
普通自動車免許一種
(1)9時30分～18時30分

1人 140,000円～160,000円

正社員 35歳以下 03030- 3181201
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時30分

1人 130,480円～163,100円

正社員 59歳以下 03030- 3183001
調理師 変形（1年単位）

1人 150,000円～180,000円

正社員 64歳以下 03080- 3410801
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
5人 200,000円～380,000円

正社員 45歳以下 14040-17717501
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
5人 200,000円～380,000円

正社員 45歳以下 14040-17718001
普通自動車免許一種 交替制あり
普通自動車第二種免許 (1)7時00分～15時00分

3人 あれば尚可 180,468円～180,468円 (2)8時00分～16時00分

正社員 64歳以下 03030- 3173201
普通自動車免許一種
普通自動車第二種免許 (1)17時00分～0時00分

3人 あれば尚可 184,174円～184,174円

正社員 18歳～64歳 03030- 3174501
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

測量士又は (1)8時30分～17時30分
1人 測量士補 155,000円～240,000円 (2)8時30分～12時00分

正社員 不問 03030- 3175001
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 139,446円～139,446円

正社員 64歳以下 03030- 3180801
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時50分

1人 137,400円～137,400円

正社員 45歳以下 03030- 3161101
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
大型自動車第二種免許

1人 普通自動車第二種免許 161,200円～244,400円
あれば尚可

正社員 64歳以下 03030- 3162401

(1)8時00分～17時00分
1人 147,000円～189,000円 (2)8時00分～16時20分

正社員 不問 仕事内容の経験 03030- 3166501

(1)8時30分～17時30分
1人 134,152円～196,800円

正社員 59歳以下 03030- 3168301
８トン限定中型自動車免許 変形（1年単位）
上記運転免許　以上 (1)7時00分～17時00分

1人 158,000円～158,000円

正社員 64歳以下 03030- 3170401

(1)7時30分～17時30分
2人 168,000円～273,000円

正社員 不問 03030- 3143301
大型自動車免許 変形（1年単位）

(1)7時30分～17時00分
1人 205,200円～248,400円

正社員 59歳以下 03030- 3144601
交替制あり
(1)7時30分～16時15分

1人 148,000円～163,000円 (2)7時45分～16時30分
(3)9時00分～18時00分

正社員以外 不問 03030- 3145901
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～346,500円

正社員 64歳以下 大工経験者 03030- 3146101
1

大工 以下の業務を行っていただきます。
・新築、リフォーム作業
・修理、修繕作業
・サイエンスホーム宮古店での新築作業
＊現場は主に宮古市内

岩手県宮古市山口１丁目２
－３１

沢与建設　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

幼稚園教諭 当法人が運営する幼稚園において、保育業務全般
をお願いします。
・クラス担任補助
・バス添乗（登降園時）
・降園後の預かり保育のお手伝い

岩手県下閉伊郡山田町八幡
町１２－２１

学校法人光明学園
山田幼稚園

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡山田町

ダンプおよびミキサー運転
手

【大型ダンプ（１０ｔ）の運転業務】
・建設資材（砂利等）の運搬
・積み込みはバックホーにて行い、特に手作業で
の積み込み作業はありません
・主な現場としては、田野畑・岩泉・普代・宮

岩手県下閉伊郡田野畑村和
野１５番地２４

県北運輸有限会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

幼稚園教諭免許
（専修・１種・２種）

塗装工 各種塗装工事全般に従事します。
＜主な業務＞
・橋などのサンドブラスト工事の補助作業
・構造物の塗装作業
＊泊まりを伴う出張があります（県内・東北）

岩手県宮古市松山第５地割
７番地７

有限会社　伊香塗装

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

運転手（乳製品） 当社において、下記の業務に従事していただきま
す。
○乳製品の配送業務
・宮古市～岩泉町～盛岡市～花巻市
・週２回程度、上記プラス～北上市まで

岩手県宮古市西町一丁目７
－３２

有限会社　東北物流
運輸

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

プラスチック成形用金型仕
上げ・組込み

射出成形用金型の整備業務
○金型部品の組込み・調整、仕上げ
○メンテナンスなど
コツコツとこなす作業で、製品の品質作りの為に
大切な業務になります。未経験者でも指導しま

