
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

1人 210,000円～210,000円

正社員 40歳以下 02020-11712711

(1)7時30分～17時30分
2人 168,000円～273,000円

正社員 40歳以下 03030- 2800011
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

2人 136,500円～139,500円 (2)11時00分～20時00分
(3)20時00分～5時00分

正社員 18歳～64歳 03030- 2801311
保育士 変形（1年単位）

(1)7時00分～16時00分
1人 175,000円～195,000円 (2)8時00分～17時00分

(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030- 2802611
第一種電気工事士 変形（1年単位）
第二種電気工事士 (1)8時15分～17時15分

1人 いずれか 150,150円～277,200円
普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 03030- 2803911
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

1人 139,400円～170,000円 (2)20時30分～5時30分

正社員以外 18歳以上 03030- 2805711
看護師 交替制あり
助産師 (1)8時30分～17時15分

1人 いずれか 184,500円～251,400円 (2)16時30分～1時15分
(3)0時30分～9時15分

正社員以外 18歳以上 03030- 2806811
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
2人 パソコン基本操作 200,000円～250,000円 (2)8時30分～17時30分

正社員以外 不問 03030- 2807211
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 172,800円～172,800円

正社員以外 64歳以下 03030- 2810611
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 140,000円～160,000円

正社員 59歳以下 03030- 2811911
看護師 変形（1ヶ月単位）
准看護師 (1)8時30分～17時30分

1人 いずれか 200,000円～260,000円 (2)7時00分～16時00分

正社員 59歳以下 03030- 2813711
保育士 変形（1ヶ月単位）

1人 153,800円～184,300円

正社員 59歳以下 03030- 2818011
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 161,600円～270,100円 (2)8時30分～17時30分
普通自動車免許一種

正社員以外 不問 03030- 2821711
普通自動車免許ＡＴ 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 158,200円～192,100円

正社員 35歳以下 03030- 2822811
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

1人 大型特殊自動車免許 192,100円～339,000円
自動車整備士
あれば尚可

正社員 64歳以下 03030- 2823211
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

８トン限定中型自動車免許 (1)8時00分～17時30分
1人 あれば尚可 192,765円～249,210円

正社員 59歳以下 塗装現場経験 03030- 2825411
保育士 変形（1ヶ月単位）

(1)7時00分～15時45分
1人 181,600円～201,600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- 2826011
変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分

2人 145,900円～145,900円 (2)9時30分～18時30分
(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030- 2827311
1

岩手県宮古市田鎖第１２地
割１０番地５

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

ＰＣ操作（ワード・エクセ
ル）ができる方

佐藤建設　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

現場管理（塗装）／宮古 一般住宅・マンション・アパート等建築物の外壁・
屋根塗装工事の現場管理を行っていただきます。
・現場の施工管理、安全管理等
＊各現場を見て回り、機械や車両の手配や安全指示
等の業務になります。　○社用車貸与。

岩手県宮古市

法面作業員 道路や河川など、各現場において法面作業全般を行
います。
・主に斜面から降りながらの高所作業やその他現場
作業となり、体力を必要とします
・現在、田野畑・岩泉・宮古が主な現場

岩手県下閉伊郡田野畑村羅
賀２６８－１

幼稚園教諭免許
（専修・１種・２種）

介護職／特別養護老人ホー
ム

・施設利用者（特養・短期入所者）への介護サービ
スの提供（食事、入浴、排せつ、レクリエーション
等）　・採用後おおむね３ヶ月間は日勤のみの勤務
※現在、特養５０名・短期２０名の施設利用者がお
り、介護職員２４名体制でお世話をしています。

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第４
地割１－２０

社会福祉法人　若竹
会　サンホームみや
こ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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。＊担任は他におりますの
で、担任の補助を行っていただきます。

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第１１地割３０

社会福祉法人　三心
会　織笠保育園

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

保育士／正社員 園児の保育業務全般を行っていただきます。
・保育実務
・日誌や園児の連絡ノート記載
・各計画の作成
・園児の安全、健康管理業務

岩手県宮古市花輪第４地割
２番地１

社会福祉法人　慈愛
会　花輪保育所

雇用期間の定めなし
又は7時00分～19時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

土木施工管理補助 土木施工における現場管理の補助を行いながら業務
を覚えていただきます。
・一般住宅から道路・河川などの公共事業の工事現
場において測量補助　・品質・工程管理やそれに伴
うＰＣ操作、書類作成（ワード・エクセル）

岩手県下閉伊郡田野畑村羅
賀２６８－１

佐藤建設　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

看護師 当施設における利用者への看護業務全般を行いま
す。・利用者の健康管理　・服薬管理　・バイタル
チェック　・通院介助等　また、それに伴う記録等
も行います。＊現在、看護師４名で勤務していま
す。※待遇面は特記事項を参照下さい。

岩手県宮古市崎山第５地割
９４

社会福祉法人　若竹
会　わかたけ学園

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

看護師 介護施設・通所リハビリテーションの利用者及び入
所利用者（現在７５名位）への看護業務全般を行い
ます。
・入所利用者に対するバイタルチェック
・服薬管理、健康管理及び医療処置

岩手県下閉伊郡山田町飯岡
第９地割２３－１

医療法人　晃生会
介護老人保健施設
さくら山

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

一般事務 ・一般事務業務　タイムカードの整理、帳簿記帳等
・電話応対
・原材料（原皮）の入荷、出荷管理
・仕上製品の出荷管理
・工場残庫品の管理

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字合の山１２－２

アイファー株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町
パソコン操作（ワード・
エクセル・メール）

放牧整備作業員 新たに牧場を拡張するにあたり、動物たちが快適に
過ごせるように伐採後の切った枝を処理したり、し
ばかきや春には放牧の種をまく仕事です。動物たち
と触れ合いながら、自然の中で一緒に楽しく仕事を
して頂ける仲間を募集します。

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

ライン管理者アシスタント 当社請負ラインにおいて次の仕事を行います。
・生産管理（進捗状況の確認、調整、生産数や在庫
の確認、部材準備等）
・基板への部品取り付けなどの加工業務


岩手県下閉伊郡山田町船越
９－４０－６

株式会社　エムアン
ドエム

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

看護師又は助産師１（会計
年度任用職員）

当院内において看護業務又は助産師業務全般を行っ
て頂きます。○２交替制、または３交替制による勤
務となり、夜間勤務が可能な方を募集
・主に入院病棟での業務　・状況により外来対応あ
り　・その他付随する業務

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）

岩手県宮古市

電子部品製造の作業経験者、
生産管理経験者あれば尚可

精密機械加工 大きくても手のひらサイズ位の精密金型部品を製作
するお仕事です。微細な精密金属パーツを、フライ
ス盤、平面研磨盤、ＮＣプロファイルグラインダ、
マシニング、放電加工機などを使用し製作します。
◆未経験者でも１～３ヶ月程で慣れる仕事です。

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

電工／有資格者 電気設備全般に従事していただきます。
・一般住宅や公共事業の電気設備　・設計、施工、
保守、管理業務　・その他付随する業務
＊移動は社用車（マニュアル）を使用
＊現場は主に宮古・下閉伊地域

岩手県宮古市板屋３丁目２
－６

有限会社　オイカワ
設備企画

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

保育士 保育クラス担当者として保育所に入所している乳幼
児（０～６歳）の保育業務に従事していただきま
す。・日常の遊び　・保育記録作成　・年行事の計
画・実施など　＊現在、入所児童３１名を８名で保
育しております。○正社員登用制度あり

岩手県下閉伊郡山田町八幡
町７－１

社会福祉法人光明福
祉会　山田第二保育
所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

電気設備工事経験
あれば尚可

（9月3日時点の内容です）

８月３１日　から　　９月３日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は９月１６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

