
(1)8時00分～17時00分
2人 194,400円～216,000円

正社員 不問 土木作業の経験ある方 02050-  719031
介護職員初任者研修修了 変形（1ヶ月単位）
ホームヘルパー２級 (1)7時00分～15時45分

2人 介護福祉士 141,840円～148,960円 (2)9時00分～17時45分
あれば尚可 (3)10時00分～18時45分

正社員以外 不問 03030-  871631
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

５トン限定準中型自動車免許 (1)6時00分～16時00分
1人 フォークリフト 156,334円～156,334円

あれば尚可

正社員以外 59歳以下 03030-  872931
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時00分
1人 167,500円～167,500円

正社員以外 35歳以下 03030-  873131

(1)8時00分～17時00分
3人 362,000円～571,800円

正社員 64歳以下 04010-18219131

(1)8時00分～17時00分
3人 303,000円～421,000円

正社員 64歳以下 04010-18227931

(1)8時00分～17時00分
3人 451,100円～531,100円

正社員 64歳以下 04010-18233331

(1)8時00分～17時00分
2人 339,700円～466,800円

正社員 64歳以下 04010-18244131

(1)8時30分～17時30分
2人 330,700円～427,500円

正社員 64歳以下 04010-18251931
普通自動車免許一種

介護職員初任者研修修了 (1)8時30分～17時15分
1人 介護福祉士 135,710円～168,100円

あれば尚可

正社員以外 不問 03030-  856931
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
2人 147,000円～164,000円

正社員 59歳以下 自動車整備あれば尚可 03030-  866031
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時15分
1人 160,000円～160,000円

正社員以外 不問 03030-  867831

(1)8時20分～17時20分
1人 143,616円～143,616円

正社員以外 不問 03030-  868231
ホームヘルパー２級 変形（1ヶ月単位）

介護職員初任者研修修了 (1)8時30分～17時30分
1人 あれば尚可 172,800円～221,800円 (2)7時30分～16時30分

正社員 40歳以下 03030-  849931

(1)8時20分～16時50分
1人 151,400円～186,800円

正社員以外 不問 03030-  851531
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

3人 150,000円～160,000円

正社員 59歳以下 03030-  853731
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

８トン限定中型自動車免許 (1)8時00分～16時30分
1人 車両系建設機械運転技能 147,350円～147,350円 (2)16時30分～0時00分

あれば尚可 (3)0時00分～7時30分

正社員 59歳以下 ４ｔ車乗務経験あれば尚可 03030-  834831
変形（1ヶ月単位）
(1)8時15分～17時00分

2人 145,000円～145,000円 (2)11時00分～19時45分

正社員以外 不問 03030-  837431
1

運転手 ４ｔトラックでの木材製品〈主にチップ）等の運搬
業務となります。運搬範囲は藤原～磯鶏間での運行
となります。車両系建設機械等の資格取得について
は当社においてサポート致します。仕事をマスター
するまで、教育担当者が同乗、同行致します。

岩手県宮古市磯鶏２丁目４
－２３

株式会社　カクヒロ
陸運

雇用期間の定めなし
又は7時30分～15時00分
の間の7時間程度

岩手県宮古市

看護助手 当病院において、下記の業務を行っていただきま
す。
・看護職員の指導のもと、病棟の環境整備
・入院患者さんの日常生活に関わる補助業務
・寝具交換、入浴介助、食事介助、着替え介助等

岩手県宮古市板屋１丁目６
番地３６

医療法人財団　正清
会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

（3月10日時点の内容です）

３月６日　から　　３月１０日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は３月２３日です＞

職種・雇用期間・雇用形態 求人数
仕事の内容
年　　　齢

必要な免許資格
必要な経験など

賃　　金 就業時間
所在地
就業場所

介護職 施設入所者の生活介護業務を行います。・入所者の
日常生活の車椅子、歩行、食事介助や水分補給、口
腔清拭、手洗い、排泄介助、オムツ交換、入浴、更
衣介助、寝具交換　、臥床介助、ふれあいケアなど
・パソコンを使用した業務報告

