪商会」では向上心をもって業務に取り組む姿勢が評価されていますが、今後は
より企業としての魅力を高める組織づくりを進めています。スローガンは「GOOOD 
JOB!」。ロゴである三つの輪を見据えた、グッド以上のひとつ丸が多い仕事を社員ひとりひ
とりが心がけることです。若手を中心に積極的な業務改善や職場改善が始まっています。
　「三ッ輪商会」が目指すのは、安心して商品を任せてもらえる地域の支えとなる企業
であること。そして、安心して働ける企業であり続けることです。

　人と人、企業と企業をつないで新た
な価値を生み出す仕事です。社歴や
年齢問わず風通しの良い社風が自
慢で、多彩な事業展開でライフスタイ
ルに合わせた働き方を叶えられます。
本格的な職場改善を行
うため、最高賞金20万
円のより優れた職場改
善 案 を競う「 G O O O D  
JOB!選手権」も実施中
です。年間５万円までの
子どもの医療費手当な
どの少子化対策も行い、
地域における暮らしやす
さを企業で補っていける
よう取り組んでいます。

釧路商工会議所

QRから
HPを
チェック!

〒085-0847 釧路市大町1丁目1番地1号 道東経済センタービル4F

☎  0154-41-4141F A X

H P

0154-41-4000

http://www.kuhcci.or.jp

1 経営サポート活動
経営に関するご相談、融資の斡旋など、
企業経営の改善と新たな成長に向けて
サポートする活動を実施しています。

2 政策活動
会員の意見をもとに、国・道・市に対し
建議・要望活動を展開し、商工業とりわけ
中小企業の総合的な発展と地域社会の
繁栄にむけた活動を行っています。

3 地域振興活動
観光・ビジネスの推進を始め、

地域の活性化・にぎわい創出のため
さまざまな活動を行っています。

▼釧路商工会議所の主な事業

釧路地域の経済活性化には若い皆さんの力が必要です！求む! 若い力

1716



こんな人材を求めています！HPは
こちらから

〒���-����
釧路市新富士町�-�-��

����-��-����

����-��-����

info@kushirovff.co.jp

http://kushirovff.co.jp/

昭和��年��月

��名

公設地方卸売市場において釧
根地域の青果物供給など

地域に野菜・果物・花を満たす
道東の需要と供給を守る仕事

丸中釧路中央青果 株式会社

商品で地元と世界をつなぎ
地域の「食」を支える

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

取締役総務部長
斉藤 和芳

市場を知ることで、地元の意外な
特性を知ることも！体を動かした
り、人と話すことが好きだという
人材を求めています。

　日本全国の生産者から預かった野菜や果物の適正価格を決めて、道東の仲卸業者・
スーパー・小売店などに供給する釧路市公設地方卸売市場「丸中釧路中央青果」。毎日
さまざまな野菜・果物・花など観賞用の植物について、取り巻く環境の変化に応じた価
格の見極めを行っています。「丸中釧路中央青果」が担うのは、円滑に商品を集め、適正
な価格で安定供給を図ること。そして道東に住む人たちの食生活を守ることです。
　市場の職員はまだ日が昇らない朝４時半に仕事が始まります。それぞれが異なる商
品を担当しており、毎日産地から届いた商品の品質を確認して仕分けを行います。天
候次第で入荷状況が変わることもあり、旬の流れを読みながら集荷・販売に対応をし
ます。卸売市場は1973年に釧路市中央卸売市場として登場し、200～300人の買手に
対して商品の値段の競い合いである「せり」を行ってきました。近年ではスーパーなど
買手がほぼ決まっているため、価格交渉はデスクで行われる仕事になってきています。
しかし業務内容の習熟度はもちろん、商品知識や一般教養を身につけることの大切さ
は変わりません。ときには生産者と直接対話することで商品の理解を深め、地域の重
要な需要と供給のバランスを保つ能力が求められる仕事です。

　量も質も予定通りにはいかない奥
の深い仕事ですが、生産者の利益を
守りながら地元の「食」を支えるやり
がいがあります。価格交渉を行うた
めには３年の実務経験が必要なの
で、入社が早いほど有利！
早い時期から経験を積め
る高 卒 者が活 躍していま
す。実際の商品を確認する
ため全国へ出張する機会
も多く、刺激の多い社会人
生 活 を送ることができま
す。朝は早いですが昼頃に
は 退 社 するた め 、プライ
ベートの時間もしっかりと
確保できる職場環境です。