事業所名
求人番号

ケンタッキーフライドチキ
ンの店長（宮古）

◇フライドチキンの調理及び販売、清掃　・商品の
調理、レジ会計業務、機器・器具洗浄、店内清掃
◇店長業務　・発注、棚卸、シフト作成、アルバイ
ト面接、その他管理業務

青森県八戸市北白山台２丁
目６－３０

ＫＰダイニング株式
会社

雇用期間の定めなし
又は9時00分～20時00分
の間の7時間

岩手県宮古市

自動機オペレーター 組立オペレーション業務　主にスマートフォンや電
子機器向けコネクターの自動組立機操作です。立ち
仕事ですので体力が必要です。工程としては１．部
品を機械へセット　２．タッチパネル操作による稼
働　３．コネクターの出来上がりを顕微鏡等で検査

岩手県下閉伊郡田野畑村奥
地向６９番地【郵送先は別
住所】

有限会社　菊地電子
工業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

◎ 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３年９月９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



(1)8時00分～17時30分
1人 169,500円～267,800円

正社員 64歳以下 03030- 2831811
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

1人 187,600円～237,000円 (2)8時30分～12時30分

正社員 59歳以下 03030- 2832211
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
2人 176,000円～216,000円

正社員 45歳以下 03030- 2836311
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

5人 あれば尚可 137,400円～217,550円

正社員 64歳以下 03100- 2105911
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 180,000円～300,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 経験年数３年以上 03100- 2106111
２級土木施工管理技士 変形（1ヶ月単位）

あれば尚可 (1)8時30分～17時30分
2人 175,470円～214,505円 (2)16時30分～1時30分

(3)0時30分～9時30分

正社員以外 18歳以上 04010-45823311
小学校教諭免許(専修・１種・２種)

中学校教諭免許(専修・１種・２種) (1)8時15分～16時45分
1人 高等学校教諭免許(専修・1種) 209,976円～344,656円

正社員以外 不問 いずれか 03010-17731811
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30分～17時30分

1人 液化石油ガス設備士 166,000円～192,000円
あれば尚可

正社員 35歳以下 03010-17735011
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)9時15分～17時45分
1人 155,000円～205,400円

正社員 59歳以下 03010-17824311
管理栄養士 交替制あり

(1)5時00分～14時30分
1人 188,100円～198,900円 (2)10時30分～19時30分

正社員 64歳以下 03010-17953311
栄養士 交替制あり

(1)5時00分～14時30分
1人 163,100円～173,900円 (2)10時30分～19時30分

正社員 64歳以下 03010-17957711
調理師

(1)5時00分～14時30分
1人 154,600円～181,000円

正社員以外 不問 03010-17959211

(1)10時30分～19時30分
1人 149,600円～176,000円

正社員以外 不問 03010-17962611
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
1人 あれば尚可 231,667円～301,167円

正社員 40歳以下 03030- 2756311
普通自動車免許一種 交替制あり
原動機付自転車免許 (1)8時30分～17時15分

4人 いずれか 154,080円～249,952円 (2)10時15分～19時00分
(3)12時15分～21時00分

正社員以外 不問 03030- 2757611

(1)8時30分～17時15分
2人 143,060円～210,320円 (2)6時30分～15時15分

(3)12時15分～21時00分

正社員以外 不問 03030- 2758911
普通自動車免許一種 交替制あり

看護師 (1)8時30分～17時15分
2人 156,600円～258,800円 (2)16時30分～1時15分

(3)0時30分～9時15分

正社員以外 18歳以上 03030- 2759111
変形（1ヶ月単位）
(1)11時00分～22時00分

1人 200,000円～250,000円 (2)10時30分～14時30分

正社員以外 不問 03030- 2761511
作業療法士

(1)8時20分～17時20分
1人 203,000円～260,200円

正社員 59歳以下 03030- 2762411
理学療法士

(1)8時20分～17時20分
1人 203,000円～260,200円

正社員 59歳以下 03030- 2763011

2

理学療法士 山口病院又は介護老人保健施設における入所者・通
所者等のリハビリテーションに従事していただきま
す。
・身体機能や日常生活の基本的動作能力の回復・維
持・予防を目的とした運動療法や物理療法

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

作業療法士 山口病院又は介護老人保健施設における入所者・通
所者等のリハビリテーションに従事していただきま
す。
・作業治療を用いた心身の機能回復訓練や指導・援
助

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

店長兼料理人 昼と夜の時間帯で地元食材を活かしたお料理を提供
するバルです。シフト管理や売上管理及び調理全般
を行っていただきます。
・食材の仕入れと発注　・仕込み、味付け、盛り付
け等　・その他付随する業務

岩手県下閉伊郡山田町中央
町５番地６

株式会社　びはん
コーポレーション

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） ｉＰａｄ、スマホ、

パソコン操作、調理経験
岩手県下閉伊郡山田町

看護師 当院において看護業務に従事していただきます。
・入院病棟での看護業務や、診療の補助及び療養上
の介助など
＊夜勤の出来る方希望、夜勤専従も可能。＊就業時
間は相談に応じます。経験の浅い方でも応募可。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字中家１９－１

社会福祉法人　恩賜
財団　岩手県済生会
岩泉病院

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

看護補助員 ・患者様の日常生活に関わる業務をして頂きます。
診察介助、器具洗浄、殺菌作業、移動補助、入浴補
助、食事補助等
・医療環境の整備、整頓、物品に関する業務
・その他、搬送業務、メッセンジャー業務

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字中家１９－１

社会福祉法人　恩賜
財団　岩手県済生会
岩泉病院

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

郵便外務 郵便物、ゆうパックの集配業務を行っていただきま
す。・各ご家庭や事務所又はポストより集配業務
・端末機操作　・集配地区は宮古地区　＊５０ＣＣ
バイクか自動二輪、軽４輪を運転します。（雨天の
場合も）＊体力に自信がある方お待ちしています。

岩手県宮古市栄町１－７ 日本郵便株式会社
郵便事業総本部　宮
古郵便局

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 各現場において解体工事および土木作業に従事して
いただきます。
・屋外作業となります。
・当社では社員との連携やコミュニケーション、協
調性を大切にする方を希望します。

岩手県宮古市根市第６地割
７番地１

有限会社　伊藤総業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理員／嘱託（宮古市） 請負先事業所において責任者の指示のもと
患者様への食事提供業務
調理、盛付、厨房内での業務全般
＊患者数：１５０名程度


岩手県盛岡市大通３丁目３
番１０号　七十七日生盛岡
ビル　９階

日清医療食品　株式
会社　北東北支店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

調理師／嘱託（宮古市） 請負先事業所において責任者の指示のもと
患者様への食事提供業務
調理、盛付、厨房内での業務全般
＊患者数：１５０名程度


岩手県盛岡市大通３丁目３
番１０号　七十七日生盛岡
ビル　９階

日清医療食品　株式
会社　北東北支店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

栄養士（岩泉町） 請負先事業所において責任者の指示のもと、下記の
業務を行っていただきます。
・患者様への食事提供業務
・調理、盛付け、食器洗浄、献立、帳票作成
・栄養管理業務全般

岩手県盛岡市大通３丁目３
番１０号　七十七日生盛岡
ビル　９階

日清医療食品　株式
会社　北東北支店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

管理栄養士（岩泉町） 請負先事業所において責任者の指示のもと、下記の
業務を行っていただきます。
・患者様への食事提供業務
・調理、盛付け、食器洗浄、献立、帳票作成
・栄養管理業務全般

