
大型自動車免許 変形（1年単位）
(1)8時00分～16時30分

2人 210,000円～240,000円

正社員 59歳以下 03030- 2867901
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
三級自動車整備士 (1)8時00分～17時00分

1人 フォークリフト運転技能者 150,000円～150,000円
あれば尚可

正社員 59歳以下 03030- 2868101
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
二級自動車整備士 (1)9時00分～17時30分

3人 170,000円～250,000円

正社員 59歳以下 04010-49689601
普通自動車免許一種

看護師 (1)8時30分～17時30分
3人 236,635円～294,351円

正社員 64歳以下 未経験者も歓迎します 13040-96575801
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
1人 214,000円～229,000円

正社員 64歳以下 03010-19175101
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 184,800円～207,900円

正社員 不問 03030- 2861801
栄養士

(1)8時30分～17時30分
1人 150,700円～150,700円

正社員 59歳以下 03030- 2864001
変形（1ヶ月単位）
(1)9時30分～18時15分

1人 180,000円～180,000円 (2)10時30分～19時15分
(3)12時15分～21時00分

正社員 44歳以下 13040-96270301
変形（1ヶ月単位）
(1)9時30分～18時15分

1人 162,750円～260,400円 (2)10時30分～19時15分
(3)12時15分～21時00分

正社員以外 不問 13040-96273101
変形（1ヶ月単位）
(1)11時00分～20時00分

1人 146,200円～146,200円

正社員以外 不問 13130-23844001
交通誘導警備業務検定１級 変形（1年単位）
交通誘導警備業務検定２級 (1)8時00分～17時00分

5人 いずれか 165,000円～220,000円
普通自動車免許一種

正社員 18歳～64歳 03010-18992701
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
10人 154,000円～220,000円

正社員 18歳～64歳 03010-18993801
交通誘導警備業務検定１級 変形（1年単位）
交通誘導警備業務検定２級 (1)8時00分～17時00分

5人 いずれか 165,000円～220,000円
普通自動車免許一種

正社員 18歳～64歳 03010-18995501
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
10人 154,000円～220,000円

正社員 18歳～64歳 03010-18998601
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 198,000円～220,000円

正社員以外 18歳以上 03010-19024201
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 176,000円～220,000円

正社員以外 18歳以上 03010-19025501
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 198,000円～220,000円

正社員以外 18歳以上 03010-19026001
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 176,000円～220,000円

正社員以外 18歳以上 03010-19028601
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（10月9日時点の内容です）

１０月５日　から　　１０月９日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は１０月２２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

中古自動車卸 自動車リサイクルパーツの生産と自動車解体業務
を担当していただきます。　　　　　
○自動車用品の販売・梱包・買い取り
○トラックでの車の運搬
○必要書類の作成

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第１５地割２１番地１

有限会社　三陸パー
ツセンター

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

事業所名
求人番号

大型運転手 当社保有の大型１０ｔダンプの運転を行います。
・土砂やアスファルト合材の工事現場間の運搬業
務　　　　　・現場は主に宮古、下閉伊地区

＊大型ダンプ経験者を優遇します

岩手県宮古市小山田４丁目
７番６号

富士運送　有限会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師／宮古市 訪問看護ステーションからの訪問看護業務（管理
者候補・一般）※訪問看護事業所で高齢者や障が
い者（児）に対する
・状態観察　・内服管理　・医療的なケアや処置
・往診への同席、状態変化時の主治医への報告

東京都港区六本木７－１１
－１０

一般財団法人訪問リ
ハビリテーション振
興財団

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

自動車整備士 ・トラック、バス、乗用車の整備、法定点検、車
検、車両回送、引渡し等の整備・修理に関する業
務を行なっていただきます。

宮城県仙台市宮城野区中野
４丁目１０－１４

いすゞ自動車東北
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他
自動車整備経験（大型自動
車整備経験者：優遇）

土木／建築現場　作業員 土木または建築現場において下記の業務に従事し
ていただきます。
【土木】
・ブロック積み補助 ・コンクリート打設補助
・測量補助　・その他付随する業務

岩手県下閉伊郡田野畑村浜
岩泉２１６－８

有限会社　熊谷住建

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

フューネラルディレクター
（宮古典礼会館）

典礼会館にてお迎えから内容のお打合せなど心に
寄り添うご提案を行なって頂きます。
・ご連絡の受付　・儀式内容のご提案
・通夜、葬儀の運営　・アフターフォロー等


岩手県盛岡市津志田南３丁
目１４番６５号

株式会社　サンファ
ミリー　（愛グルー
プ）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木作業または
建築作業の経験

ジュエリー販売スタッフ
（宮古店）

ジュエリー、アクセサリーの提案・販売及び店舗
事務作業。６５周年を越え、親しみやすい地域密
着型の店舗にて沢山のお客様にご愛顧いただいて
います。プチプライスのアクセサリーから一生も
ののハイクラスジュエリーまで、幅広い商品を取

東京都港区虎ノ門４－３－
１３　ヒューリック神谷町
ビル５Ｆ

Ａｓ－ｍｅエステー
ル　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

栄養士 介護老人福祉施設におけるオール電化厨房で新調
理方法での調理業務全般
・システムを使用した献立作成、事務処理
・入居者１１０名の食事（朝食、昼食、夕食）
・食器の片づけ、厨房の清掃等