岩手県宮古市板屋３－１１
－１５

株式会社　エム・ア
イ・エス東北工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

造林・伐採作業員・重機オ
ペレーター

当組合において下記の作業を行っていただきま
す。
・地拵、植林、下刈等の造林作業
・チェンソーで立木を切り、重機で造材、集材、
はい積み

岩手県宮古市川井第２地割
１７０番地１

川井地区国有林材生
産協同組合

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

成形オペレーター等、関連
業務経験

バス乗務員及びタクシー乗
務員

以下の業務を行っていただきます。
・路線定期運行バスの運転乗務（岩泉町内）
・貸切バスの運転乗務・タクシーの運転乗務
＊バス及びタクシー、バスのみ、タクシーのみの
業務も可能

岩手県下閉伊郡岩泉町門字
町６６－１

小川タクシー　株式
会社　本社営業所

雇用期間の定めなし
又は6時00分～21時00分
の間の8時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

製品抜き作業・外観検査
（三陸工場）

当社三陸工場において、下記の業務を行っていた
だきます。
・主にシート状のゴム製品をプレス機を使用し抜
き作業
・ゴム製品の汚れや形状等を目視で確認、パッキ

岩手県下閉伊郡山田町大沢
第４地割２０－１４０

ツインスターテクノ
ロジー株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

事務員（宮古工場） 水産物の製造業務をしている工場での事務を担当
していただきます。
○若布の配達・納品など、包装
○簡単なパソコン操作（エクセル・ワード）
○送り状の作成等

岩手県下閉伊郡山田町境田
町２－１

株式会社　川秀

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

測量士・測量士補 測量業務全般。土木・建築工事にあたり、土地の
位置・形状を測量する仕事です。専門の機器や技
術を使いますので、測量業務の経験がある方から
の応募をお待ちしています。また、測量データの
入力などパソコンを使う仕事もあります。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字三本松１番

有限会社　岩泉測量
設計

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

PC操作(Word,Excel)出来る
方,ＣＡＤ操作できれば尚

可，測量経験

簡単なパソコン操作（ワー
ド・エクセル）

タクシー運転手（夜勤） 夜勤でのタクシー運転手業務で、通常のタクシー
のみでなく介護業務が必要な介護タクシーの２つ
の職種があります。ノルマは一切ありません。
＊全車カーナビ付…地理に自信のない方も安心勤
務。

岩手県宮古市保久田４－８ 三社自動車　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

タクシー運転手（日勤） 日勤でのタクシー運転手業務で、通常のタクシー
のみでなく介護業務が必要な介護タクシーの２つ
の職種があります。ノルマは一切ありません。
＊全車カーナビ付…地理に自信のない方も安心勤
務。

岩手県宮古市保久田４－８ 三社自動車　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業（岩手） ・温泉施設、プール施設から要望に合った見積を
作成する仕事です。
・設備事務所、管財商社へのＰＲ
＊土曜の出勤は、月１～２回程度
※未経験者歓迎！本社研修有　丁寧に教えてもら

神奈川県川崎市幸区新川崎
２－６

株式会社　ショウエ
イ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

機器メンテナンス（岩手） ・プール温浴施設、ホテル・旅館、老人保健施設
等の業務用ろ過装置の機器メンテナンスを行いま
す。
＊土曜の出勤は月１～２回程度
※未経験者歓迎！本社研修有　丁寧に教えてもら

神奈川県川崎市幸区新川崎
２－６

株式会社　ショウエ
イ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町
ワード、エクセル触れたこ

とがあれば可

ワード、エクセル触れたこ
とがあれば可

調理師（アイルーム山田
町）

ホテル「アイルーム山田町」に宿泊するお客様に
提供する朝食及び夕食の調理業務を担当していた
だきます。
・簡単な調理、盛付け、配膳、食器洗浄、後片付
け、清掃等が主な仕事です。

岩手県陸前高田市竹駒町字
館６３

株式会社　アグリ・
フードシステム

雇用期間の定めなし
又は5時00分～21時00分
の間の8時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

水産加工員 ・鮭の加工作業が主な仕事です。
・その他水産物の加工（イカ、サケ、サンマ、イ
ワシなどを原料とした各種の冷凍食品を作る仕事
です。）
・最大で１０ｋｇくらいの荷物の運搬もありま