岩手県盛岡市大通３丁目３
番１０号　七十七日生盛岡
ビル　９階

日清医療食品　株式
会社　北東北支店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

営業スタッフ（釜石店また
は宮古店）

配属店舗において営業スタッフ業務全般に従事して
頂きます・店頭での車両（新車及び中古車）の販売
提案　・担当する地域の顧客へのＴＥＬコールによ
る車検・点検誘致や調子伺い顧客管理及び顧客フォ
ロー　・その他指示された業務及び付随する業務

岩手県紫波郡矢巾町大字広
宮沢第７地割３３４番地

岩手ダイハツ販売
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

設備工事（宮古支店）【３
５歳以下】

・ガス器具等、付帯設備器具の取付工事
・配管設備工事、水道設備工事
＊工事対象は一般家庭からアパート・マンション、
ビル等も含みます。＊作業習得期間中は資格を有す
る従業員と同行して業務を行います。

岩手県盛岡市内丸１４－４ 泉金物産　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

講師（宮古恵風支援学校） 特別支援学校の常勤講師として授業等生徒の指導に
あたっていただきます。
・学校生活全般にわたっての学習指導や支援
・学習教材の作成
・その他、付随する業務

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

特別支援学校教諭免許
あれば尚可

岩手県宮古市

道路情報連絡業務 〇道路情報連絡業務日誌の日々の記録　〇業務処理
の日々の記録　・道路情報の収集、処理と情報提供
装置操作及び記録　・対象施設（気象情報等・ＣＣ
ＴＶ設備・自専道遮断機）の監視、操作及び記録
・状態監視に伴う点検、復旧操作及び消耗品補給

宮城県仙台市青葉区八幡１
丁目４－１６

みちのくコンサルタ
ント　株式会社

土木学会二級土木技術者以上
もしくはＲＣＣＭ取得あれば尚可雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上） 文書作成及び写真の
添付等できる方

岩手県宮古市

現場監督 ◆土木工事現場にて、施工管理全般の仕事を担当し
ていただきます
【主な仕事内容】
＊土木工事現場にて施工管理・工程管理・安全管理
等

岩手県久慈市山形町荷軽部
第３地割１８

有限会社　谷地林業
土木部門

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

土木軽作業員 ◆土木工事現場にて、土木作業の仕事を担当してい
ただきます
【主な仕事内容】
＊土木工事の現場にて作業
＊交通誘導など、その他上記に付随する作業等

岩手県久慈市山形町荷軽部
第３地割１８

有限会社　谷地林業
土木部門

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

菌床椎茸の栽培等／正社員
１

菌床椎茸の栽培、集出荷にかかる作業に従事してい
ただきます。・収穫、箱詰め、パック詰め、箱作り
・菌床の製造、培養にかかる作業
※経験のない方には丁寧に指導いたしますので、安
心してご応募下さい。特に力仕事はありません。

岩手県下閉伊郡岩泉町浅内
字下栗畑６８－１１

株式会社　岩泉きの
こ産業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

カーライフアドバイザー
【正社員】

当社にて販売営業を行っていただきます。お客様の
ご要望に合わせて最適な車を提案していただきま
す。
・お車に関する保険やクレジット等のカーライフ全
般のコンサルティング業務

岩手県宮古市実田１丁目８
－１２

株式会社　宮古日産

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

医療事務 医療事務に係る業務を行っていただきます。
・受付窓口での患者様の対応（受付・精算等）
・レセプト入力、パソコン入力業務
・電話対応
・その他付随する業務

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
パソコン操作（ワード・エク

セル）可能な方
岩手県宮古市



調理師 変形（1ヶ月単位）
(1)5時15分～14時15分

1人 144,200円～144,200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- 2764311
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
5人 大型特殊自動車免許 158,667円～226,667円

あれば尚可

正社員 64歳以下 03030- 2765611
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 170,400円～170,400円

正社員 59歳以下 03030- 2766911
普通自動車免許ＡＴ

言語聴覚士 (1)8時30分～17時30分
2人 240,000円～500,000円

正社員 64歳以下 03030- 2767111
普通自動車免許ＡＴ

理学療法士 (1)8時30分～17時30分
2人 240,000円～500,000円

正社員 64歳以下 03030- 2768711
普通自動車免許ＡＴ

作業療法士 (1)8時30分～17時30分
2人 240,000円～500,000円

正社員 64歳以下 03030- 2769811
准看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
1人 175,440円～340,680円

正社員以外 64歳以下 03030- 2770411
看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
3人 210,000円～470,000円 (2)15時00分～9時00分

正社員 64歳以下 03030- 2771011
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 146,625円～146,625円

正社員以外 不問 03030- 2772311
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

看護師 (1)9時00分～18時00分
1人 准看護師 182,600円～238,600円 (2)7時00分～16時00分

正社員 59歳以下 03030- 2774911
看護師
准看護師 (1)9時00分～18時00分

1人 理学療法士 172,600円～228,600円

正社員 59歳以下 03030- 2775111
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 150,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030- 2776711
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時00分
1人 182,000円～312,000円

正社員 59歳以下 03030- 2777811
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
1人 小型移動式クレーン 194,792円～343,750円

玉掛技能者

正社員 45歳以下 03030- 2778211
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～400,000円

正社員 64歳以下 03030- 2779511
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 194,792円～343,750円

正社員 64歳以下 03030- 2780311
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

2人 150,000円～180,000円

正社員 64歳以下 03030- 2781611
社会福祉士

(1)8時30分～17時30分
1人 220,000円～316,000円

正社員 64歳以下 03030- 2783111
介護職員初任者研修修了者 変形（1ヶ月単位）

あれば尚可 (1)8時30分～17時30分
1人 148,000円～159,440円 (2)10時00分～19時00分

(3)6時00分～15時00分

正社員 64歳以下 03030- 2784711
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時50分

2人 140,593円～140,593円

正社員 59歳以下 03030- 2787511

3

外観検査・仕上げ（岩泉） 当社岩泉工場において、下記の業務を行っていただ
きます。　・工業製品に使用されるゴムパッキンの
汚れ、形状等の外観を検査する業務　・目視でパッ
キンの選別を行い、カッターやハサミでバリを取
り、仕上げる作業

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
定形フォーマットへの

数字入力
岩手県下閉伊郡岩泉町

介護職員／小本 グループホームでの介護業務に従事し、主に下記の
仕事をしていただきます。
・利用者の方の日常生活支援
・介護（食事、入浴、排せつ介助等）となります
＊６０歳以上の方の応募、歓迎します。

岩手県宮古市向町２番３４
号

有限会社　介護施設
あお空

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

社会福祉士 病院における社会福祉士業務全般を担当していただ
きます。
・入退院の調整、相談支援（他の病院・施設・家族
との連絡調整、院内調整、入院患者様の相談対応な
ど）

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

合鴨の食肉加工作業 合鴨の食肉加工作業に下記の通り従事していただき
ます。
・機械と手処理での肉の解体作業
・肉の仕分け等立ち仕事


岩手県下閉伊郡田野畑村室
場２４－４

株式会社　甘竹田野
畑

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

一般土木作業員 公共工事が主体の道路や林道の築造・補修、砂防堰
堤の築造などの土木作業に従事していただきます。
※建設業は多くの資格や免許が必要になりますが、
その場合は会社で支援しますのでキャリアアップが
できます。

岩手県宮古市八木沢三丁目
１１－５


株式会社菊地建設

雇用期間の定めなし

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

岩手県宮古市八木沢三丁目
１１－５


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
ＣＡＤ操作ができれば

優遇します 岩手県宮古市

重機オペレーター 公共工事が主体の道路や林道の築造・補修、砂防堰
堤の築造などの土木作業に係る重機操作に従事して
頂きます。※建設業は多くの資格や免許が必要にな
りますが、その場合は会社で支援しますのでキャリ
アアップができます。