岩手県宮古市西ヶ丘４丁目
５３－８

社会福祉法人　恵心
会　特別養護老人
ホーム　慈苑

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市
調理に活かせる
経験・資格等

カスタマーサービス職（三
陸営業所）宮古市（長期）

＊お客様からのお問い合わせや集荷依頼などの受
付、その他、パソコンの簡単な入出力
＊Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌできる方、歓迎致します

東京都江東区新砂２－１－
１７

佐川急便株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 岩手県宮古市

ジュエリー販売スタッフ
（宮古店）

マリンコープＤＯＲＡ内にあるジュエリーショッ
プでジュエリーの提案・販売及び店舗事務作業を
お願いします。貴方のセンスを活かして、お客様
にお似合いのジュエリーをおススメして下さい！
・充実の研修制度有、未経験でも安心！

東京都港区虎ノ門４－３－
１３　ヒューリック神谷町
ビル５Ｆ

Ａｓ－ｍｅエステー
ル　株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

警備員Ｂ（正社員／宮古支
社）

交通誘導警備、施設警備（巡回、常駐、出入管
理、列車見張）　機械警備機動要員
＊交通誘導警備、施設警備、ＪＲ列車見張などに
従事していただきます。
＊社会保険・労使協定・労働安全衛生計画完備

岩手県盛岡市大通３丁目９
番１７－２０１号

株式会社　Ｍ・Ｋ・
Ｇ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

警備員Ａ（正社員／宮古支
社）（有資格者）

交通誘導警備、施設警備（巡回、常駐、出入管
理、列車見張）　機械警備機動要員
＊交通誘導警備、施設警備、ＪＲ列車見張などに
従事していただきます。
＊社会保険・労使協定・労働安全衛生計画完備

岩手県盛岡市大通３丁目９
番１７－２０１号

株式会社　Ｍ・Ｋ・
Ｇ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

警備員Ｂ（正社員／山田支
社）

交通誘導警備、施設警備（巡回、常駐、出入管
理、列車見張）　機械警備機動要員
＊交通誘導警備、施設警備、ＪＲ列車見張などに
従事していただきます。
＊社会保険・労使協定・労働安全衛生計画完備

岩手県盛岡市大通３丁目９
番１７－２０１号

株式会社　Ｍ・Ｋ・
Ｇ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

警備員Ａ（正社員／山田支
社）（有資格者）

交通誘導警備、施設警備（巡回、常駐、出入管
理、列車見張）　機械警備機動要員
＊交通誘導警備、施設警備、ＪＲ列車見張などに
従事していただきます。
＊社会保険・労使協定・労働安全衛生計画完備

岩手県盛岡市大通３丁目９
番１７－２０１号

株式会社　Ｍ・Ｋ・
Ｇ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

警備員Ｂ（宮古支社） 交通誘導警備：道路上において工事現場での片側
交互通行など車両および歩行者の誘導業務を行っ
ていただきます。
＊社会保険・労使協定・労働安全衛生計画完備
＊経験不問。教育・資格取得制度有り。

岩手県盛岡市大通３丁目９
番１７－２０１号

株式会社　Ｍ・Ｋ・
Ｇ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

警備員Ａ（宮古支社）（有
資格者）

交通誘導警備：道路上において工事現場での片側
交互通行など車両および歩行者の誘導業務を行っ
ていただきます。
＊社会保険・労使協定・労働安全衛生計画完備
＊経験不問。教育・資格取得制度有り。

岩手県盛岡市大通３丁目９
番１７－２０１号

株式会社　Ｍ・Ｋ・
Ｇ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

警備員検定
（交通誘導警備１級又は

２級）

警備員Ｂ（山田支社） 交通誘導警備：道路上において工事現場での片側
交互通行など車両および歩行者の誘導業務を行っ
ていただきます。
＊社会保険・労使協定・労働安全衛生計画完備
＊経験不問。教育・資格取得制度有り。

岩手県盛岡市大通３丁目９
番１７－２０１号

株式会社　Ｍ・Ｋ・
Ｇ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡山田町

警備員Ａ（山田支社）（有
資格者）

交通誘導警備：道路上において工事現場での片側
交互通行など車両および歩行者の誘導業務を行っ
ていただきます。
＊社会保険・労使協定・労働安全衛生計画完備
＊経験不問。教育・資格取得制度有り。

岩手県盛岡市大通３丁目９
番１７－２０１号

株式会社　Ｍ・Ｋ・
Ｇ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡山田町

警備員検定
（交通誘導警備１級又は

２級）

◎ 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２年１０月１５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 198,000円～220,000円

正社員以外 18歳以上 03010-19034001
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 176,000円～220,000円

正社員以外 18歳以上 03010-19036601

(1)8時20分～16時50分
1人 209,976円～344,656円

正社員以外 不問 03010-19041501
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

２級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分
1人 224,000円～235,200円

正社員 64歳以下 03030- 2845801
普通自動車第二種免許 交替制あり

大型自動車免許 (1)7時00分～16時00分
1人 あれば尚可 137,451円～137,451円 (2)8時00分～17時00分

(3)9時00分～18時00分

正社員 59歳以下 乗務員経験 03030- 2847501
普通自動車免許一種

(1)9時00分～17時30分
1人 160,000円～270,000円 (2)9時00分～15時00分

正社員 59歳以下 03030- 2848001
普通自動車第二種免許 交替制あり

大型自動車免許 (1)7時00分～16時00分
1人 あれば尚可 137,451円～137,451円 (2)8時00分～17時00分

(3)9時00分～18時00分

正社員 64歳以下 乗務員経験 03030- 2849301
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 130,000円～218,450円