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字中家４０番地


社会福祉法人　恩賜
財団済生会支部岩手
県済生会
特別養護老人ホーム
百楽苑

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町
パソコン入力ができること

（初級程度）

事業所名
求人番号

土木作業員【岩手県】 ◇災害復旧工事現場の土木作業に従事していただき
ます・河川ブロック積み重ね・掘削、埋戻し等＊宿
舎あり（岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉松橋）宿泊費：
会社負担（個室）食事：昼（弁当あり、本人負担）
＊現在の現場が終了したら次の現場へ移動します。

青森県上北郡東北町字仏沢
５－４９

有限会社　東北推進
工業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

一般事務 総務部において、一般事務作業全般を行っていただ
きます。・パソコンにて社内システム操作（伝票入
力、小口現金管理、外出　用務／銀行等※社有車使
用）・エクセル、ワードを使った作表、文書作成・
その他指示された関連する付随業務・電話対応等

岩手県宮古市光岸地４番４
０号

宮古漁業協同組合

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

水揚げ作業員 魚市場にて、鮮魚水揚げ作業補助に従事していただ
きます。・トロール船からの水揚げ作業補助・かご
の洗浄や、場内及び使用容器の洗浄等・フォークリ
フトを運転し、船のタンクから計量器に魚を運搬す
る作業・魚の選別作業

岩手県宮古市光岸地４番４
０号

宮古漁業協同組合

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木施工管理の補助的業務
（現場代理人以外）

土木工事（道路や河川、下水道等）の施工を管理す
るお仕事です　作業的な業務ではなく、作業工程な
どを管理して頂きます　工事計画書を作成する書類
作成や安全に関係する書類の作成　進捗状況を画像
撮影し記録保存する業務

宮城県仙台市青葉区一番町
２丁目２－１３　仙建ビル
３階

株式会社クランク
建設技術事業部

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木施工管理（宅地開発工
事など）

〇土木施工管理（宅地開発工事など）〇
主に土木工事（宅地開発造成）の施工管理になりま
す。安全・工程・品質の管理を複数人にて実施しま
す。

宮城県仙台市青葉区一番町
２丁目２－１３　仙建ビル
３階

株式会社クランク
建設技術事業部

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

職長安全衛生責任者などの各
種講習修了者は歓迎致します

標準的なウインドウズ・エクセ
ル・ワードの日常使用がありま
す。デジカメの取込みはカード
から行う一般的なものです。

2級土木施工管理技士,その他土
木・測量技術関係資格,測量士補,
あると望ましい資格例(安全衛生・
舗装施工他)普通自動車免許一種,
標準的なWindows・Excel・Wordの
日常使用があります,デジカメの取
込みはカードから行う一般的なも

のです建築技術者（コンサルティ
ング業務）経験者

・各官公庁（国交省、農政局、防衛省、市町村）発
注による施工監理業務、並びにネクスコ発注による
高速道路等における施工監理及び点検業務等。現場
での検査立会い、業者との打合せ等の業務の他、Ｐ
Ｃ、ＣＡＤを使用しての資料及び図面作成、設計

宮城県仙台市青葉区一番町
２丁目２－１３　仙建ビル
３階

株式会社クランク
建設技術事業部

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

１、２級建築施工管理技士あれば
尚可,職長安全衛生責任者などの
各種講習修了者は歓迎致します,
標準的なウインドウズ・エクセル・
ワードの日常使用があります

デジカメの取込みは
カードから行う一般的なものです

１、２級建設機械施工技士、施工
管理技士や上記に類する経験でも
可能です、いずれか、普通自動車
免許一種、標準的なウインドウズ・
エクセル・ワードの日常使用が
あります。デジカメの取込みは
カードから行う一般的なものです

道路上の倒木や構造物の点
検調査や書類作成

公共の道路や建築物に付随した植栽物の維持や管理
のお仕事です
構造物や樹木の点検や、写真を撮影し今後の管理方
法の決定など地震等による影響や異常を早期に発見
しインフラの維持に直結

宮城県仙台市青葉区一番町
２丁目２－１３　仙建ビル
３階

株式会社クランク
建設技術事業部

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

２級造園施工管理技士,２級土木
施工管理技士,職長安全衛生責任
者などの各種講習修了者は歓迎
致します,普通自動車免許一種,標
準的なWindows・Excel・Wordの日
常使用がありますデジカメの取込
みはカードから行う一般的なもの