丸中釧路中央青果（株）
釧路市公設地方卸売市場

こんな人材を求めています！HPは
こちらから

住宅機器や内部建具などの商材を販売！
礎の��年を超え、次の未来へ

長江建材株式会社

一生懸命に働く姿勢が
幸せのスパイラルにつながる

代表取締役社長
長江 孝文

〒���-����
釧路市入江町��-��

����-��-����

����-��-����

https://nagae-kenzai.com/

 昭和��年�月

��名

建築資材、建築金物、住宅機
器、木材類の販売など

所在地

T E L

F A X

H P

設 立

従業員数

事業内容

何ごとも目標を持って一生懸命、
取り組みたいという意欲を持つ
学生を歓迎します！高校卒業後、
入社した社員も多く活躍中してい
ます。

　1972年の創業以来、「長江建材」は道東を中心に住宅を建てる工務店や建築業者
へ、商材の卸売り販売を行っています。取り扱う商品は約２万点と幅広く、外壁材、玄関
や内装ドア、窓などをはじめ床材、システムキッチンやユニットバス、トイレなどさまざ
ま。営業、配送、総務・経理の部門に分かれ、「地域の住まいづくり、暮らしづくりを通じ
て、みんなで会社に関係するすべての人たちを幸せにする」という基本理念を胸に働い
ています。
　入社後はマナーや電話応対などの外部研修を交えながら、先輩社員と２人１組と
なって仕事を行うバディ制度で指導が行われます。「長江建材」は気付いた良い行動を
社員同士で伝えたり、取引先からの賞賛も伝えたりする習慣が根付いている温かい職
場環境です。そのためバディ制度と共に仕事を行う中で、学び成長しながら、一人前に
なるまでしっかりとサポートします。休日は１年分の予定表を年度初めに作るため旅
行などの計画も立てやすく、有休は少なくとも１～３月の冬期間に必ず消化するよう
奨励。福利厚生ではタバコを吸わない人と、健康診断でメタボリック症候群に引っか
かっていない人に健康手当を支給するなど、特色ある企業づくりを行っています。

　当社はどの部門もお客様と直接顔を
合わせる機会が多く、一生懸命に仕
事をすることでお褒めの言葉をいた
だく喜びがあります。会社としても賞
与に反映するなど、みんなで幸せに
なれる仕組みづくりを行っ
ています。仕事に励むこと
でお客様に喜んでいただ
き、会社で奨励し、もっと
がんばりたくなる、そんな
幸せのスパイラルが目標
です。また、当社では会社
宛に届くお歳暮などを抽
選で希望社員に当たるよ
うにするなどの福利厚生
にも取り組んでいます。
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こんな人材を求めています！HPは
こちらから

釧路の発展と共に成長する物流企業

三ッ輪運輸株式会社

社員には働く喜びを、
お客様と地域には信頼を！

取締役総務部長
野澤　淳

〒���-����
釧路市西港�-���-�

����-��-����

����-��-����

http://www.mitsuwa-co.com

昭和�年�月

���名

港湾運送業、倉庫業、海運仲立
業、海運代理店業など

所在地

T E L

F A X

H P

設 立

従業員数

事業内容

相手の立場になって行動すること
が、信頼の第一歩！明るく元気で、
相手のことを考えながら熱意を
持って行動しようとする方を求め
ております。

　当社は、北海道から九州までをネット
ワークで結ぶ物流会社です。物流業界は
決して華やかではありませんが、時代が
変化してもモノを運ぶという仕事＝物流
はなくなりません。お客様からお預かり
した大切な貨物をご要望に応
じ、最適な物流に合わせ、総合
物流のサポートに努め、地域
から信頼され必要とされるよ
う日々仕事を行っています。
　会社が第一に考えていること
は、企業として社会に貢献する
ことは勿論ですが、それと同時
に働く社員の一人ひとりが楽し
く、活き活きとしている職場づく
りが最も大切だと考えています。

　道東の物流拠点・釧路。「三ッ輪運輸」は釧路を拠点に物流のすべてを取扱い、貨物
の特性に応じた輸送サービスを提供する会社です。国内の主要港に支社・支店・営業
所を配し、幅広い物流ニーズに対応しています。取扱貨物は紙製品・製紙原料・飼料・
農産物・乳製品・薬など多岐にわたり、外国航路の国際コンテナ輸送も手がけ、事業
活動を通じた地域社会の発展に努めています。また、貨物の荷主代行業務を行う企業
として「安全・安心・確実」を第一に掲げ、さらなる飛躍に向け挑戦し続けています。社
章である三つの輪が握りあった形は、孟子の唱えた「人の和・天の時・地の利」と同じ
もので「三ッ輪運輸」の伝統精神を表しています。
　明るい雰囲気の感じられる社内では、ひとりひとりが責任を持ち、物流業務を担当。
社内レクレーションや社内部活動などの交流機会も多く、釧路における企業として「く
しろ港まつり」のパレードなど地域行事にも参加しています。社員教育では入社後１年
間、ビジネスマナーや電話応対、先輩社員から必要なスキルや仕事のやり方を学ぶこ
とが中心です。その後は、各階層別に社内研修や社外研修を行います。また「目標管理
制度」を導入し、上司と面談しながら今後１年間の目標やキャリアデザインを支援して
います。