正社員 不問 給排水工事経験者 03030- 2850101
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

3人 155,543円～164,184円

正社員以外 不問 03030- 2852701
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

大型自動車免許 (1)7時30分～16時30分
1人 178,400円～200,700円

正社員 59歳以下 大型運転経験者 03030- 2854201
中型自動車免許 変形（1年単位）

車両系建設機械運転技能者 (1)8時00分～17時00分
1人 あれば尚可 167,250円～200,700円

正社員 59歳以下 建設業で働いた経験 03030- 2855501
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

中型自動車免許 (1)8時00分～17時00分
1人 車両系建設機械運転技能者 161,330円～268,830円

小型移動式クレーン

正社員 59歳以下 03030- 2856001
交替制あり
(1)8時00分～17時00分

7人 152,700円～152,700円 (2)20時00分～5時00分

正社員 18歳以上 03030- 2858601
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

2人 138,078円～156,984円 (2)20時30分～5時30分

正社員以外 18歳以上 03030- 2859901
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

2人 138,078円～151,920円 (2)20時30分～5時30分

正社員以外 18歳以上 03030- 2860701
普通自動車免許一種 交替制あり

(1)9時00分～18時00分
1人 フラワーの経験がある方 199,000円～199,000円

正社員 64歳以下 35020-10246101
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時00分

1人 145,000円～145,000円

経理事務経験

正社員以外 不問 ワード、エクセル 02020-12897701
変形（1ヶ月単位）
(1)9時45分～18時45分

2人 160,000円～180,000円

正社員 59歳以下 Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ 03010-18814201
交替制あり
(1)9時00分～17時45分

1人 医療事務資格あれば尚可 129,300円～137,100円 (2)7時30分～16時15分
(3)8時30分～17時15分

正社員 59歳以下 03010-18859601
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)9時00分～18時00分
1人 156,000円～200,000円

正社員 40歳以下 03010-18901801

2

警備員Ｂ（岩泉営業所） 交通誘導警備：道路上において工事現場での片側
交互通行など車両および歩行者の誘導業務を行っ
ていただきます。
＊社会保険・労使協定・労働安全衛生計画完備
＊経験不問。教育・資格取得制度有り。

岩手県盛岡市大通３丁目９
番１７－２０１号

株式会社　Ｍ・Ｋ・
Ｇ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡岩泉町

警備員Ａ（岩泉営業所）
（有資格者）

交通誘導警備：道路上において工事現場での片側
交互通行など車両および歩行者の誘導業務を行っ
ていただきます。
＊社会保険・労使協定・労働安全衛生計画完備
＊経験不問。教育・資格取得制度有り。

岩手県盛岡市大通３丁目９
番１７－２０１号

株式会社　Ｍ・Ｋ・
Ｇ警備員検定

（交通誘導警備１級又は
２級）雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上） 岩手県下閉伊郡岩泉町

土木施工管理技士 各種土木工事、施工管理、監督の仕事
・現場の施工管理全般
・申請書類及び現場管理に係る書類作成
・各関係機関への申請手続き
・安全管理等

岩手県下閉伊郡岩泉町小本
字中野５２

工藤建設　株式会社

雇用期間の定めなし
パソコン操作（ワード・エ

クセル）可能な方
岩手県下閉伊郡岩泉町

講師【水産】（岩手県立宮
古水産高等学校）

岩手県立宮古水産高等学校において、産休補充の
常勤講師として、授業等の指導にあたっていただ
きます。
・水産科の授業を担当していただきます。
・部活動の顧問等を行っていただきます。

高等学校教諭免許
（専修・１種）

岩手県盛岡市内丸１０－１ 岩手県教育委員会事
務局　教職員課

高等学校教員免許状
（水産）雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上） 岩手県宮古市

自動車販売営業員 スズキ自動車、ダイハツ自動車の新車や中古車を
販売することが主な仕事です。
・来客応対
・見積書、契約書作成
・ギャラリー内の展示車の移動、洗車等

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

岩手県宮古市

タクシー乗務員 タクシー乗務業務、スクールバス等での送迎業
務。
・主な業務はタクシーの運転
・出庫前の車両点検
・料金収受

岩手県宮古市大字津軽石９
－７０－１

合名会社　津軽石タ
クシー

雇用期間の定めなし
又は15時00分～0時00分
の間の8時間

岩手県宮古市

配管工 給排水工事、給水本管工事などに関する作業全般
・一般住宅、店舗、事業所等の給水や排水等衛生
配管作業
・各種衛生器具や消火設備などの取付配管作業現
場には会社に出社後、社有車にて移動します。

岩手県宮古市八木沢第７地
割５６－１

有限会社　池田水道

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

タクシー乗務員 タクシー乗務業務、スクールバス等での送迎業務
・主な業務は、タクシーの運転
・出庫前の車両点検
・料金収受
・乗務記録

岩手県下閉伊郡山田町中央
町６番２７号

有限会社　マリンタ
クシー

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

生コン車運転手 ・お客様から注文を受け、生コン車の運転業務
・構内の清掃、道路維持　　　　　　　
・車両点検、洗車等
・運搬範囲は山田町内　　　　　　　　　　


岩手県下閉伊郡山田町織笠
第１４地割ー３２

株式会社　阿部組

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

現場作業員（短期） サンマの箱積み作業を行います。
・選別されて流れてきた箱を分けて並べる簡単な
作業
・体力に自信がある方お待ちしています。
＊雇用期間は１１月３０日までを予定しています