です

インフラ整備の保全や発注
業務の補助（機械施工）

各地方自治体等に於いて発注者側の業務をお手伝い
頂きます。・現場の調査点検確認や資料の精査作成
～提出　・工事監督や打ち合わせ、同書類の作成
・写真撮影やファイリング・キャド、エクセル、
ワード等のパソコン操作

宮城県仙台市青葉区一番町
２丁目２－１３　仙建ビル
３階

株式会社クランク
建設技術事業部

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

自動車整備 ・車検・点検に伴う整備及び修理
・故障車の診断・修理
・車両の引き取り納車
・その他上記に付随する作業

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字三本松４１－５

有限会社　岩泉モー
タース

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

エクセル及びワードの
文書作成、文字入力等

（システムへの入力作業）

職業指導員／就労継続支援
Ｂ型

障がいの方の適正に合わせて仕事を選定し、内職作
業、製品作成等実際に一緒に仕事をしながら技術指
導を行っていただきます。・利用者の記録、送迎
（施設車、主にワンボックス）製品管理、販売等
＊障がい福祉・介護に係る資格があれば尚可

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字森の越４番地１４

社会福祉法人　岩泉
町社会福祉協議会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

郵便・貯金・保険の窓口業
務

・郵便局の窓口でのお客様対応、専用端末機操作、
金銭の受け渡し、当社取扱商品・サービスの説明、
ご提案などを中心に行います。・当社取扱商品、
サービス、各種手続き、関連法令等の専門知識を研
修等により身に付けることができます。

岩手県下閉伊郡山田町川向
町７－１４

日本郵便株式会社
山田郵便局

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

業務、雑役補助 会員と顧客の調整等対外業務がメインとなる業務に
従事していただきます。〈主な業務〉・会員対応・
電話対応・現場での見積もり作業・パソコンへの実
績入力・請求書、明細書の封筒詰め・顧客との打合
せ＊会員の代理対応や補佐で屋外業務等もあります

岩手県宮古市神林３番１号
　宮古地域創生センター２
階（旧宮古警察署）

公益社団法人　宮古
市シルバー人材セン
ター

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

県の機関または教育機関等
での勤務経験あれば尚可
【エクセル】表作成、データ
入力、関数の活用等

【ワード】　書式、レイアウトが
決められた文書の作成

看護補助員 外来や病棟において看護補助業務に従事します。
・消耗品及び備品の整理やシーツ交換及び洗濯等の
看護にかかる付帯業務全般　・身体介護（清拭、入
浴介助）・診療補助（検査等）を行っていただきま
す

岩手県宮古市大通一丁目３
－２４

後藤泌尿器科皮膚科
医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

オイルシールの仕上げ・検
査

受注製品の型に加工されたオイルシールの仕上げ及
び検査業務を行っていただきます。その他、付随す
る業務となります。主に自動車エンジン部分に使用
するものを、製造しています。


岩手県下閉伊郡岩泉町小本
字長内２６

岩手アライ　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

会計年度任用職員（就学支
援金事務補助）

高等学校等就学支援金事務の事務補助
・申請書類の点検・整理・エクセルファイルへの
データ入力、入力済みデータの確認・ワードを活用
した配布用資料の作成・発送用封筒の宛名作成・書
類の郵便発送等

岩手県宮古市磯鶏３丁目９
番１号

岩手県立宮古水産高
等学校

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

◎ 発行準備中に募集を締め切っている場合もありますのでご了承ください。◎ それぞれの求人の詳しい内容は、ハローワークにてお確かめください。

◎ 面接には、ハローワークの紹介状をご持参ください。 ◎「所在地」は事務所の所在地です。実際の勤務場所と異なることがあります。

令和５年３月１６日発行

TEL 0193－63－8609

ハローワーク 宮古

宮古公共職業安定所

フルタイム



普通自動車免許一種 変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

5人 150,150円～207,900円

正社員 18歳～45歳 03030-  839331
理学療法士 変形（1ヶ月単位）
作業療法士 (1)8時45分～17時45分

2人 言語聴覚士 205,000円～320,000円
いずれか

正社員 64歳以下 03030-  840131

(1)8時45分～17時30分
1人 140,000円～140,000円

正社員 40歳以下 販売経験があれば尚可 03030-  841031
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
1人 200,000円～300,000円