岩手県宮古市八木沢三丁目
１１－５


株式会社菊地建設

雇用期間の定めなし
中型又は大型自動車免許

あれば尚可
岩手県宮古市

内装工（見習い可） 当社において、主に久慈から陸前高田までの建設現
場における内装工事
・天井、壁の軽量鉄骨の下地組み、ボードなどの仕
上げ工事
・その他、付随する業務

岩手県宮古市実田二丁目４
－４

有限会社　マルゼン
建装

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

建築技術者見習い 建築技術者のお手伝いをしながら建築技術者を目指
していただきます。
・仕事の内容は、施工計画から品質・安全管理の補
助です。・将来は現場代理人として工事の施工を仕
切っていただきます。

岩手県宮古市八木沢三丁目
１１－５


株式会社菊地建設

雇用期間の定めなし
ＣＡＤが出来れば

優遇します
岩手県宮古市

機能訓練指導員 特別養護老人ホームふれあいにおいて機能訓練指導
業務に従事します。利用者８０名の生活リハビリに
関する機能訓練の提案、アドバイス、他職員への指
示を行います。また、機能訓練計画書の作成などを
行います。

岩手県宮古市田老字養呂地
６番地２

社会福祉法人　田老
和心会

雇用期間の定めなし 上記資格または作業療法
士資格のいずれか

岩手県宮古市

看護職 特別養護老人ホームふれあい荘および短期入所生活
介護事業所において看護業務に従事します。
・検温や血圧測定などの健康管理や、服薬管理
・社用車を使用し、利用者様の通院同行など
月に７回程度の夜間対応の自宅待機があります。

岩手県宮古市田老字養呂地
６番地２

社会福祉法人　田老
和心会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ＬＰＧ販売スタッフ ・ＬＰガスの保安点検、検針、ガス工事等

・検針エリアは岩泉町内と田野畑村となります
・その他付随する業務

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字村木１８－１

泉金商事　株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は7時00分～19時00分

の間の8時間程度
岩手県下閉伊郡岩泉町、他

看護師／正社員 ・採血検査や各種注射の準備と実施　・高齢者の歩
行介助や車椅子介助　＊医療療護病棟、回復期リハ
ビリテーション病棟があります。＊リハビリ病棟：
リハビリスタッフなど様々な職種とチーム医療を展
開し、患者様の社会復帰を応援しています。

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

准看護師／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

作業療法士 ・入院及び外来患者様のリハビリテーション（作業
療法）　・患者様の自宅で行う訪問リバビリテー
ション（作業療法）　・東日本大震災で被災された
方々に対する生活支援事業（介護予防の為の体操や
レクレーションなど）

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

理学療法士 ・入院及び外来患者様のリハビリテーション（理学
療法）　・患者様の自宅で行う訪問リハビリテー
ション（理学療法）　・東日本大震災で被災された
方々に対する生活支援事業（介護予防の為の体操や
レクレーションなど）

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

言語聴覚士 ・入院及び外来患者様のリハビリテーション（言語
療法）　・患者様の自宅で行う訪問リハビリテー
ション（言語療法）　・東日本大震災で被災された
方々に対する生活支援事業（介護予防の為の体操や
レクレーションなど）

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

事務／宮古 当社事務所において下記の業務を行っていただきま
す。
・メール確認、日々の入出金の管理
・伝票起票、買掛金の支払い、売掛金の回収
・書類作成、整理、ファイリング

岩手県宮古市田鎖第１２地
割１０番地５

有限会社　東北ペイ
ントパソコン操作（ワード・エク

セル）で文書作成や
チラシの作成ができる方
Ｗｅｂ関連の業務に

慣れている方

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木作業員 公共工事・舗装工事・道路維持等の土木作業に従事
していただきます。
・現場は岩泉町・田野畑村・宮古市・葛巻町
・現場へは、社用車にて相乗りまたは直行直帰での
移動　＊建設機械運転等、土木作業経験あれば尚可

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
建設機械運転等、土木作業員

経験あれば尚可 岩手県宮古市、他

調理師 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



普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

2人 166,040円～216,800円

正社員 64歳以下 03030- 2789011
普通自動車免許一種

(1)9時00分～17時00分
1人 150,000円～200,000円

正社員 45歳以下 03030- 2790911
普通自動車免許一種 交替制あり

(1)8時30分～17時30分
1人 164,160円～190,080円 (2)11時00分～20時00分

(3)6時30分～15時30分

正社員以外 不問 03030- 2791111
５トン限定準中型自動車免許 変形（1年単位）

フォークリフト (1)8時00分～17時00分
2人 準中型免許はH２９.３.１２以降取得 159,000円～167,834円

正社員以外 不問 03030- 2793811
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 164,160円～190,080円 (2)7時00分～16時00分

(3)9時30分～18時30分

正社員以外 64歳以下 03030- 2794211
准看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
2人 180,000円～360,000円 (2)15時00分～9時00分

正社員 64歳以下 03030- 2795511
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
1人 160,000円～170,000円

正社員 40歳以下 03030- 2796411
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 147,000円～150,000円

正社員 45歳以下 03030- 2797011
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 150,000円～152,000円

正社員 59歳以下 ＬＰガス事業経験 03030- 2798311
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
１級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

1人 255,000円～300,000円

正社員 64歳以下 03030- 2799611
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 64歳以下 04010-45618711
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

5人 240,000円～312,000円

正社員 65歳以下 04060- 3265411
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
2人 233,250円～318,150円

正社員 64歳以下 業務経験あれば尚可 05040- 4791111
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45分～17時15分

1人 二級自動車整備士 160,000円～240,000円
あれば尚可

正社員 59歳以下 03010-17534111
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 250,000円～300,000円

車両系建設機械運転技能者

あれば尚可
正社員 59歳以下 工事現場施工管理等あれば尚可 03020- 1537511

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 176,000円～220,000円

正社員 59歳以下 03020- 1538411
車両系建設機械運転技能者

移動式クレーン運転士 (1)8時00分～17時00分
4人 259,200円～259,200円

正社員以外 不問 03021-  949511
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 自動車整備あれば尚可 03030- 2653211
８トン限定中型自動車免許 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 185,334円～347,500円

正社員 64歳以下 03030- 2654511
普通自動車第二種免許 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～17時00分
2人 137,454円～137,454円

正社員 64歳以下 03030- 2655411

4

運転手 タクシーでの旅客輸送業務を行っていただきます。
・出庫前の車両点検　・料金収受、乗務記録の記入
・車両の清掃作業等　一般のタクシー乗務員の他、
介護職員初任者（旧ヘルパー２級）以上お持ちの方
は、介護タクシー乗務員となる場合があります。

岩手県宮古市大字津軽石５
－３２

有限会社　クボタタ
クシー

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

現場代理人 工事現場での管理業務全般を行います。
・現場代理人の業務を担当　・現場は主に宮古市内
弊社は公共工事（道路・ダム・下水道など）から、
一般の建築工事（新築・リフォーム）の他に、水道
や外構など、様々な種類の工事を行う会社です。

岩手県宮古市山口１丁目２
－３１

沢与建設　株式会社
中型免許一種（８ｔ限定
含む・マニュアル必須）

雇用期間の定めなし
パソコン操作ができる方
現場管理業務の経験者

岩手県宮古市

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

重機オペレーター ○土木作業を行っていただきます。○現在の現場
は、岩泉付近（宿泊有り）となります。○建設関係
の資格があれば尚可　※現場までは、社用車に乗り
合いで移動します。※雇用期間は、３～６か月程度
です（更新の可能性有り）。