岩手県宮古市藤原一丁目６
－３４

有限会社　坂栄商店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 岩手県宮古市

土木作業員 宮古・下閉伊地区の各現場において、土木工事等
に係る業務を行っていただきます。
・主に公共工事及び民間の基礎・造成等の土木工
事作業
・現場作業において２ｔ・４ｔダンプ及び４ｔト

岩手県宮古市宮町１丁目３
－５

陸中建設　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木作業・重機オペレー
ター

・一般土木作業に従事
・トラック運転業務（重機等の回送作業）
・有資格者の方は重機（バックホー）の運転作業
業務
資格がない方は土木作業での応募も可、入社後取

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第１４地割ー３２

株式会社　阿部組

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

生産技術業務 当社において精密コネクター製造に関する業務と
なります。
＊精密コネクターを製造する金型や自動組立機
等、設計から部品加工、プログラム作成や組み付
けまで全てを行います。

岩手県宮古市田鎖９地割５
５番地１

株式会社　エム・ア
イ・テイー　東北工
場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

製造機械オペレーター／正
社員（トライアル併用求
人）

当社は電化製品などに使用される「コネクタ」と
いう電子部品を製造している会社です。コネクタ
を製造するために使う成形機、組立機械の操作を
担当していただきます。機械の構造や仕組みを学
びシーケンス制御などの資格取得につながった

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第２地割３１－１

株式会社　エフビー

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

フラワーコーディネーター
（フラワー愛　宮古）

〇典礼会館にてお葬儀で使用するフラワーの作成
や会場のコーディネート、祭壇の装飾、管理、配
送等
〇お花が好きな方、お花を通してお客様の心に残
るサービスを提供したい方大歓迎です☆

山口県下関市王喜本町６丁
目４番５０号

株式会社　トレー
ダー愛

雇用期間の定めなし ※経験がない方は、パート
ナー採用の可能性がありま

す。 岩手県宮古市

コネクター製造オペレー
ター

空調の効いた明るい工場内で下記の業務を担当し
て頂きます。プレス機、射出成形機、自動組立機
などのオペレーション業務。自動で動きますので
停止が発生した時の対応や材料補給などの軽作業
となります。

岩手県宮古市田鎖９地割５
５番地１

株式会社　エム・ア
イ・テイー　東北工
場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

販売員（ソフトバンク宮古
バイパス）

「ソフトバンク宮古バイパス」において、下記の
業務を行っていただきます。
・携帯電話の販売窓口業務
・受付事務業務（携帯販売以外のサービス等にお
ける事務作業）

岩手県盛岡市中ノ橋通２丁
目８－２

アーク　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般事務【宮古市、大槌
町】

・伝票処理（起票、入力）及び電話応対
・来客応対、コンピュータ入力、在庫確認
・営業サポート事務
・郵便物処理
・その他庶務関係　など

青森県八戸市北インター工
業団地４丁目２番７号

東北容器工業株式会
社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

パーツアドバイザー（宮古
営業所）

当社営業所スタッフとして宮古営業所において下
記の業務を行っていただきます。
・電話による商品の受注及び発注業務
・商品の格納、補充業務
・営業エリア（宮古地区）における配送業務

岩手県盛岡市流通センター
北１丁目３－１５

日産部品岩手販売
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

医療事務（宮古市） 請負先の医療機関にて医事業務全般を行います。
総合受付・お会計のお仕事。総合受付で保険証や
受給者証の確認、診察の準備を行います。その他
に診療料のお会計を行います。業務に慣れてきま
したら、その他、土日祝の日直業務があります。

メディカルクラーク
（医療事務技能審査）

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 ワード・エクセル入力、操
作経験のある方、医療事務

経験のある方優遇 岩手県宮古市



普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
中型自動車免許 (1)8時00分～17時00分

2人 あれば尚可 183,200円～217,550円

正社員 不問 土木作業経験 03030- 2830001
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)9時00分～18時00分
1人 145,900円～145,900円

正社員以外 不問 障がい者支援の経験 03030- 2831301
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

介護福祉士あれば尚可 (1)8時30分～17時30分
1人 136,960円～136,960円 (2)9時00分～18時00分

(3)7時00分～16時00分

正社員以外 不問 03030- 2832601
変形（1年単位）
(1)9時00分～18時00分

2人 150,000円～165,000円 (2)11時00分～20時00分

正社員 64歳以下 03030- 2833901
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 134,000円～150,000円

正社員 40歳以下 03030- 2835401
普通自動車免許一種
２級ボイラー技士 (1)6時50分～15時20分

1人 133,400円～185,800円

正社員以外 不問 03030- 2837801
保育士 変形（1ヶ月単位）

(1)7時00分～15時45分
1人 173,520円～193,520円 (2)8時15分～17時00分

あれば尚可 (3)8時45分～17時30分

正社員以外 不問 03030- 2838201
介護職員初任者研修修了者 変形（1ヶ月単位）
ホームヘルパー２級 (1)7時30分～16時30分

2人 いずれか 140,000円～190,000円 (2)8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

正社員以外 64歳以下 03030- 2839501
看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
2人 204,000円～440,640円

正社員以外 64歳以下 03030- 2840601
介護福祉士 変形（1ヶ月単位）

(1)7時30分～16時30分
1人 154,000円～210,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