正社員 64歳以下 03030-  846731
交替制あり
(1)9時00分～17時15分

1人 160,000円～180,000円 (2)13時00分～21時00分

正社員以外 不問 03010- 6725531

(1)8時00分～17時00分
3人 451,100円～531,100円

正社員 64歳以下 04010-17039431

(1)8時00分～17時00分
3人 348,800円～466,800円

正社員 64歳以下 04010-17062431
福祉用具専門相談員

介護福祉士 (1)9時00分～18時00分
1人 ※求人条件特記事項参照 171,420円～174,850円

いずれか

正社員 不問 経験あれば尚可 03010- 6565831
看護師 交替制あり
准看護師 (1)8時30分～17時30分

1人 いずれか 215,000円～240,000円 (2)9時30分～18時30分

正社員 64歳以下 03030-  818831
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
1人 185,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030-  819231
交替制あり

1人 185,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030-  820731

(1)8時30分～17時30分
2人 250,000円～350,000円

ＥＣショップ関連の
仕事経験あれば尚可

正社員 64歳以下 ワード、エクセル 03030-  822631
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
5人 205,600円～225,300円

正社員以外 45歳以下 ＰＣ文字入力ができること 03030-  823931
普通自動車免許一種
二、三級自動車整備士 (1)9時00分～17時30分

1人 中型自動車免許、あれば尚可 180,000円～238,000円 (2)9時00分～15時00分

正社員 59歳以下 整備士経験者 03030-  825031
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

１,２級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分
1人 あれば尚可 200,000円～450,000円

正社員 64歳以下 03030-  826831
介護福祉士 変形（1ヶ月単位）

介護職員初任者研修修了 (1)9時00分～18時00分
1人 いずれか 163,000円～205,000円

正社員 59歳以下 03030-  827231
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～17時30分
1人 158,000円～285,200円

正社員 不問 03030-  828531
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時30分
1人 275,000円～325,000円

正社員 59歳以下 03030-  829431
普通自動車免許一種

車両系建設機械運転技能 (1)8時00分～16時00分
2人 168,700円～277,150円

正社員以外 不問 林業作業経験あれば尚可 03030-  833031
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時30分
2人 162,000円～209,000円 (2)9時00分～17時00分

正社員 45歳以下 04010-16587331

2

現場作業員 田野畑村内の山林現場において、現場作業員として
従事していただきます。育林作業：チエンソー、刈
り払い機、鉈等を使用して、地拵え、苗木の植え付
け、下刈り、助間伐等の作業　素材生産作業：チエ
ンソーを使用して立木の伐採等の作業

岩手県下閉伊郡田野畑村羅
賀２５１－１

田野畑村森林組合

刈払機取扱安全教育・伐
木等業務従事者特別教育

修了者あれば尚可
雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

技術・営業 【技術】トラクターをはじめとした農業機械の整備
業務全般に従事して頂きます。
【営業】ルート営業が主になります。担当エリア内
のお客様を訪問し、ヤンマーの農業機械・資材・部
品などの販売、メンテナンスを行います。

宮城県仙台市若林区六丁の
目西町８－１　斎喜セン
タービル１階

ヤンマーアグリジャ
パン　株式会社　東
北支社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

修理（保守管理）／宮古営
業所

建設機械の修理、サービスマン補助業務全般　建設
機械等の修理とメンテナンス業務に従事していただ
きます。＜対象機械＞・機械は油圧ショベル及びト
ラック等になります。＊資格が無くても入社後、修
理にあたり必要な資格を取得することができます。

岩手県宮古市高浜４丁目４
４－１

東亜リース株式会社
宮古営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

塗装工 主に一般住宅の屋根、外壁塗装や公共施設改修工事
等に従事します。＊高圧洗浄機を使用し屋根、壁等
の洗浄（高所作業）＊窓ガラス養生作業＊刷毛、
ローラーを用いた屋根・外壁塗装＊コーキング打ち
替え、木部塗装、鉄骨塗装など

岩手県下閉伊郡岩泉町尼額
字下坪２６－１０

誠和コーティング
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

介護職員【日勤のみ】 有料老人ホーム（入居定員１０名程度）にて、ご入
居者様に対する介護業務や生活全般の介護サービス
を提供していただきます。○令和５年８月開設予定
の有料老人ホーム（医療特化型の在宅ホスピス住
宅）での業務になります。