岩手県遠野市青笹町糠前２
９地割１－１

ＢＳ工業

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 車両系建設機械・移動式

クレーンの運転あれば尚可 岩手県下閉伊郡岩泉町、他

作業員 ＊土木・舗装工事施工作業全般の補助的作業。資器
材等の運搬など機械作業で困難な作業全般を担当し
て頂きます。＊現場は主に釜石～山田管内での作業
となります。釜石・大槌・山田・宮古での各現場
（稀に大船渡での作業もあります）

岩手県釜石市甲子町第５地
割６２番地１

株式会社　カネナカ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

技術員 ＊土木・舗装工事の管理業務全般。
＊工事の施工管理、工事計画作成、施工管理立案か
ら作業指示。
＊行政機関および発注者への提出書類作成。（パソ
コン貸与）

岩手県釜石市甲子町第５地
割６２番地１

株式会社　カネナカ
１、２級土木施工管理技士又は
１、２級建設機械施工技士

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

自動車整備スタッフ（宮古
営業所）

・主にトラック（１～４ｔ車）の車検や点検の業務
・定期点検、車検、故障時のメンテナンス等
・その他、上記に付随する業務および指示された業
務を行っていただきます。
＊最初は補助作業から始めていただきます。

岩手県盛岡市三本柳１－２
４

盛岡いすゞモーター
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

建設業全般作業員【現場：
岩手】

＊建設業全般での作業に携わっていただきます。
（解体、土木、鳶職、造園等の業務となります）
＊重機オペレーター業務（有資格者）
＊冬期間は市役所の依頼を受け、雪下ろしと雪下ろ
し後の排雪作業もしていただきます。

秋田県大仙市大曲金谷町１
９－３

株式会社　ａｒｍｓ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

重機オペレーター又は土木
作業員

○メガソーラー発電所工事で送電線の地下埋設管の
道路掘削・土運　搬・管路埋設・埋戻し作業等・仮
舗装工事の作業です。手元作業になります。
※県外への長期出張があります。（岩手県宮古市）

宮城県栗原市若柳字上畑岡
大森８２番地４

株式会社　白神土木
総建

車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削
用、解体用）運転技能者

あれば尚可

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

理の経験あれば尚可 岩手県宮古市

土木施工管理技士 土木工事現場においての、工事の監督・指導全般
・主に公共工事を請負っており、施工計画の立案、
工事監理、打ち合わせなど　・使用する資材、機械
の手配や管理　・図面や計画書、報告書などの作成
にはパソコンを使用

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字村木７４

横屋建設　株式会社

雇用期間の定めなし
基本操作（ワード・
エクセル・ＣＡＤ等）

岩手県宮古市、他

ＬＰガス事業スタッフ／経
験者

・ガス販売事業に係る営業、検針、集金業務など
・ガス設備、配管工事他ガス器具、暖房器具等の修
理など

岩手県宮古市大通３－６－
３５

中屋石油　株式会社
設備・配管等資格

あれば尚可
雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ＬＰガス事業スタッフ ・ガス販売事業に係る営業、検針、集金業務など
・ガス設備、配管工事他ガス器具、暖房器具等の修
理など

岩手県宮古市大通３－６－
３５

中屋石油　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般事務 総務課にて社会保険、労務関係書類作成（パソコン
操作ワード・エクセル）が中心になります。電話、
メール、来客対応、外出用務、事務所内清掃等あり
ます。将来は給与計算も予定しております。

岩手県宮古市刈屋１１－８
０－３

刈屋建設　株式会社

雇用期間の定めなし
ワード・エクセルの

基本操作
岩手県宮古市

准看護師／正社員 ・採血検査や各種注射の準備と実施　・高齢者の歩
行介助や車椅子介助　＊医療療護病棟、回復期リハ
ビリテーション病棟があります。＊リハビリ病棟：
リハビリスタッフなど様々な職種とチーム医療を展
開し、患者様の社会復帰を応援しています。

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

介護員／さくらつつみ 小規模多機能センター（通所・訪問）サービスにお
いて、介護業務全般に従事していただきます。
・利用者の食事介助、入浴介助、排泄介助
・レクレーション活動の企画・運営などの業務
・施設車での送迎をしていただきます。

岩手県宮古市長根４－１３
－１

株式会社　介護施設
えくぼ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

加工および運搬従業員 当組合加工場において、以下の業務に従事していた
だきます
・塩蔵品、乾燥物の加工および製造作業
・わかめ、昆布の等級別選別作業
・袋詰め、製品出荷

岩手県宮古市田老３丁目２
番１号

田老町漁業協同組合
（加工場）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

２ｔトラック以上の車両を運転で
きる事、フォークリフト運転技能
講習を修了し運転できる事 岩手県宮古市

介護員／グループホームえ
くぼ

小規模多機能センター（通所・訪問）サービスにお
いて、介護業務全般に従事していただきます。
・利用者の食事介助、入浴介助、排泄介助
・レクレーション活動の企画・運営などの業務
※６０歳以上の方の応募、歓迎します。

岩手県宮古市長根４－１３
－１

株式会社　介護施設
えくぼ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業 アフラックの代理店として営業を担当していただき
ます。
・企業等を定期的に訪問し、情報提供等（新規団体
開拓あり）
・ご契約者様の保全手続や、保険の見直し相談等

岩手県宮古市末広町２－１
３

株式会社　太田

雇用期間の定めなし
パソコン（ワード・エクセ

ル）基本操作
岩手県宮古市

介護員 利用者の方のデイサービス介護全般を行います。
・食事、入浴、排泄、レクレーション等の介助
・送迎運転業務（社用車使用）
＊利用者さんが楽しい１日を過ごせるよう業務を
行っています。○資格取得制度あり

岩手県下閉伊郡岩泉町浅内
字下栗畑８０地割６

株式会社クオール
（デイサービスすず
らん）

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年単位）
(1)7時00分～16時00分

1人 150,000円～176,000円 (2)8時00分～17時00分
(3)12時00分～21時00分

正社員 45歳以下 03030- 2656011
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時15分

1人 143,867円～143,867円

正社員以外 不問 03030- 2657311
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時15分

1人 143,867円～143,867円

正社員以外 不問 03030- 2659911
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 197,500円～207,500円

正社員 69歳以下 03030- 2660711
１,２級土木施工管理技士 変形（1ヶ月単位）
１,２級建設機械施工技士 (1)8時00分～17時00分

1人 いずれか 250,000円～300,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 経験者 03030- 2662211
普通自動車免許一種
２級土木施工管理技士 (1)8時00分～16時30分

1人 １級土木施工管理技士 250,000円～250,000円
あれば尚可

正社員 不問 03030- 2663511
交替制あり
(1)8時00分～17時00分

1人 146,880円～146,880円 (2)2時00分～11時00分

正社員以外 18歳以上 03030- 2665011
交替制あり
(1)8時00分～17時00分

1人 152,700円～152,700円 (2)20時00分～5時00分

正社員 18歳～59歳 03030- 2666311
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 上記記載の資格いずれか 250,000円～300,000円
普通自動車免許一種

正社員 不問 パソコン操作 03030- 2667611
看護師
助産師 (1)9時00分～17時30分

1人 保健師 215,000円～300,000円
いずれか

普通自動車免許一種
正社員 59歳以下 03030- 2668911

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 180,000円～220,000円

正社員 不問 03030- 2669111
変形（1年単位）
(1)8時10分～17時10分

1人 136,925円～136,925円

正社員 64歳以下 ワード・エクセル入力程度 03030- 2670211
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
１級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