正社員 64歳以下 03030- 2841901
普通自動車免許一種

２級土木施工管理技士 (1)8時30分～17時30分
3人 １級土木施工管理技士 400,000円～550,000円

正社員以外 不問 27010-48649601
普通自動車免許一種

２級土木施工管理技士 (1)8時30分～17時30分
3人 １級土木施工管理技士 300,000円～400,000円

正社員 59歳以下 27010-48664301
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
（自家用車使用） (1)9時00分～17時00分

5人 180,000円～400,000円

正社員 59歳以下 03010-18682901
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

5人 206,785円～454,928円

正社員 59歳以下 03010-18702301
保育士 交替制あり

(1)7時30分～16時30分
1人 154,100円～190,100円 (2)8時00分～17時00分

(3)9時00分～18時00分

正社員 64歳以下 いずれか 03030- 2790201
美容師 変形（1ヶ月単位）

(1)9時00分～18時00分
1人 176,000円～250,000円

正社員 64歳以下 美容業務経験 03030- 2792001
普通自動車免許一種

大型自動車免許 (1)8時00分～17時00分
1人 車両系建設機械運転技能者 160,000円～180,000円

あれば尚可

正社員 不問 03030- 2793301
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

社会福祉士、介護福祉士 (1)8時45分～17時45分
1人 139,400円～294,500円

社会福祉主事任用資格
正社員 64歳以下 いずれか 03030- 2796101

精神保健福祉士
(1)8時30分～17時15分

1人 196,400円～256,500円

正社員 59歳以下 03030- 2797401
看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時15分～17時00分
2人 194,100円～260,300円 (2)16時00分～22時00分

(3)21時30分～8時30分

正社員 59歳以下 03030- 2798701

3

就業支援ワーカー 障害のある方の就職や職場定着に関する相談業務
を担当していただきます。
・就業への困り事などの相談や企業訪問による定
着相談
・通院同行や家庭訪問など生活面の支援

岩手県宮古市緑ヶ丘２番３
号

社会福祉法人若竹会
宮古圏域障害者支援
センター　はあとふ
るセンターみやこ雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上） 岩手県宮古市

土木作業員 一般土木作業全般に従事していただきます。
・側溝、歩車道、境界ブロック、排水工、Ｌ型擁
壁
・掘削、砕石の敷き均し
・その他雑工　など

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第９地割１２番地４

株式会社　越田土建

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

販売員（ドラ店） お菓子、ケーキ、パン等の販売
・来店したお客様応対、レジ、品出し
・箱詰め、ラッピング
・店内の清掃
＊長期間勤務できる方を希望します。

岩手県宮古市実田一丁目５
－１７

株式会社　日進堂
（ドーネル）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員 地域密着型特別養護老人ホームと併設ショートス
テイ利用者の介護を担当していただきます。
・入浴、食事、排泄、更衣、口腔ケア、レクリ
エーション、アクティビティー、看取り介護、認
知症ケア、施設内環境　整備、見守り、利用者・

岩手県下閉伊郡田野畑村奥
地１３番地

社会福祉法人　山栄
会　特別養護老人
ホーム　リアス倶楽
部

記録が一部パソコン入力と
なりますが初心者でも十分
入力できます。採用後に

徐々に慣れていただきます

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は7時00分～22時00分

の間の8時間
岩手県下閉伊郡田野畑村

ボイラー技士兼学校技術員 ボイラー技士
・校舎のボイラー操作
学校技術員
・校舎内外の簡易な修繕、環境整備、除雪作業
・職員住宅や艇庫の修繕

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第８地割６番地２

岩手県立山田高等学
校

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡山田町

事務：本社 本社総務部において下記の業務を行っていただき
ます。
・各種経営資料の作成
・売上実績の資料作成、伝票処理およびパソコン
入力

岩手県宮古市板屋１丁目２
－７

株式会社　イブキ産
業

雇用期間の定めなし
Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ

基本操作
岩手県宮古市

介護職／日勤 ・入院患者（１病棟４０名位）の食事、入浴、ト
イレ介助などの支援。
・病棟の介護スタッフは１０～１５名となり、シ
フトでの勤務となります。
・他職種と共働で患者様の身体機能障害からの回

岩手県宮古市保久田８番３
７

特定医療法人　弘慈
会　宮古第一病院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

保育士 保育所での保育業務
・保育所に入所している児童（０～６歳児）への
保育
＊児童の年齢により対応人数は異なりますが、常
時複数で対応します。

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第３地割１７７－１０

社会福祉法人　三心
会　豊間根保育園幼稚園教諭免許

（専修・１種・２種）
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡山田町

介護福祉士 入院患者（１病棟４０名位）の介助支援を行いま
す。
・食事、入浴、トイレなどの介助
＊各病棟には１０～１５名の介護士がおります。
リハビリテーション病棟では、他の職種と共働で

岩手県宮古市保久田８番３
７

特定医療法人　弘慈
会　宮古第一病院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師／日勤 当院では医療療養病棟２病棟、回復期リハビリ
テーション病棟２病棟があります。
・各病棟３０～４０床看護業務全般
　配属病棟は相談のうえ決定いたします。
●パート勤務について、相談に応じます。

岩手県宮古市保久田８番３
７

特定医療法人　弘慈
会　宮古第一病院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木技術者（建設コンサ
ル）「盛岡市、宮古市、陸
前高田市」