HPは
こちらから

こんな人材を求めています！

公共交通機関として地域を支えます。
バスは一人が�㎞移動する際に排出されるCO�の量が自動車の１/３で
済む地球環境にやさしい乗り物です。
北海道におけるバスによる１日当たりの輸送人員は、他府県の２倍と
言われています。
北海道は、訪日外国人も増加傾向にあることからバスのニーズも高
まっています。
環境にやさしいバス、通勤、通学、通院など日常生活に身近なバス、観
光や旅行の移動手段として欠かせないバス。バスで地域を支えます。

所在地

T E L

F A X

H P

設 立

従業員数

事業内容

〒���-����
釧路市愛国���番地���

（����）��-����

（����）��-����

http://www.akanbus.co.jp

昭和��年��月

���名

乗合バス、貸切バス、
自動車整備業

営業本部課長補佐
吉田 　亮

阿寒バス株式会社
公共交通事業者として
「地域に貢献」できる仕事です。
　道東中心に地域の方の生活交通として路線バスを運行し、釧路札幌間、釧路旭川間、釧路北見間
では都市間バスも運行しており長距離都市間の移動にも対応しています。また、「阿寒摩周国立公
園」、「釧路湿原国立公園」内を運行する定期観光バスも観光客には大変好評です。貸切バスは貸切
バス安全性評価認定事業者として認定を受け、全道一円を営業エリアとし、北海道を訪れる国内外
の団体ツアーの需要に応える事で観光振興の一翼を担っております。整備工場では、北海道運輸局
から認証工場の指定を受け民間車検場として各種自動車の車検整備や一般整備を行っています。

人と話すことが好きな人
人に感動を与えることができる人
誰にでもやさしくできる人
柔軟な発想ができる人

こんな人材を求めています！

三ッ輪物流株式会社

所在地

T E L

F A X

設 立

従業員数

事業内容

〒���-����
釧路市星が浦南�丁目�番��号

（����）��-����

（����）��-����

����年�月�日

���名

一般貨物自動車運送事業他

業務部輸送一課
松井 寧々

北海道と本州との
物流のパイプラインを担っている企業です。
　北海道  北の玄関口から全国への輸送を共に担っていきませんか？ 男女共
に活躍できる職場環境で、次世代を担うドライバーが活躍できる企業です。
未経験者でも大丈夫です。始めは先輩のトラックに同乗し、仕事の流れを覚
えていただきます。仕事の流れを覚えたら一人一人トラックに乗り現場へ輸
送してもらいます。

ただ運転して、お客様へ荷物の
集荷・配達してもダメです。
今求められる人材は、礼儀や
マナーを備えている人です。

道東の港湾輸送拠点で働きませんか？
　当社は、三ッ輪運輸株式会社のグループ企業として設立され、道東・道南地区から農畜産物・紙製品・
飲料品などを、約1,000台の車両を用いて全国各地のお客様へ安全で最適な物流を提供しています。
その他、一般貨物運送取扱事業・産業廃棄物収集運搬業・貨物荷捌業・倉庫業も行っております。
各支店・事業所は、北海道では北見市・帯広市・苫小牧市・白石区・恵庭市・石狩市に、本州では茨城県
ひたちなか市に位置しております。社内では毎朝、朝礼時にラジオ体操を行い健康促進を行っております。
社内イベントとしては、毎年社員を対象とした忘年会や新年会を開催しています。
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こんな人材を求めています！HPは
こちらから