岩手県下閉伊郡岩泉町小本
字小成１３０－１

有限会社　竹下水産

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

事業所名
求人番号

自動車整備工 当社において下記の業務に従事して頂きます。
・一般整備
・車検整備
・タイヤ交換、洗車等
・その他付随する業務

岩手県宮古市崎山第２地割
２１番地３

有限会社　カース
ペースキクチ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

（11月13日時点の内容です）

１１月９日　から　　１１月１３日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は１１月２６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

◎ 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１１月１９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

1人 138,600円～231,000円

正社員 64歳以下 パソコン操作ができる方 03030- 3147401
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 138,600円～231,000円

正社員 64歳以下 パソコン操作ができる方 03030- 3148701
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～346,500円

正社員 64歳以下 型枠大工経験者 03030- 3149801
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
危険物取扱者（乙種） (1)8時00分～17時00分

1人 危険物取扱者（丙種） 138,000円～140,000円
あれば尚可

正社員 59歳以下 03030- 3151601
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30分

1人 あれば尚可 181,050円～276,900円

正社員 59歳以下 塗装経験あれば尚可 03030- 3153101
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

介護職員初任者研修修了者 (1)8時30分～17時30分
1人 140,000円～155,000円 (2)10時00分～19時00分

(3)17時00分～1時00分

正社員 59歳以下 03030- 3155701

(1)8時00分～17時00分
3人 152,700円～152,700円

正社員 59歳以下 03030- 3157201
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

10人 215,000円～258,000円 (2)21時00分～6時00分

正社員以外 18歳以上 03030- 3158501
普通自動車免許一種
危険物取扱者（丙種） (1)8時00分～17時00分

1人 130,000円～150,000円

正社員 59歳以下 ＬＰガスまたは水道工事 03030- 3159001
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 136,000円～150,000円

正社員 59歳以下 03010-21438401
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

フォークリフト運転技能者 (1)8時00分～16時00分
1人 177,100円～177,100円 (2)16時00分～0時00分

(3)0時00分～8時00分

有期雇用派遣労働者 18歳以上 03010-21399401
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 233,000円～279,600円

正社員 59歳以下 型枠大工経験がある方 03011-  662601
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 186,400円～233,000円

正社員 39歳以下 03011-  663901
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 04010-54830001
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 350,000円～480,000円

正社員 59歳以下 04010-54854201
大型自動車免許 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 254,220円～254,220円

正社員 65歳以下 大型車経験者 13090-38141601
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 166,000円～166,000円

正社員 64歳以下 03010-21213501
普通自動車免許一種 交替制あり

(1)9時30分～18時30分
1人 138,105円～138,105円 (2)10時30分～19時30分

正社員以外 不問 03030- 3139401

(1)8時30分～17時15分
1人 147,400円～183,800円

正社員以外 不問 03030- 3140201
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
1人 137,000円～164,000円

正社員 59歳以下 自動車整備 03030- 3141501
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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

事務補助（会計年度任用職
員）

宮古水産振興センターにおいて以下の業務を担当
していただきます。
（主な業務）
・許認可等の事務補助
・ワード、エクセルを使用してのデータ入力

岩手県宮古市五月町１－２
０

岩手県沿岸広域振興
局水産部宮古水産振
興センター

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） ワード、エクセルの一般的

な操作が可能であること
岩手県宮古市

販売（シフト勤務） 店内においてスポーツ用品の販売を行っていただ
きます。
・お客様の対応、商品説明、レジ業務、電話対
応。
・商品陳列、商品補充、品出し、伝票入力、清掃

岩手県宮古市長町１丁目６
－２２

株式会社　ヴィクト
リア　ネクサスカン
パニー　タケダス
ポーツ　宮古店雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上） 岩手県宮古市