国土交通省、各自治体及びＮＥＸＣＯ発注の支援
業務
（監督支援・資料作成・積算・ＣＭ）に従事し、
下記の業務を執り行います。
・工事の施工管理全般（施工・品質・出来形・工

大阪府大阪市中央区谷町２
－３－２　森居幸ビル９Ｆ

株式会社　ファイン
テクノ

雇用期間の定めなし 発注者支援業務等の実務経
験、土木施工管理業務の実

務経験 岩手県宮古市、他

土木技術者（建設コンサ
ル）「盛岡市、宮古市、陸
前高田市」

国土交通省、各自治体及びＮＥＸＣＯ発注の支援
業務
（監督支援・資料作成・積算・ＣＭ）に従事し、
下記の業務を執り行います。
・工事の施工管理全般（施工・品質・出来形・工

大阪府大阪市中央区谷町２
－３－２　森居幸ビル９Ｆ

株式会社　ファイン
テクノ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

発注者支援業務等の実務経
験、土木施工管理業務の実

務経験 岩手県宮古市、他

建設業仮設足場工事の作業
員（宮古営業所）

＊仮設足場の組立・撤去作業
＊社内での雑務、現場での写真撮り・採寸等
若年者また高齢者や足場作業主任者など無資格者
は高所作業はありません。現場内での資材運搬等
など有資格者の補助的作業となります。

岩手県盛岡市津志田２７地
割３７番地１５号【求人票
送付先指定あり】

有限会社　新鋭

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

建設業仮設足場工事の営業
その他（宮古営業所）

架設足場リースの営業
・主に建設、建築、塗装業等の事業所を訪問して
いただきます。
・社内での雑務、現場での写真撮り・採寸等。
＊業務は直行直帰が主で、週１度程度出社し報告

岩手県盛岡市津志田２７地
割３７番地１５号【求人票
送付先指定あり】

有限会社　新鋭

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

美容師／スタイリスト 当店において下記の業務を行っていただきます。
・カット、カラー、パーマ、メイクアップ等の美
容業務全般
・その他付随する業務（電話対応、店舗清掃等）
○店内の座席数は４席で、予約を優先しておりま

岩手県宮古市大通２丁目２
－４

ドゥ・ヒートライズ
クリエイティブ　株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

児童厚生員 重茂児童館の児童厚生員に関わる業務全般
・日中活動における保育全般、それに伴う記録
・園内の清掃、環境整備など付帯する業務
＊２歳から就学前までの幼児（４０人程度）の保
育業務　＊学童保育（小１～小６）の業務

岩手県宮古市西町１丁目２
番１３号

特定非営利活動法人
ふれあいステーショ
ン・あい

幼稚園教諭免許
（専修・１種・２種）

雇用期間の定めなし 小学校・中学校・高等学
校教諭免許 岩手県宮古市

支援相談員及び介護員 ふれんどりー岩泉の通所リハビリ利用者（概ね２
８名程度）の支援相談と介護業務に従事します。
・利用者と家族からの相談を受けサービスの説明
やケアプラン申請など行政・居宅介護支援事業所
との連絡調整

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

介護支援専門員
（ケアマネージャー）雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

運転手 各現場において、大型自動車の運転業務に従事
・合材、砕石などの運搬
・その他日々の業務として、車両の点検、運転日
報の作成、洗車
・その他付随する業務

岩手県宮古市新町３－４ 株式会社太田建商

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師 当病院に入院されている患者様への看護業務全般
を幅広く担当していただきます。
・入院から退院までの看護を責任を持って行って
頂きます。
〈具体的な患者様へのサポート〉

岩手県宮古市板屋１丁目６
番地３６

医療法人財団　正清
会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

精神保健福祉士 当病院において、下記の業務を行っていただきま
す。
・入院、通院中（精神障害、認知症等）の患者さ
まとご家族の相談業務
・ＰＣ操作で関係書類の作成

岩手県宮古市板屋１丁目６
番地３６

医療法人財団　正清
会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市



准看護師 変形（1ヶ月単位）
(1)8時15分～17時00分

2人 166,700円～239,200円 (2)16時00分～22時00分
(3)21時30分～8時30分

正社員 59歳以下 03030- 2799801
変形（1ヶ月単位）
(1)8時15分～17時00分

1人 141,100円～141,100円 (2)11時00分～19時45分

正社員以外 不問 03030- 2800401
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

２級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分
2人 228,000円～300,000円

正社員 64歳以下 土木現場代理人経験 03030- 2801701
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

車両系建設機械運転技能者 (1)8時00分～17時00分
3人 184,000円～299,000円

正社員 64歳以下 車両系建設機械運転 03030- 2802801
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
3人 172,500円～195,500円

正社員 64歳以下 03030- 2803201
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 145,000円～148,000円 (2)10時00分～19時00分

(3)16時30分～9時30分

正社員 59歳以下 03030- 2804501
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

4人 130,900円～130,900円

正社員以外 不問 03030- 2805001
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

アーク溶接技能者(基本級) (1)8時00分～17時00分
2人 2級鉄工技能士,溶接技能者 190,000円～260,000円

正社員 64歳以下 鋼材加工組立及び溶接経験 03030- 2808901
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
2人 170,000円～220,000円

正社員 40歳以下 03030- 2809101

(1)8時30分～17時15分
1人 126,452円～175,942円

正社員以外 不問 03030- 2811201
看護師 変形（1ヶ月単位）

准看護師 (1)8時00分～17時00分
1人 いずれか 217,280円～217,280円 (2)8時30分～17時30分

(3)9時00分～18時00分

正社員 59歳以下 03030- 2815601
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 170,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03030- 2816901
管理栄養士 変形（1ヶ月単位）