金融

何にでも興味を持てる人、起業す
るほど意気込みがある人を求め
ています。多彩な経営モデルから
学び、企業の応援やイノベーション
へつなげてください。

地域と共に
金融サービスを通じた地域貢献
　地域活性化には多種多様な小さな会社が生まれ発展していく地盤が重要ですが、資金
面や経営ノウハウなどで悩む起業家も少なくありません。「釧路信用組合」ではそうした
小さな会社に対して金融を軸としたサービスを提供することで、昭和29年から道東の
イノベーションに取り組んでいます。
「釧路信用組合」が他の金融機関と大きく違う点は、地元の企業同士が助け合うことを
目的とする非営利組織を起源とすることです。そのため地元の発展が「釧路信用組合」
としての発展に深く結びついており、地元をより良くすることで道東のこれからを変えて
いくことができます。2019年３月時点で中小企業や個人事業主の組合員数は約２万５
千人。取り組んできた実績として例えば年間20件の新規創業支援や地域クラウド交流
会があります。新規創業支援は新たに会社設立を考えている起業家に対し、設立後の
経営まで見据えて目標や具体策について相談に応じる事業です。また、地域クラウド交
流会には多くの起業家に参加してもらうことで、新規企業を応援する体制を強化する目
的があります。そうしたサービスを通して、「地域の期待に応えるべく、便利で頼りにな
り、共に歩んでいける金融サービス業を目指す」という経営理念を実現しているのです。

釧路信用組合

絆で広がる仕事
地元のためにできること
　新たにお客様を紹介していた
だくときには、信頼がカタチ
になったようで喜びを感じる
瞬間です。地域に根ざした金
融機関ですから職員同士の
密な連携はもちろん、道東で
働き続けられるメリットがあ
ります。入社後は教育係の先
輩から基本業務を学び、総務
でも定期的な面接を通じ１年
間サポートします。2019年か
らは女性職員だけで営業活
動を行う部署もあり、女性も
活躍している職場です。それ
ぞれ が 考える「 地 元 のた め
に」を実現してください。

釧路信用組合理事長
忠村 浩志

〒���-����
釧路市北大通９丁目２番地

����-��-����

http://www.kushiro.shinkumi.jp

昭和��年��月

���名

金融業務（預金・融資・為替・
国債の窓口販売）

所在地

T E L

H P

設 立

従業員数

事業内容

企業ムービーは
こちらから

こんな人材を求めています！

釧路港のよりよい利用の為に、
安心・安全・誠実なサービスをご提供します。
　弊社が一番大切にしているのは「人」です。何よりも働く人を大切にするこ
とで、モチベーションを高め、新しいことに挑戦し、創造することで、自己の
成長と会社の成長を生み出してきました。弊社は、組織と仲間を信頼し、お
互いを尊重し、新たな価値を生み出す「人」を求めています。 これからの弊
社の歴史を共に作っていきませんか。新しい「仲間」をお待ちしてます。

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

〒���-����
釧路市西港�丁目���番地��

（����）��-����

（����）��-����

Somu＠kyoritsukaijo.co.jp

http://www.kyoritsukaijo.co.jp

昭和��年�月

��名

繋離船業・タグボート運航業・
港湾荷役業

船舶運航課 船長
大藤 翔太

何事にも前向きに挑戦する“心”
を大事にしております。自ら成長
する為に意欲的、積極的な方を全
面的に支援致します。

釧路港とともに創業��年の歴史と実績

　弊社は、開港120周年を迎えた釧路港において、繋離船業・タグボート運航業務・港湾荷役業を軸
に御客様に、より質の高いサービスを提供できるよう取り組んでおります。その為に社員個々のスキ
ル向上の為の教育制度を確立し、経験や技術レベルに合った教育を展開しております。また、資格取
得奨励制度や海技士養成援助制度を導入し、意欲のある方を全面的にバックアップする体制をとっ
ております。福利厚生面におきましては、有給休暇取得率100％を目指す為、業務内容や人員配置等
の見直しをおこない、よりよい環境を目指し改善を続けております。
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こんな人材を求めています！HPは
こちらから

〒���-����
釧路市文苑�丁目�番��号

����-��-����

https://www.web-windhill.com/

平成��年��月

��名

不動産の仲介・管理・コンサル
ティング

お客様にも！物件に対しても！
真摯に新しいことへ挑戦し続ける

株式会社 ウインドヒル

１つの仕事が３つの喜びに
憧れを見つけて追いかける職場

所在地

T E L

H P

設 立

従業員数

事業内容

賃貸営業部 店長
高橋 雄輔

一緒に楽しく仕事ができる人材を
募集中！目標に向かって切磋琢磨
し、ポジティブに考えながらお仕
事をできる方を探しております。

　釧路を中心に帯広など道東エリアで不動産業を展開している「株式会社ウインドヒ
ル」。個人の住宅から店舗、オフィス、駐車場などの不動産物件を取り扱い、不動産の
仲介や売買、賃貸物件の管理やコンサルティングを行う仕事です。管理している物件数
は2019 年時点で、5,000 戸以上。入居中の設備故障やトラブルなどの相談に対応する
ことで、生活の基盤となる「住」を支えています。また、賃貸物件に対し、内装や設備な
どのリフォームで不動産価値を高める提案も多く行っています。そのため業界のイメー
ジを覆すことに挑戦をしながら借り手のニーズを追求。自社物件でヒョウ柄の壁紙や、
新しい素材を使用した部屋などを作成し、お客様の声を伺いながら、オーナーへ提
案。創立当初から平均入居率90％を実現しています。「ウインドヒル」の基本理念は「６
つの真剣勝負」。新しいものへと積極的に挑戦する気風やお客様などに対する姿勢を
表現するため新、進、心、親、信、紳、の文字を織り交ぜています。将来的には道東エリ
アのみならず、全道・全国へと拡大していき、地盤である道東を大切にしながら、地元
へ還元できる企業を目指しています。