1人 ２級土木施工管理技士 170,000円～350,000円
あれば尚可

正社員 64歳以下 03030- 2671511
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 173,250円～249,480円

正社員 64歳以下 03030- 2672411
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 小型移動式クレーン 174,800円～218,500円

玉掛技能者、あれば尚可

正社員 64歳以下 03030- 2674311
普通自動車免許一種 交替制あり

介護職員初任者研修修了者 (1)7時00分～16時00分
2人 あれば尚可 143,424円～143,424円 (2)9時00分～18時00分

(3)10時30分～19時30分

正社員以外 不問 03030- 2675611
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

5人 162,000円～216,000円

正社員 18歳～64歳 03030- 2677111
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 164,922円～188,722円

正社員 35歳以下 03030- 2680411
普通自動車免許一種

(1)9時00分～18時00分
1人 160,000円～180,000円

正社員 35歳以下 03030- 2683611
普通自動車免許一種
二級自動車整備士 (1)9時00分～18時00分

2人 180,000円～220,000円

正社員 59歳以下 03030- 2684911

5

自動車整備／有資格者 自動車の整備全般に従事していただきます。
・車検、整備、点検、修理、カスタマイズなど
・洗車や車両の引き取り、納車等
・その他付随する業務

岩手県宮古市根市第２地割
３５－９

ライトニング　サー
ビス工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

自動車整備見習い 自動車の整備全般に従事していただきます。
・車検、整備、点検、修理、カスタマイズなど
・洗車や車両の引き取り、納車等
・その他付随する業務

岩手県宮古市根市第２地割
３５－９

ライトニング　サー
ビス工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

スーパーマーケットの販売
スタッフ

生鮮部門（青果、水産、食肉、惣菜）　グロサリー
部門（日配、食品、雑貨）のいずれかの部門に配属
・店舗において商品作り、陳列、接客業務。
・配達等がある為、社用車（ＭＴ・ＡＴ）を運転す
る場合があり

岩手県下閉伊郡山田町中央
町５－６

びはん　株式会社

雇用期間の定めなし
又は7時00分～21時30分
の間の8時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

交通誘導警備員 道路工事現場や建設工事現場で歩行者や一般車両、
工事車両の安全を確保するための交通誘導を行いま
す。・現場は主に宮古、下閉伊地域となります。・
他にもイベント会場での駐車場、一般来場者等の誘
導・案内も行っていただきます。

岩手県宮古市神田沢町１番
２３号

株式会社　セーフ
ティーガード

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員 施設入所者数１８名（認知症の方）を対象とした、
入所者の介護を行います。・身の回りの世話、食
事、排泄、入浴の介助　・その他、移動介護、掃
除、調理、洗濯など　・入居者を、受診のため病院
へ社用車で送迎する場合があります。

岩手県下閉伊郡田野畑村机
２９９

中城興産株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡田野畑村

土木作業員および重機オペ
レーター

当社において下記の業務に従事していただきます。
【土木作業全般】・道路工事、防潮堤工事、災害復
旧工事、電線共同構、上下水道工事等に係る作業
【重機オペレーター】・バックホウ等重機の操縦に
おいて土砂掘削、埋戻、敷均し等

岩手県宮古市小山田四丁目
１－３０

小山田電業　株式会
社

雇用期間の定めなし
土木作業経験,重機オペレーター
経験,型枠大工作業経験あれば尚

可

岩手県宮古市

土木作業員および重機オペ
レーター

各工事現場において土木作業に従事します。
・道路工事や解体工事の現場が多く、主に山田町
内・宮古市内の現場
・資格のある方は主に重機を使った作業となります
が、現場の状況により人力での現場作業

岩手県下閉伊郡山田町長崎
２丁目５－１８

有限会社　藤沢組
車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削
用、基礎工事用）運転技

能者あれば尚可
雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木施工管理技士 図面の作成、施工管理及び現場管理に従事します。
・河川や道路工事の現場が多く、主に山田町内・宮
古市内の現場
・１人１現場を受け持ちます。
・その他、工事関連書類や写真の整理・管理等

岩手県下閉伊郡山田町長崎
２丁目５－１８

有限会社　藤沢組

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

事務・資材・ＣＡＤ 主に官公庁の制服を製造しています。
【事務】パソコンを使用しての事務作業
【ＣＡＤ】パソコンを使用した作業補助
【資材】付属片のカットなど

岩手県宮古市蟇目第８地割
１２０

有限会社　興亜被服
工業所　宮古工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木作業員 土木工事部での業務
・土木工事（基礎工事、資材の運搬など）　・水道
工事（漏水工事、風呂、キッチン、トイレ等の配管
工事や器具の取り付け作業など）　＊１チーム３～
５人で土木現場を完成させる仕事です

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字合の山１２－４

株式会社　西倉工務
店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

訪問看護 在宅療養する患者さんのご自宅に訪問し、主治医の
指示により看護業務を行います。
・主に在宅療養、介護方法の指導、医療器具、医療
機器の管理、注射、点滴等
・報告書作成など簡単なパソコン入力あり

岩手県宮古市宮町２丁目２
番１９号

株式会社　メディケ
ア・システム

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木施工管理技士 土木工事部での業務
・現場管理、工事の書類・写真整理
※パソコンは、ワード・エクセルのほかに専用ソフ
トを使用します。※現場では、トランシット・レベ
ルなどをお願いします。使用方法は、指導します。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字合の山１２－４

株式会社　西倉工務
店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

工作機械オペレーター／正
社員（トライアル併用求
人）

工作機械オペレーターは、コネクタ生産に必要な金
型や設備パーツを工作機械を使って加工するお仕事
です。日々の業務を通じ、各種の技能検定に挑戦す
ることもできます。加工に関する知識・技術が無く
ても、研修制度がありますので、ご安心ください。

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

牛乳製造 当公社の牛乳加工場において、牛乳加工等の作業を
担当
・生乳の殺菌、充填　・使用した機器の洗浄
・牛乳、乳製品等の出荷業務
○正社員への登用制度もあります

岩手県下閉伊郡田野畑村尾
肝要３９－１

一般社団法人　田野
畑村産業開発公社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡田野畑村

土木施工管理技士 現場管理業務全般に従事していただきます。
・主に土木現場にて管理業務
・道路・水路・上下水道等の土木工事現場におい
て、施工計画の作成・工程管理、安全管理等
・各現場への移動は、社有車を使用

岩手県下閉伊郡岩泉町二升
石字坂の下３－１

有限会社　三上建設

雇用期間の定めなし
ＰＣ操作(Woed,Excel)できる

方、現場管理経験
岩手県宮古市、他

土木技術者／有資格者 土木工事の現場管理を行います。主に道路工事、水
道工事などを請け負っています。
・書類作成
・現場代理人として施工管理及び指揮監督業務


岩手県宮古市小山田三丁目
６－７

三浦重機　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

自動車整備士／有資格者 自動車整備士として業務に従事していただきます。
・車検や整備の業務　・タイヤ交換　・お客様への
説明　・車両の引き取り及び納車　・洗車作業　・
その他付随する業務

岩手県下閉伊郡岩泉町小本
字大牛内６７－５

工藤建設株式会社
陸中サービスセン
ター

三級自動車ガソリン・
エンジン整備士

雇用期間の定めなし 二級ガソリン自動車整備
士あれば尚可

岩手県下閉伊郡岩泉町

ガソリンスタンド販売員・
ＬＰガス業務

○販売業務　給油、洗車、オイル、タイヤ交換等。
○ＬＰガス業務　ＬＰガスの配送（宮古市内）、検
針、配管工事等。＊資格取得により、基本給のベー
スアップがあります。１資格につきテキスト・講習
代を含む初回受験費用を会社が負担いたします。