栄養士 (1)8時30分～17時00分
1人 いずれか 161,000円～161,000円 (2)8時00分～12時00分

正社員 59歳以下 03030- 2817101
介護職員初任者研修修了者 変形（1ヶ月単位）
ホームヘルパー２級 (1)8時20分～17時20分

1人 いずれか 142,300円～142,300円 (2)16時30分～0時30分
(3)0時30分～9時30分

正社員 59歳以下 03030- 2818401
薬剤師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時20分～17時20分
1人 218,500円～275,700円

正社員 59歳以下 03030- 2819701
看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時20分～17時20分
1人 195,200円～255,100円 (2)16時30分～0時30分

(3)0時30分～9時30分

正社員 59歳以下 03030- 2820501
調理師 変形（1ヶ月単位）

あれば尚可 (1)5時15分～14時15分
1人 140,200円～142,300円 (2)8時15分～17時15分

(3)10時00分～19時00分

正社員 59歳以下 03030- 2821001
１級土木施工管理技士 変形（1年単位）
２級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

2人 いずれか 300,000円～430,000円

正社員 64歳以下 現場管理の経験 03030- 2822301
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

調理師
1人 160,250円～330,625円

正社員 64歳以下 調理経験 03030- 2824901
１級土木施工管理技士 変形（1年単位）
２級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

1人 いずれか 200,000円～300,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 施工管理経験 03030- 2825101

4

病棟看護助手 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

准看護師 当病院に入院されている患者様への看護業務全般
を幅広く担当していただきます。
・入院から退院までの看護を責任を持って行って
頂きます。
〈具体的な患者様へのサポート〉

岩手県宮古市板屋１丁目６
番地３６

医療法人財団　正清
会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

重機オペレーター ・主な工事は道路工事、復旧・復興関連の公共工
事、土木工事、一般住宅や公営住宅の基礎工事
・重機運転等
・現場は宮古市内、山田町、大槌町、釜石市を予
定

岩手県宮古市田の神一丁目
２－３７

株式会社　佐々木建
設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木現場代理人 土木技術者として、当社請負現場に係る業務に従
事します。
・公共工事、土木工事の施工計画立案
・作業現場での工程管理
＊現場間の移動には、社用車を使用していただき

岩手県宮古市田の神一丁目
２－３７

株式会社　佐々木建
設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員／正社員（有料老
人ホーム）

有料老人ホーム入居者（定員２１名）の介護業
務。
・主に要介護１～３の方の介護となります。
・食事介助、配膳・下膳、排せつ介助、入浴介
助、通院介助（社用　車使用）清掃等

岩手県宮古市刈屋第１２地
割３番地

特定非営利活動法人
愛福祉会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木普通作業員 ・道路工事、公共工事（復旧、復興関連）土木工
事、一般住宅や公営住宅の基礎工事の現場作業
・取得免許によりトラック２ｔ車や社用車の運転
あり
・初心者の方でも体力に自信がある方を希望

岩手県宮古市田の神一丁目
２－３７

株式会社　佐々木建
設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

鉄骨製作および溶接 当社は、建築鉄骨やステンレス製品などの設計・
製作をしております。工場製作９割、現場組立１
割の工程になります。
・工場内で鋼材加工、レーザー加工切断、組立
・溶接、刷毛やエアースプレー塗装

岩手県宮古市臨港通１番７
号

有限会社　佐々木鉄
工所

雇用期間の定めなし 半自動溶接・ティグ溶接
のいずれか 岩手県宮古市

水産加工員 サケ・タラ等鮮魚の水産加工作業をしていただき
ます。
○時期的に水揚げとなった魚を取り扱い、手捌き
で切り身・開き等の加工処理
○４～６月は若布ボイルと箱詰め作業、又サンマ

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

医療技術助手（会計年度任
用職員）

薬剤科に勤務していただきます。
・文書作成補助
・各種資料作成などにはパソコン（ワード・エク
セル）を使用します
・薬品等の搬入

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第１
地割１１番地２６

岩手県立　宮古病院

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） パソコン（ワード・エクセ

ル）操作の出来る方
岩手県宮古市

鉄骨製作工・溶接工／トラ
イアル雇用併用

当社は、建築鉄骨やステンレス製品などの設計・
製作をしております。工場製作９割、現場組立１
割の工程になります。
・工場内で鉄骨加工、レーザー加工機操作し切断
工、組立工

岩手県宮古市臨港通１番７
号

有限会社　佐々木鉄
工所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護支援専門員 ケアマネンジメント業務を行います。
・ケアプランの作成、相談業務、要介護認定の申
請代行
・利用者への支援や関係機関への連絡・調整等
・訪問相談などの外出用務の際には施設車を使用

岩手県下閉伊郡山田町山田
第１６地割９－１０

社会福祉法人　正受
会　特別養護老人
ホーム平安荘

介護支援専門員
（ケアマネージャー）

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

看護職員 入所者の看護業務となります。
・当ホームに入所している高齢者（１００名）の
バイタルチェック、服薬・健康管理、医療処置、
通院同行など
・その他付帯する業務

岩手県下閉伊郡山田町山田
第１６地割９－１０

社会福祉法人　正受
会　特別養護老人
ホーム平安荘

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

看護助手 ・患者さん及び施設利用者の方々の食事援助
・シーツ交換、洗濯介助等の身の回りの世話
・処置の手伝い作業、患者移送、レクリエーショ
ン
・患者の見守り等の業務