　オーナー・お部屋探しのお客様・
私たちと、１つの仕事が３人の喜
びになる仕事です。不動産業は
資格を取得すれば、自分の仕事
の幅が広がりお客様の「ありが
とう」の声につながっていきま
す。研修中は１対１での指導は
もちろん部署全体でもサポー
ト。先輩達は、この人を超えたい
と思 わ せてくれる素 晴らしい
方々ばかりです。社長は全社員
の誕生日を覚えているほど社員
に気を配り、家族と思ってくださ
る方です。年間を通じ社内イベン
トやレクリエーションもあり、社
員同士の絆も深まります。

こんな人材を求めています！HPは
こちらから

金融

これからもみなさまとともに。
地域とともに歩み続ける金融機関

大地みらい信用金庫

お客様からの信頼がやりがい！
自分の時間と仕事を両立

人事部主任
湯山 彩香

〒���-����
根室市梅ヶ枝町�-��

����-��-����

shinkin@daichimirai.co.jp

http://www.daichimirai.co.jp/

大正５年５月

���名

信用金庫法に基づく金融業務
全般

所在地

T E L

M A I L

H P

設 立

従業員数

事業内容

地域の一員として、地域の力にな
りたい、地域の皆さまのお役に立
ちたいという気持ちを持ち、チャレ
ンジし続ける方を求めています。

　「大地みらい信用金庫」は、根室を本店として釧路・根室管内、札幌に支店を展開す
る金融機関です。お客さまに選ばれ続けるために、従来の金融サービスの枠を超え、
価値創造型金融をめざしています。仕事内容は預金・融資などの金融業務全般の他、
事業承維や遺言信託、資産運用に関わる投資信託などの商品提案も行っています。ま
た、地域企業の価値向上や地域活性化に向けて、地域の魅力発信、商談会、観光資源
を活用した取り組みなどを積極的に行っています。
　入庫前研修でビジネスマナーや信用金庫についての概要、仕事の基礎知識を学び、
配属後は先輩職員によるマンツーマン指導を行い、職員の成長をサポートしています。
　2020年度からは「奨学金返済支援制度」もスタートします。職員全員が安心して長く
働くことができるよう、働き方を選択できる仕組みが整えられています。また、サークル
活動もあり仕事外で職員と交流をはかることができるほか、エネルギーチャージ休暇
を設け、仕事だけでなくプライベートも充実させ、「実りある人生」の実現に取り組んで
います。

　お客さま一人ひとりに寄り添っ
たご提案をし、お役に立つこと
ができたときは、達成感とやり
がいを実感することができま
す。また、「あなたに相談が
ある」と声をかけていただ
いたときは、お客さまと信
頼関係を築くことができた
と感じる瞬間です。
　実力を重視している職場
風土であるため、年齢や性
別、学歴などは関係ありま
せん。チャレンジ精神旺盛
な人財を育成するために
職員一人ひとりの成長を
サポートしています。
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こんな人材を求めています！HPは
こちらから