岩手県宮古市保久田３－４
６

株式会社　咲希

雇用期間の定めなし 簡単なＰＣ入力
（定型フォームへの

簡単な入力）があります 岩手県宮古市

土木技術者 公共工事や一般土木工事などの施工計画案の作成○
工事中における品質管理、安全管理、施工の調整な
ど監督・指揮業務や各種書類作成○就業場所は担当
の現場事務所が基本になりますが現場への直行直帰
もあります●土木施工管理の資格をお持ちの方優遇

岩手県宮古市八木沢一丁目
５番１号


株式会社菊地建設

雇用期間の定めなし 土木施工管理業務経験者、Ｃ
ＡＤ操作ができれば

優遇します 岩手県宮古市

整備士（有資格者） スズキ自動車、ダイハツ自動車の新車や中古車、そ
の他軽自動車などの車検整備、修理業務です。・中
型自動車免許がある方は、納車業務の際にトラック
を運転していただきます。・当社は民間車検指定工
場です。＊中型自動車免許あれば尚可

岩手県宮古市崎山第７地割
１番地５

有限会社　オートセ
ンター梅沢

雇用期間の定めなし ※整備士資格については整備士
３級以上の資格をお持ちの方

岩手県宮古市

葬祭施行補助及び打合せ担
当／エリア正規職員

葬祭全般にかかわる業務を行います。
・葬儀全般にかかわる打合せ、葬儀式進行、死亡か
ら葬儀、葬儀後　のお手伝い等
・移動は社用車使用

岩手県宮古市小山田３丁目
３番５号

いわて生活協同組合
葬祭事業部　セリオ
ホールみやこ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ＥＣサイトの運営業務（商
品開発、ＳＮＳ広報等）

宮古駅前のパティスリー「レ・ド・シェーブル」の
ヤギのキャラクター「イボンヌ」を使ったお菓子や
雑貨、アパレルなどをインターネット販売します。

岩手県宮古市田老字小堀内
１９－１５

しあわせ乳業　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

店舗運営（商品企画・販
売・製造）

宮古駅前の「パティスリー　レ・ド・シェーブル」
や「ＰＯＳＴ　ＢＡＫＥＲＹ」で店舗の運営業務に
携わっていただきます。・お客様への接客・販売・
新商品の企画・お菓子、パンの製造・アルバイトス
タッフの管理

岩手県宮古市田老字小堀内
１９－１５

しあわせ乳業　株式
会社

販売もしくは
飲食店での接客業務の
経験あれば尚可、
ＰＣ入力程度

雇用期間の定めなし
又は8時30分～19時30分
の間の8時間

岩手県宮古市

総務・経理事務 ○パソコン（会計ソフト）を使ったデータ入力○給
与計算○電話・来客対応、事務所内清掃○書類作成
○その他、付随する業務　外出用務がある場合があ
ります。（社用車使用）土・日・祝日、勤務可能な
方歓迎します。

岩手県宮古市田老字小堀内
１９－１５

しあわせ乳業　株式
会社

事務職の実務経験あれば尚
可、Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、

メールが問題なく
使える。

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師または准看護師 日勤のみ。外来患者さんのケアなど、看護師業務全
般に従事していただきます。主な業務・内視鏡等各
種検査の準備、介助・採血、注射、点滴・健診、予
防接種、訪問診療に関する業務・カルテ管理、整理
等に伴うＰＣ作業・清掃業務など

岩手県宮古市向町２－３０ ふじたファミリーク
リニック

雇用期間の定めなし 看護師としての勤務経験あれば尚
可、電子カルテ操作他、ＥＸＣＥＬ、
ＷＯＲＤを使用した一般的な作業 岩手県宮古市

《急募》福祉用具専門相談
員（宮古）

お客様のお宅に訪問しての仕事になります。
・福祉用具に関する相談・営業・福祉用具の納品・
フィッティング・アフターフォロー・その他、付随
する業務および指示された業務＊訪問には社有車を
使用。≪　急　募　≫

岩手県盛岡市盛岡駅西通２
－９－１　マリオスビル１
２Ｆ

株式会社　ニチイ学
館　盛岡支店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

電気技術者（コンサルティ
ング業務）経験者

・各官公庁（国交省、農政局、防衛省、市町村）発
注による施工監理業務、並びにネクスコ発注による
高速道路等における施工監理及び点検業務等。現場
での検査立会い、業者との打合せ等の業務の他、Ｐ
Ｃ、ＣＡＤを使用しての資料及び図面作成、設計