岩手県宮古市山口五丁目３
番２０号

社団医療法人　新和
会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

管理栄養士・栄養士 利用者の栄養管理業務となります。
・主に高齢者約１００名の栄養ケアマネジメント
・パソコンを使用し献立作成
・食材発注業務等


岩手県下閉伊郡山田町山田
第１６地割９－１０

社会福祉法人　正受
会　特別養護老人
ホーム平安荘

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

看護師 ・山口病院または介護老人保健施設における診療
の補助、療養上の世話
・医療器具の準備、服薬管理、生活の見守り
・医師の指示による看護業務全般
・状況により雑務等あり

岩手県宮古市山口五丁目３
番２０号

社団医療法人　新和
会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

薬剤師 ・処方箋に基づく調剤業務
・その他、患者さんの体質やアレルギー歴、服薬
状況をふまえた服薬指導
・薬剤管理、薬局受付、服薬内容等のパソコン入
力操作、電話対応等

岩手県宮古市山口五丁目３
番２０号

社団医療法人　新和
会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木施工管理技士 土木工事現場における監督及び現場代理人とし
て、現場の管理担当をしていただきます。
・現場は岩泉町・田野畑村・宮古市
・現場への移動には、社用車もしくはマイカーを
使用

岩手県下閉伊郡岩泉町門字
中瀬５１番地１４

株式会社　畑中組

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

調理員 調理業務全般　　　　　　　　　　　　　　　
・病院内における入院患者様や入居者様の給食の
調理、配膳、食器等の片付け、清掃など
・山口病院では、概ね３００人の調理を１７名で
担当

岩手県宮古市山口五丁目３
番２０号

社団医療法人　新和
会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木施工管理技士 当社請負の各現場において下記業務を行っていた
だきます。
・土木工事の現場施工管理業務
・安全管理、品質管理、工程管理、出来形管理、
原価管理

岩手県下閉伊郡岩泉町小本
字鈩３０５－１

株式会社　佐藤組

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

調理担当 龍泉洞温泉ホテルの厨房において、下記業務に従
事していただきます。
・宿泊客および日帰り宴会客に提供する料理、仕
出し料理等の調理全般（和食・洋食・中華全般）
・岩手県立岩泉高等学校寄宿舎の給食業務

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字府金４８

株式会社　岩泉総合
観光

雇用期間の定めなし
又は6時00分～20時00分
の間の7時間程度

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）
準中型自動車免許 (1)8時00分～16時30分

1人 175,500円～210,600円

液化石油ガス設備士
正社員以外 不問 03030- 2827701

普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
危険物取扱者（丙種） (1)8時00分～16時30分

1人 あれば尚可 157,950円～193,050円

正社員以外 不問 03030- 2828801
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

大型自動車免許 (1)8時00分～17時00分
3人 あれば尚可 198,000円～286,000円 (2)8時00分～15時00分

正社員 不問 （現場経験者優遇） 03100- 2413501
交通誘導警備業務検定２級

あれば尚可 (1)8時30分～17時30分
2人 161,700円～191,100円 (2)8時30分～17時00分

正社員以外 18歳以上 04010-48294601
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時15分
1人 157,700円～242,000円

正社員 40歳以下 04010-48562801

5

保安管理員（ガス） 保安管理員として以下の業務を行っていただきま
す。
・ＬＰガスの検針業務及び器具点検
・伝票等の事務処理作業（営業所内での勤務）
・配達、集金等

岩手県宮古市日立浜町９番
１号

株式会社　アベキ
宮古営業所

高圧ガス販売主任者
（第１種）雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上） 岩手県宮古市、他

配達員（灯油・重油） 宮古・山田地域に、灯油・重油の配達および取扱
商品のご案内を行います。営業所内において、伝
票等の事務処理業務を行います。また、船舶への
油の積込作業も行っていただきます。○危険物の
資格があれば尚可ですが、入社後の資格取得も可

岩手県宮古市日立浜町９番
１号

株式会社　アベキ
宮古営業所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

現場作業員 ◆東北全般をエリアとし、主に久慈管内での作業
全般業務を行っていただきます。
＊最初の業務は１ヶ月程度軽度な補助作業とし
て、作業員に付いての指導しながらセメント運
び、穴掘り、吹付後の清掃、高所作業から落ちて

岩手県久慈市長内町第１２
地割１８－７

株式会社　東北法面
工業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

交通誘導警備業務 東北電力・ユアテック企業グループの一員とし
て、岩手県内各地において電気工事作業に伴う歩
行者や通行車両の交通誘導警備を行う仕事です。
※現場は岩手県内の複数箇所です。

宮城県仙台市宮城野区五輪
１丁目１７－４７

株式会社　トークス

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

船舶及び船舶用エンジンの
修理・メンテナンス【岩手
県山田町

■主に２０ｔ未満の漁船用エンジンの据付・メン
テナンス・修理作業です。
■入社当初は、先輩社員に同行しながら作業の流
れを身に着けていきます。習得後は、簡単な作業
は１人で、大掛かりな作業は２～３人で行ないま

宮城県仙台市宮城野区中野
三丁目１番地５

ヤンマー舶用システ
ム　株式会社　東北
営業部簡単なエクセル業務（部品

発注等に用いる専用ソフト
については、入社後に使い

方を指導します）

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町