〒���-����
釧路市柏木町�-��

����-��-����

����-��-����

http://www.kfm.co.jp/

昭和��年�月

��名

決算書及び申告書の作成、税
務代理、税務相談など

税理士の卵も活躍中！
一次産業に強い税のスペシャリスト

アオキ孝志税理士事務所

専門性の高い知識を磨き、
地域のパートナーを目指す

所在地

T E L

F A X

H P

設 立

従業員数

事業内容

所長 税理士
青木 孝志

地域の酪農や農業をサポートし
ませんか？スキルアップ意欲あふ
れる人材を求めています。お金や
数字に強くなりたい若い力を募
集中！

　「アオキ孝士税理士事務所」では「釧路第一経営センター」と連携して、「釧路第一経営
センター」が引き出してきたクライアントの困りごとを基に、税務に関する書類作成な
どのサポートを行っています。道東の基幹産業のひとつである酪農・農業などの一次産
業のクライアントが全体の３分の１を占めるため、農業部門専任の職員を置くことによ
り、特殊な農業税務にも素早く対応しています。
　業務を行う上で大切にしているのは、法律を遵守しながらクライアントを不利益か
ら守ること。そのためにも不備のない書類作成技術と、税に関する深い理解が求めら
れます。スタッフの中には無資格から入社し、合格を目指す“税理士の卵”も多数活躍
中。手当も充実しているので、じっくりと自分のペースでステップアップを目指すことが
できます。さまざまなお金に関する相談があり、経営における会計の基礎から応用まで
を学べる現場です。スタッフ全員が同じ目標に向かって働いており、風通しの良い社風
を実現しているとともに、地域のために働いているという実感が得られる職場です。
　今後は地元・釧路での連携強化をし、十勝・北見にも拠点をつくり、将来的には全道
展開を目指しています。各地区力を合わせ、一丸となって働ける人材を探しています。

　当社は一次産業に強い税理士事
務所として、25年以上に渡る信頼
と実績を積み重ねて地域のサポー
トを行ってきました。実家の酪農経
営を支えるために学びながら働い
ているスタッフなどもお
り、一次産業の専門分
野に強いスペシャリスト
を育 成しています。今
後、新拠点を展開する
にあたり、共 にスキル
アップできる人材を求
めています。地域の良き
相談相手として、道東を
支えるパートナーを目
指していきませんか？

こんな人材を求めています！HPは
こちらから

〒���-����
釧路市柏木町�-��

����-��-����

����-��-����

http://www.kfm.co.jp/

平成４年��月

��名

経営コンサルタント事業、業種に
合った経営相談とアドバイスなど

道東の一次産業のお悩み解決
総合的に経営をサポート

入社数年で経営者の頼りがいある
相談相手になれる

所在地

T E L

F A X

H P

設 立

従業員数

事業内容

業務部長
澤田 靖

コミュニケーションを通して学べ
る仕事です。やる気ある人材を求
めています。会社を出て道東全体
を元気にしたいという熱い思いを
聞かせてください。

　「アオキ孝士税理士事務所」を母体として、数字から判断できるコンサルタント業務
などを行っている「釧路第一経営センター」。道東を拠点として北見や十勝などに広が
るクライアントのサポートを行っています。特に一次産業のに携わっている方が多く、法
人・個人合わせて約3000件。月に１，２度訪問し、「アオキ孝士税理士事務所」と連携し
て財務の経営分析を通したみなさんの困っていること、悩みを解決しています。
　業務を行う上で大切にしているのは、クライアントにとって最高のパートナーになれ
るような付き合いを心がけること。小さな相談解決の積み重ねが、クライアントの未来
を明るくし、ひいては地域の活性化にもつながる現場です。
　無資格から入社してがんばるスタッフも多く、入社後は簿記の取得から始まります。
取得にあたってはテキストの配布や勉強時間の優遇など、働きやすい環境を整えてい
ます。また「アオキ孝士税理士事務所」と連携して、2020年からは営業部門と内部の記
帳代行や入力業務を行う事務を選べる体制も整える狙い。完全週休２日制で繁忙期
以外は残業することがないため、20代、30代の社員が多く中長期に渡って活躍してい
ます。

　「室内デスクワークばかりの地味
な仕事」と思われるかもしれませ
んが、実は道東各地を車で巡って
さまざまな経営者の方々とのお話
を通してスキルアップで
きる仕事です。若いうち
から経営者の相談に乗
れるという経験は、なか
なか叶うことではありま
せん。プライベートも確
保しやすく、男女比はほ
ぼ 同 等 。先 輩たちのサ
ポートを受けながら、地
元で働きたい・地元を元
気にしたいという想いを
叶えられる仕事です。

株式会社 
釧路第一経営センター
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こんな人材を求めています！HPは
こちらから

〒���-����
釧路市鶴ヶ岱�-�-��

����-��-����

http://www.asunaro-kai.com/

昭和��年��月

��名

小中高生・社会人を対象とし
た学習塾の運営

教えることは生きがい。地域への社会貢献

株式会社 学習塾あすなろ会

生徒第一主義を貫くために
講師への指導も万全

所在地

T E L

H P

設 立

従業員数

事業内容

教育に関心がある人、子どもを教
える事に生きがいを感じる人を求
めています。次代を見据えた多彩
な教育システムの中で力を発揮
してください！

　各教室を担当する講師は得意科目など
の希望を叶える他、本人の性質や相性に
合わせた教室へ配属。科目別の専任講
師の下で実際の授業を見学し、しっかり
とした土台を築いてから一
人前の講師として授業を行
います。指導にあたり重要視
しているものは、モチベー
ションの高さです。講師のや
る気が生徒のやる気を引き
出します。行政と連携した指
導にも当たっているため、地
域貢献にもつながります。教
えることに自分の可能性を
見出したい方は、あすなろ
会の門を叩いてください。