１、２級電気工事施工管理技士あ
れば尚可,職長安全衛生責任者な
どの各種講習修了者は歓迎致しま
す、標準的なウインドウズ・エクセ
ル・ワードの日常使用があります。

デジカメの取込みは
カードから行う一般的なものです

宮城県仙台市青葉区一番町
２丁目２－１３　仙建ビル
３階

株式会社クランク
建設技術事業部

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木技術者（コンサルティ
ング業務）経験者

・各官公庁（国交省、農政局、防衛省、市町村）発
注による施工監理業務、並びにネクスコ発注による
高速道路等における施工監理及び点検業務等。現場
での検査立会い、業者との打合せ等の業務の他、Ｐ
Ｃ、ＣＡＤを使用しての資料及び図面作成、設計

１級土木施工管理技士あれば尚
可,２級土木施工管理技士,職長安
全衛生責任者などの各種講習修
了者は歓迎致します,標準的なウイ
ンドウズ・エクセル・ワードの日常
使用があります,デジカメの取込み
はカードから行う一般的なものです

宮城県仙台市青葉区一番町
２丁目２－１３　仙建ビル
３階

株式会社クランク
建設技術事業部

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

若者支援スタッフ（みやこ
若者サポートステーショ
ン）

＊みやこ若者サポートステーションにおいて、ニー
トやひきこもりの若者等の就職や自立に関する支援
業務を行っていただきます。・若者とその家族に対
する相談支援・各種セミナーの企画・運営・ボラン
ティア体験や職業体験の企画・運営、同行

キャリアコンサルタント、社会福祉
士、あれば尚可、普通自動車免許
一種、PC操作（基本操作、検索、
ワード、エクセル、パワーポイント
を使って基本的な文書作成・

編集・データ入力ができること）ビ
ジネスメール、社会人経験３年以

上

岩手県盛岡市盛岡駅前通１
６－１５　保科済生堂ビル
３階

特定非営利活動法人
もりおかユースポー
ト

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

居宅介護支援専門員 当センターにおいて介護支援専門員の業務を行いま
す。・利用者様の状況把握・相談援助業務・契約の
締結、居宅サービス計画の作成・交付・居宅サービ
ス事業者との連絡調整・サービス担当者会議の開
催・サービス利用状況の管理・モニタリング

岩手県宮古市山口５丁目８
番２号

株式会社　かがやき
ライフ介護支援専門員

（ケアマネージャー）
雇用期間の定めなし 主任介護支援専門員

あれば尚可
岩手県宮古市

交通誘導警備員（正社員） 宮古・下閉伊地域の交通誘導警備に従事していただ
きます。・主な現場は建設現場、工事現場　・現場
へは直行直帰または乗合　・社用車の貸与も可能
＊自家用車使用の方はガソリン支給となります。


岩手県宮古市金浜第４地割
６３番地１

有限会社　ニコニコ
警備保障

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

化粧品の販売員 店頭での化粧品販売に伴う、お客様へのメイクアッ
プ指導、お肌のカウンセリングやお手入れ（エス
テ）が主な業務となります。

岩手県宮古市五月町１－１
魚菜市場内

化粧品のおぐに

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

理学療法士・作業療法士・
言語聴覚士

利用者へのリハビリテーション業務を行います。
・入居者約８５名、通所登録者４０名（１日平均２
７名程度）の方のリハビリ業務　＊通所リハビリ
テーション営業日：月曜日～金曜日

岩手県下閉伊郡岩泉町乙茂
字上９－１２

社団医療法人　緑川
会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町



普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

1人 220,000円～300,000円

正社員 64歳以下 04011- 1025231

3

（まるまつ宮古店）店長・
店長候補

・入社後、店舗業務からスタートし、接客・調理の
基本作業を覚えます。・店舗業務をマスターした
後、店舗の指導と運営に関わる店長として仕事をし
ていきます。☆店長経験後は、複数店舗の管理、指
導と運営をします。

宮城県富谷市成田９丁目２
－９

株式会社　カルラ

雇用期間の定めなし レストランサービス・
接客業を経験の方は

優遇します
又は6時00分～22時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市
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