岩手県宮古市築地２丁目１
－４

株式会社　菊長商店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

クリンクルー（崎鍬ヶ崎）
／平日

請負先施設内において、以下の業務を行っていただ
きます。
・掃除機・モップ・ホーキ・タオル等を使って廊
下、階段、各部屋（病室含む）、トイレ等の掃除、
ゴミの回収を行います

岩手県宮古市長町１丁目９
－１７

リアス環境管理　株
式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

クリンクルー（崎鍬ヶ崎）
１

請負先施設内において、以下の業務を行っていただ
きます。
・掃除機・モップ・ホーキ・タオル等を使って廊
下、階段、各部屋（病室含む）、トイレ等の掃除、
ゴミの回収を行います

岩手県宮古市長町１丁目９
－１７

リアス環境管理　株
式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市



普通自動車免許一種
(1)9時00分～17時00分

1人 138,000円～230,000円

正社員 不問 03030- 2685111
調理師

あれば尚可 (1)10時30分～21時30分
1人 245,000円～300,000円

正社員 不問 調理、ホール経験 03030- 2687811
調理師

あれば尚可 (1)10時30分～21時30分
1人 245,000円～300,000円

正社員 20歳以上 調理、ホール経験 03030- 2689511
歯科衛生士

(1)8時30分～18時00分
1人 150,000円～180,000円 (2)8時30分～12時00分

正社員 不問 実務経験３年以上 03030- 2691611
普通自動車免許一種
二級自動車整備士 (1)9時30分～18時30分

1人 中型自動車免許 180,000円～220,000円 (2)9時30分～17時30分
あれば尚可

正社員 不問 実務経験あれば尚可 03030- 2692911
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
2人 あれば尚可 183,334円～217,709円

正社員 不問 03030- 2693111
普通自動車免許一種

(1)8時15分～17時15分
1人 172,000円～232,000円

正社員 59歳以下 03030- 2695811
介護福祉士 変形（1ヶ月単位）
あれば尚可 (1)8時15分～17時15分

4人 142,000円～182,000円 (2)7時00分～16時00分
(3)10時00分～19時00分

正社員 59歳以下 03030- 2696211
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 181,334円～226,667円

正社員 59歳以下 03030- 2697511
看護師
准看護師 (1)8時15分～17時15分

1人 いずれか 172,000円～232,000円

正社員 59歳以下 03030- 2698411
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 200,000円～250,000円
普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 03030- 2699011
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 200,000円～200,000円

正社員 不問 重機オペレーター経験あれば尚可 03030- 2700811
１級土木施工管理技士
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 250,000円～300,000円
普通自動車免許一種

正社員 不問 03030- 2701211
２級建築施工管理技士 変形（1年単位）
２級土木施工管理技士 (1)8時00分～16時30分

1人 153,680円～226,000円

あれば尚可
正社員 不問 03030- 2702511

調理師
あれば尚可

1人 185,000円～250,000円

正社員 64歳以下 飲食業の経験あれば尚可 03030- 2705311
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 200,000円～500,000円 (2)7時30分～16時30分
普通自動車免許一種

正社員 不問 03030- 2707911
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
8人 大型自動車免許 216,000円～388,800円 (2)7時30分～16時30分

あれば尚可

正社員 不問 建設現場の経験あれば尚可 03030- 2708111
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

5人 161,250円～182,750円 (2)20時00分～5時00分

正社員以外 18歳以上 03030- 2709711
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- 2710511
普通自動車免許一種

(1)8時45分～17時45分
1人 166,500円～254,500円

正社員 64歳以下 03030- 2712011

6

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）

ふれんどりー岩泉において介護支援業務に従事して
いただきます。
・施設利用者のケアプランの作成業務
・利用者やご家族との連絡および相談等の業務
・施設利用者の認定調査業務

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

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

警備員 １．交通誘導警備：工事現場における歩行、車両等
の安全誘導　２．駐車場警備：店舗やイベント駐車
場における整理業務　３．雑踏警備：イベント等に
おける安全確保、誘導業務　４．施設警備：各種施
設における出入および施設管理業務

岩手県宮古市実田１－２－
３

株式会社　トスネッ
ト北東北　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、他

建設作業員 下記の業務に従事していただきます。
・各現場において土木工事全般
・免許所持の方には重機オペレーター・ダンプ運転
業務をして頂く場合もあります。


岩手県宮古市磯鶏沖８－２
５

有限会社　リアライ
ズ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

現場責任者 下記の業務に従事していただきます。
・ゼネコンや地元業者の現場における土木施工管理
業務
・工程管理等、付随する一切の業務
＊元請に出向の場合もあり。

岩手県宮古市磯鶏沖８－２
５

有限会社　リアライ
ズ

雇用期間の定めなし
パソコン基本操作

（ワード・エクセル）
岩手県宮古市、他

料理長、料理長候補 ブーランジェリー　レ・ド・シェーブルがカフェ・
ビストロ　レ・ド・シェーブルに生まれ変わりまし
た！昼はカフェ、夜はフレンチビストロと、時間帯
によって違った雰囲気でヤギミルクの美味しさを楽
しめる、ここにしかないお店を目指します。

岩手県宮古市崎山第３地割
１１２－７０

グロースパートナー
ズ　株式会社

雇用期間の定めなし
又は10時30分～21時30分
の間の8時間

岩手県宮古市

土木・建設作業員 土木工事、建設工事作業全般を行っていただきま
す。　・一般住宅や公共工事がメイン　・有資格者
は重機オペレーター、現場管理業務等も担当
＊経験や資格のない方の応募も可能。ご相談くださ
い。

岩手県下閉伊郡山田町大沢
第７地割２０１番地１

サカエ興業　株式会
社

車両系建設機械（基礎工
事用）運転技能者雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町、他

土木施工管理 土木施工管理業務を担当していただきます。
・品質管理、安全管理、施工調整等の監督指揮業務
・業務に関する各種書類作成
○現場は宮古市、山田町、釜石市のほか陸前高田～
田野畑。通勤車がない方は乗合も相談可能です。

岩手県宮古市近内６－３－
６

飯岡興業　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

重機オペレーター 各現場において下記の仕事を行います。
・バックホウ等の重機を操作し、土砂等の掘削、盛
り上げ工事等　・工作物等解体工事
○現場は宮古市、山田町、釜石市のほか陸前高田～
田野畑。通勤車がない方は乗合も相談可能です。

岩手県宮古市近内６－３－
６

飯岡興業　株式会社
車両系建設機械（基礎工
事用、整地・運搬・積込
用及び掘削用、解体用）
運転技能者いずれか

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木工事監督 各作業現場において管理業務全般に従事していただ
きます。・工程管理、安全管理、写真管理等　・パ
ソコンを使用しての計画書作成　・報告書などの書
類作成　＊各現場への移動は社有車を使用して直行
直帰となります。

土木施工管理技士または
建設機械施工技士
いずれも２級以上

岩手県宮古市太田１丁目８
番４号

株式会社　青山工業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師 リハビリデイホームあすも　介護多機能ホームあす
もにおいて下記の業務に従事して頂きます。・看護
業務およびそれに伴う報告書の作成　・介護業務全
般　・機能訓練　・健康相談等　・その他付随する
業務　○パート勤務希望の方のご相談に応じます。

岩手県宮古市大通３丁目６
番５１号

リハビリデイホーム
あすも　介護多機能
ホーム　あすも

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

現場作業員 各作業現場において、土木作業に従事していただき
ます。
・土砂の掘削や埋め戻し　・コンクリート打設立の
作業　・その他付随する作業全般を行っていただき
ます。　＊現場には直行直帰となります。