会長 英語科担当
種村 寿人

　「明日はひのきになろう」を社名に掲げ、地域に根差して45年。学習塾あすなろ会はお
よそ半世紀に渡り教育現場から地域社会を支えてきました。時代に合わせた教育方法を
取り入れ、現在の教室数は11教室。釧路において上位高校合格実績No.1を誇る学習塾
です。指導部門に関しては小学生・中学生を対象とした一斉指導と個別指導、高校生を対
象とした東進衛星予備校、高校生・大学生・社会人を対象にした看護公務員予備校の各
部門に分かれて指導しており、子供から社会人まで一貫した教育を取り入れています。
　「人に教える」ということはやりがいのある仕事です。「成績を伸ばしたい」という思いで
あすなろ会に入会した生徒も、すぐに結果が出るものではありません。共に励ましあい、苦
手な部分を克服できるような親身な指導、充実した教材や適切なアドバイスなどを行い、
手間と時間を使って生徒を第一志望校合格へ導きます。生徒第一主義を貫くからこそ、生
徒が第一志望校に合格した時は無類の喜びを感じます。培った絆はその後も続いていくか
けがえのないものです。教えることは自分自身の成長にもつながります。講師という職業に
ついて何年経っても、生徒から教えられることが多いのも面白い側面だと考えています。
　今後の重点課題は初等教育。小学生のころから学習する体制作り。読解力の向上につなが
る速読トレーニングや新年度からの小学生の授業に役立つオンライン英会話、プログラミング
等の新カリキュラムを積極的に取り入れ、次代に合わせた学習塾として成長していきます。

こんな人材を求めています！HPは
こちらから

〒���-����
釧路町中央�-��-�

����-��-����

����-��-����

http://kankyocon.co.jp/

昭和��年�月

��名

建設コンサルタント業、計量証
明事業、測量、地質調査業ほか

世界に誇る環境先進地域「くしろ」へ
自然環境の保全と人々の生命を守る

環境コンサルタント 株式会社

自分の手で地域を支える達成感
「環境分野」はこれからの仕事です！

所在地

T E L

F A X

H P

設 立

従業員数

事業内容

営業部 営業課長
河瀬 友洋

自然あふれる釧路が好きという気
持ち。技術職としてワクワクするほ
どの探究心を持ち、挑戦してみた
いという仲間を希望します。一緒に
ワクワクしながら仕事しましょう！

　建設コンサルタント業と計量証明事業を行う「環境コンサルタント」。建設コンサル
タントでは道路や港などの建造物を造る際や国立公園の自然環境保全にあたり、計
画立案・現地調査や助言を行います。例えば、工事を行う地域に希少な動植物が生息
していないか、また古くなった橋が安全に使えるかなどです。計量証明事業では、工場
などの排ガスや排水が国の基準を守っていること、工事の振動や騒音が周囲に影響を
及ぼしていないことなどを調査・機器分析をして証明します。最近では環境調査と測
量設計にドローンなどのＩＣＴ技術を活用しています。「環境コンサルタント」はさまざ
まな技術分野を、地元企業でありながら１社で行える総合力が強みです。
　社長をはじめ各部門のリーダーは40代！企業のフレッシュアップが進み、役職の上
下関係に縛られず、職員一人ひとりの考えを何より大事に扱って会社の力にするとい
う方針。そうすることで意見や悩みを役職問わず伝えられるフラットな環境づくりを叶
えています。また資格取得をフォローする社内ゼミや技術研修会、社内表彰など職員
満足を追求しています。ジェンダーレスな職場であり、楽しくやりがいを持って働ける企
業を目指しています。

　弊社では仕事以外の相談もできる
優しい先輩職員によるブラザーシス
ター制度を取り入れており、風通し
の良い大学のゼミのような雰囲気
の中、仕事に慣れていけます。完全
週休2日制やフレックスタイ
ム制でプライベートも確保
できる環境です。資格を持
つ先輩職員が定期的に勉
強会を開き、会社も応援す
るスタイルなので資格取得
もスムーズ。自分の手で地
域を支え未来をつくる仕事
として、使命感と誇りをもっ
て誠実に毎日仕事に取り
組んでいます。
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こんな人材を求めています！HPは
こちらから