セレモニープランナー（宮
古支店）

【セレモニーのプランニングをしてみません
か？】
◎経験・年齢・性別を問わず活躍できる仕事で
す。
◎まずは研修からスタートするので、未経験でも

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

ダンプカー運転手（１０ト
ン）／石巻市

・１０トンダンプカーで残土、砕石の運搬
・１０トンダンプカー運転経験者

東京都板橋区赤塚４－２１
－２８

佐藤興業　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

発注者支援業務［岩手県宮
古市］

・国土交通省東北地方整備局による公共工事の発
注者支援です。施工管理、工事関係資料作成、積
算等の補助業務に従事していただきます。

宮城県仙台市青葉区小田原
５丁目２－５６　スタジオ
サイキビル２階

株式会社　エムエー
シー　仙台支店

雇用期間の定めなし
国交省発注土木工事の施工

管理の経験
岩手県宮古市

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

型枠大工（職人見習い） ビル・マンション等の集合住宅の型枠工事
入社後は現場の準備・片付け、資材運搬など型枠
大工職人の全体的なサポートをしながら、型枠加
工・取り付け作業等のノウハウを覚えていただき
ます。

岩手県岩手郡葛巻町葛巻第
２８地割６３番地２３

株式会社　集和建工

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

＊工事に必要な免許資格
は働きながら取得できま

す。

型枠大工（職人）【急募】 ビル・マンション等の集合住宅の型枠工事
型枠を作製し、現場に搬入・設置し工事を行いま
す。
※当面の現場は、県内沿岸での作業となります。
その他、会社が指定する現場での作業。

岩手県岩手郡葛巻町葛巻第
２８地割６３番地２３

株式会社　集和建工

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

肥料製造（宮古市） 派遣先事業所において下記の業務を行っていただ
きます。
・肥料製造ラインのオペレーションを行います。
・機械操作及び操業停止の際の清掃作業
・ショベルローダー、フォークリフトで原料、製

岩手県盛岡市向中野３丁目
１８番２０号　２Ｆ　アク
エリアスビル

株式会社　エムアン
ドエム　盛岡営業所

ショベルローダー等
運転技能者あれば尚可雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上） 岩手県宮古市

事務・経理補助（オート
サービス）

（株）ミナカワ　オートサービスにおいて下記の
業務（事務及び経理補助業務）を行っていただき
ます。
・経理補助業務（起票、パソコン入力など）
・電話、来客対応

岩手県盛岡市向中野２丁目
１９番３８号【求人票郵送
先指定あり】

株式会社　ミナカワ

雇用期間の定めなし
簡単なパソコン操作（ワー
ド・エクセル）可能な方

岩手県下閉伊郡岩泉町

ガス検針・配達 ・ガスの検針、集金（軽トラックを使用）
・灯油配達（配達車２ｔトラック）
・主に宮古市内
・入社後相談の上、住宅設備機器等の工事もあり


岩手県宮古市磯鶏石崎５番
６号

有限会社　千崎商事

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

警備員（岩泉地域） 地域の安全を守るサービスを提供する仕事です。
・交通誘導：工事現場や店舗駐車場などの周辺で
通行車両や歩行者の安全確保の為の誘導
・雑踏警備：イベントや祭り会場での事故を未然
に防ぐ業務

岩手県宮古市宮町４丁目５
番１６号

東洋ワークセキュリ
ティ株式会社　宮古
営業所

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

現場検査／正社員（トライ
アル雇用併用）

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。現場検査
は顕微鏡や目視で製品に異常がないかを確認する
お仕事です。コネクタを生産する機械の多くには
画像検査機が導入されているので不良品のほとん

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

介護職員（グループホー
ム）／有資格者

以下の業務を行っていただきます。
・認知症グループホーム利用者（９名）の食事の
世話
・簡単な身体介助等の介護サービス
・調理、施設清掃、洗濯等の日常生活のお世話

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第２地割１１１番地３

株式会社　メイト

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

塗装工／宮古 一般住宅の屋根外壁塗装工事を行っていただきま
す。
・足場組立、解体補助
・養生、洗浄、コーキング等
・塗装作業補助

岩手県宮古市西町１丁目７
－３６

有限会社　東北ペイ
ント

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ガソリンスタンド販売員 ・お客様のガソリン、軽油、灯油の給油業務
・車の窓ふき、洗車
・簡単な車の整備、タイヤ交換
・市内の軽油・灯油配達（注文・定期配達）


岩手県宮古市実田一丁目５
－１９

有限会社ミヤコ石油

雇用期間の定めなし
又は7時00分～20時00分
の間の8時間

岩手県宮古市

型枠大工 型枠大工として、以下の業務を行っていただきま
す。
・建築現場にて型枠の作製作業
・その他、現場作業も同様に行っていただきます
＊現場は主に宮古市内

岩手県宮古市山口１丁目２
－３１

沢与建設　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

建築施工管理見習い 工事現場での建築施工管理業務全般の見習いを行
います。
・現場代理人の業務のうち、建築施工管理の補助
を担当
・現場は主に宮古市内

岩手県宮古市山口１丁目２
－３１

沢与建設　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木施工管理見習い 工事現場での土木施工管理業務全般の見習いを行
います。
・現場代理人の業務のうち、土木施工管理の補助
を担当
・現場は主に宮古市内

岩手県宮古市山口１丁目２
－３１

沢与建設　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市



普通自動車免許一種
(1)8時00分～17時00分

1人 157,250円～168,250円

正社員以外 不問 03030- 3142001
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
移動式クレーン運転士 (1)8時00分～17時30分

1人 中型自動車免許 161,000円～270,000円
２級建設機械整備技能士

玉掛けあれば尚可
正社員 59歳以下 機械のメンテナンス,修理経験 03060- 4949301

普通自動車免許一種 変形（1年単位）
移動式クレーン運転士 (1)8時00分～17時30分

1人 中型自動車免許 141,000円～195,000円
２級建設機械整備技能士

玉掛けあれば尚可
正社員 59歳以下 03060- 4950101

普通自動車免許一種 変形（1年単位）
(1)8時00分～17時30分

1人 146,880円～172,800円

正社員以外 不問 03060- 4951401
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時45分～18時00分
1人 191,000円～243,000円 (2)10時45分～20時00分

(3)12時00分～21時15分

正社員 35歳以下 15070-14498201
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時45分～18時00分
1人 191,000円～243,000円 (2)10時45分～20時00分

(3)12時00分～21時15分

正社員 35歳以下 15070-14499501

3

店舗運営職・幹部候補（ナ
ショナル社員）

販売からスタートし、将来的には大型店店長や地
域マネジャー、バイヤー（仕入担当）等、会社全
体を牽引していく幹部社員を目指していただく職
種です。まずはホームセンターでの接客、販売、
売場づくり、商品管理、店長代行業務などを通じ

新潟県新潟市南区清水４５
０１番地１

株式会社　コメリ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

店舗運営職・幹部候補（ナ
ショナル社員）

販売からスタートし、将来的には大型店店長や地
域マネジャー、バイヤー（仕入担当）等、会社全
体を牽引していく幹部社員を目指していただく職
種です。まずはホームセンターでの接客、販売、
売場づくり、商品管理、店長代行業務などを通じ

新潟県新潟市南区清水４５
０１番地１

株式会社　コメリ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

サービス補助（宮古営業
所）

建設機械及び車両等（油圧ショベル、発電機、ダ
ンプ等）のメンテナンス、修理業務補助を行って
いただきます。入出庫業務や出張整備、清掃業
務、配送等を含めます。＊先輩社員が懇切丁寧に
お教えします。＊正社員登用の制度はありません

岩手県奥州市水沢工業団地
１丁目５

株式会社　セントラ
ル

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

サービス（宮古営業所） 建設機械及び車両等（油圧ショベル、発電機、ダ
ンプ等）のメンテナンス、修理業務を行って頂き
ます。
入出庫業務や出張整備、清掃業務、配送等も含め
ます。＊先輩社員が懇切丁寧にお教えします。

岩手県奥州市水沢工業団地
１丁目５

株式会社　セントラ
ル

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

メンテナンスエンジニア
（宮古営業所）

建設機械及び車両等（油圧ショベル、発電機、ダ
ンプ等）のメンテナンス、修理業務を行って頂き
ます。
入出庫業務や出張整備、配送等を含みます。

岩手県奥州市水沢工業団地
１丁目５

株式会社　セントラ
ル

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護補助員 デイサービスセンターにおいて介護業務を担当
・介護業務（身の回りの世話・食事・入浴・排泄
等の介助）
・ワイドタイプのワゴン車（施設車）で、通所者
の送迎運転業務

岩手県下閉伊郡山田町船越
第６地割１００番地３

社会福祉法人　正受
会　平安荘デイサー
ビスセンター

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡山田町