〒���-����
釧路市鳥取大通�-�-�

����-��-����

����-��-����

https://www.kushiro-yakult.com/

昭和��年�月

��名

ヤクルト製品・清涼飲料水・化粧品
の宅配・販売事業、並びに直販事業

ヤクルト製品の販売を通して
地域の健康を応援する企業

釧路ヤクルト販売株式会社

女性も男性も活躍できる
「徳」が貯まる職場

所在地

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
片脇 康彦

自己主張が苦手でも、人のため
に考えられる人や考えることが嫌
いではない人を求めています。転
勤なく、地元でずっと働きたいと
いう気持ちを応援します。

　健康応援企業として「シロタイズム」の情熱と誇りを持ち、地域の健康で豊かな生活
づくりに貢献している「釧路ヤクルト販売」。1957年の創業以来、社員の誰もが「和」を
重んじながら徳を貯めていく社風で、地域の健康に尽力し支えられてきました。仕事は
各地域のご家庭に商品をお届けするヤクルトスタッフのマネジメントを行う宅配部門、
スーパーや学校給食などに営業を行う直販部門に分かれています。特に宅配部門は女
性役職者が８割と多く活躍しており、各支店を任されるなどキャリアを築ける環境です。
　「釧路ヤクルト販売」はヤクルトグループと連携し、将来のスケール感を想像しなが
ら働ける職場づくりを実現しています。そのひとつが社員教育であり、定期的な社外研
修で常に学んでいける環境が魅力です。内容は多岐にわたり、マネジメント、伝える力、
自己啓発、健康に関する資格などさまざま。段階を踏んでステップアップでき、スキルや
知識を生かしながら社会人としての力を付けていくことができます。また、具体的な仕
事内容は先輩社員のサポートで覚えていくため、常に相談できる体制づくりも整えて
います。人とのつながりを通して、自身の成長が感じられる仕事です。

　「和」や「徳」を尊ぶ社風がひとりひ
とりに定着しているため、思いやり
の強い社員が多いことが誇りで
す。社員全員、立場に関係なく仲が
良く、賑やかな職場環境を
築いています。直販部門は
男性が多く、営業した商品
が店頭に並ぶことなどで
やりがいを感じやすい仕
事です。職場づくりを最優
先課題として取り組み、社
員一人ひとりが自社に誇
りを持ち、イキイキと働け
る職場となれるよう今後
も更に改革を進めていく
予定です。

こんな人材を求めています！HPは
こちらから

生活インフラを支え
地域スポーツもバックアップ

公共事業の受託で安定経営。
生活を支える誇りを胸に。

　当社は釧路地域の生活インフラに関わる幅広い公共事業や公共サービスを

受託しています。そのうち釧路市や近郊の町村の上下水道施設維持管理では、

安全でおいしい飲み水を届け、生活環境や自然環境を守るための施設で、私ど

もの技術者が働いています。当社は、様々な廃棄物の収集・運搬・処理・処分やリ

サイクル事業などの公共事業を行っており、法遵守のもと北海道から優良産廃

処理業者の認定もされ、収集運搬から最終処分まで一貫して行える企業として

評価を頂いております。

　また当社は地域スポーツも積極的に支援しており、日本トップクラスの社会人

アイスホッケーチームを擁しています。高校・大学卒業後も競技を続けたい選手

や、プロチーム経験者などが全国から集まります。プレーをする社員も応援する

社員も一丸となり、笑って泣いて絆を強くする。そんな社風です。また女子アイス

ホッケーチーム「釧路ベアーズ」や中学校軟式野球大会の後援を行うなど、生活

インフラを支える企業として地域のスポーツ支援も積極的に行っています。

〒���-���� 釧路市新野��番地�
〒���-����
釧路町別保原野南��線��番地��
����-��-����
����-��-����
soumubu@k-kouseisya.co.jp

http://www.k-kouseisya.co.jp

昭和��年�月

���名

上下水道施設維持管理、産業
廃棄物の収集運搬処理処分等

株式会社 釧路厚生社

( 本 社 )
(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

代表取締役社長
福田 雅嘉

理 系 を学んでいなくてもアイス
ホッケー経験がなくても、当社に
興味を持ってくれた方なら歓迎で
す。「社員は宝」。信頼される人材
に育ててまいります。

　弊社の業務は専門性が高く事業
所も多いため、ステップアップには
資格取得が必要ですが、試験対策
や受験費用を支援しているので安
心してと臨むことが出来
ます。また 、平 均 年 齢 は
34.5歳と社内には若い
活気が満ちています。さら
に努 力 次 第では 管 理 職
に抜擢されますし、将来
社長になるチャンスもあ
ります。「地域生活を支え
る誇り」を感じながら意
欲的に働ける会社です。
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