岩手県宮古市太田１丁目８
番４号

株式会社　青山工業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護員 リハビリデイホームあすも　介護多機能ホームあす
もにおいて下記の業務を行っていただきます。
・入浴、排せつ、調理業務、食事等の介護　・その
他の日常生活上の支援　・レクリエーションや機能
訓練

岩手県宮古市大通３丁目６
番５１号

リハビリデイホーム
あすも　介護多機能
ホーム　あすも

雇用期間の定めなし
簡単なタブレット入力
（既存様式への入力）

岩手県宮古市

介護支援専門員 居宅支援センターあすも、介護多機能ホームあすも
において下記の業務に従事して頂きます。
・サービス利用に関する手続きやサービス内容の説
明
・ケアプランの作成　・請求業務

岩手県宮古市大通３丁目６
番５１号

リハビリデイホーム
あすも　介護多機能
ホーム　あすも

介護支援専門員
（ケアマネージャー）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木作業員／岩泉町 一般土木作業全般に従事していただきます。
・主に小本川河川災害工事での土木作業となりま
す。　・大型土のう製作　・ブロック設置　＊車両
系建設機械免許があれば尚可。＊現場には直行・直
帰となります。

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

岩手県下閉伊郡岩泉町

自動車整備士／有資格者 当社において下記の業務を行っていただきます。
・車検整備、一般修理
・販売車両の納車整備
・タイヤ販売・交換・脱着、カーＡＶの取付業務
・その他付随する業務

岩手県下閉伊郡山田町山田
第２地割１７番地

株式会社　ＢＭＣ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

歯科衛生士 当院において歯科衛生士業務に従事します。・主に
歯科医師の治療の補助、歯周病検査、ブラッシング
など口腔　衛生指導　・その他関連する業務を行っ
ていただきます。―　就業時間：相談に応じます
―　直接の問い合わせはご遠慮願います

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第２地割１０５－１

留理歯科医院

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

調理補助・ホール／経験者 厨房内において調理の補助的作業及びホールにおい
て接客業務を行っていただきます。○厨房内におい
て調理の補助的作業　・調理者の指示により、野菜
カットや調理の下ごしらえ、準備、盛付け、飲み物
作り、食器・調理器具の洗浄、食材の在庫確認等

岩手県宮古市八木沢第４地
割９７－７

ビツクベル　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理補助・ホール／ＳＹＵ
ＷＡ　ＳＹＵＷＡ／経験者

厨房内において調理の補助的作業及びホールにおい
て接客業務を行っていただきます。○厨房内におい
て調理の補助的作業　・調理者の指示により、野菜
カットや調理の下ごしらえ、準備、盛付け、飲み物
作り、食器・調理器具の洗浄、食材の在庫確認等

岩手県宮古市八木沢第４地
割９７－７

ビツクベル　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

自動車整備 自動車の車検整備、点検整備、部品の交換、修理な
どを行っていただきます。普通乗用車をメインに
扱っています。作業は１～２人で行っています。そ
の他、納車・引き取り業務もあります。＊自動車整
備業務が初めての方でも応募可能です。

岩手県宮古市磯鶏１丁目１
－２８

株式会社　アルティ
メットプランニング

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市



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～40歳 03030- 2713311

(1)8時30分～17時30分
1人 160,000円～160,000円

正社員 59歳以下 経験者 03030- 2714611
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 138,267円～162,667円

正社員 45歳以下 03030- 2716111
変形（1年単位）
(1)20時00分～5時00分

1人 143,267円～167,667円

正社員 18歳～45歳 03030- 2717711
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 136,640円～162,667円 (2)20時00分～5時00分

正社員 18歳～45歳 03030- 2718811
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
1人 170,000円～220,000円

正社員 64歳以下 03030- 2719211
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

正社員以外 不問 03030- 2720011
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

3人 142,600円～142,600円

正社員 59歳以下 03030- 2721311
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

2人 143,000円～143,000円

正社員 不問 03030- 2722611
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

2人 150,000円～200,000円 (2)16時00分～1時00分
(3)0時00分～9時00分

正社員 18歳～61歳 03030- 2723911
交替制あり
(1)9時00分～19時00分

1人 150,000円～180,000円 (2)11時00分～21時00分

正社員 不問 03030- 2724111
介護福祉士 交替制あり

介護職員初任者研修修了者 (1)8時20分～17時20分
2人 あれば尚可 168,000円～184,800円 (2)16時30分～0時30分

(3)0時30分～9時30分

有期雇用派遣労働者 不問 ワード・エクセル基本操作 03030- 2726811
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 小型移動式クレーン 184,800円～207,900円

玉掛け・型枠支保工作業主任者

大型自動車免許,あれば尚可

正社員 64歳以下 土木作業経験者 03030- 2727211
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
1人 166,500円～266,400円

正社員 64歳以下 03030- 2728511
大型自動車免許 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 195,500円～195,500円

正社員 不問 03030- 2729411
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者 (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- 2730611
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

2人 179,200円～220,000円

正社員 35歳以下 03030- 2732111
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
3人 145,000円～160,000円 (2)7時30分～16時30分

(3)8時30分～12時30分

正社員以外 不問 03030- 2733711
普通自動車免許一種

(1)9時00分～18時00分
1人 200,100円～292,500円

正社員 40歳以下 03030- 2735211
普通自動車免許一種
建設業経理士２級 (1)8時30分～16時30分

1人 あれば尚可 112,000円～140,000円

正社員 59歳以下 03030- 2736511
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一般事務（総務及び経理補
助）

・ＰＣによる給排水設備工事に関する書類作成
・月次決算事務（会計ソフト使用）
・請求書作成
・銀行・集金業務（社用車使用）
・各官公署提出書類作成（建設業関連書類含む）

岩手県宮古市山口一丁目２
－３０

有限会社　中沢設備

雇用期間の定めなし ワード、エクセル、Ｊｗｗｃ
ａｄ、基礎的な経理の

知識あれば尚可 岩手県宮古市

セールスドライバー いわて生協宮古センター所有の車両（２ｔ車）運転
による下記の業務を担当していただきます。
・当日配達するエリアの組合員様からの注文商品
の、車両への積み込み業務　・担当エリアの組合員
様宅への、商品受け渡し業務

岩手県宮古市田鎖第８地割
１２－１

いわて生活協同組合
共同購入事業部　宮
古センター

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

職業指導員兼生活支援員 施設利用者の方々に同行し、以下の作業に対する業
務に従事していただきます。
【施設内就労】
・くるみ細工、ゼリーキャンドル作製、ガラス製品
のカッティング作業

岩手県下閉伊郡山田町飯岡
第７地割１１番地

株式会社　ジョブ・
パートナー

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

作業員（伐採、造林） 山林での伐採、造林作業に従事していただきます。
・整地、間伐、苗木を植える　　　・山林作業は通
年あり３～６名で作業をしています　　　　・仕事
の状況や天候により製材工場でチップ材を機械に投
入する作業、製品の長さを合わせて仕分けする作業

岩手県下閉伊郡岩泉町浅内
字松野４５－１２

株式会社　吉本　岩
泉事業所

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

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

ダンプ・重機運転手 ダンプトラック、バックホー、ローダー等の運転業
務を行います。
・砂利、砕石を掘削する業務　・原石を活條施設ま
で運搬する業務　・砂利と砕石の製品を、主に田野
畑地区、岩泉地区に配達する業務

岩手県下閉伊郡田野畑村日
蔭５７番地４

有限会社　下閉伊採
石

雇用期間の定めなし
ダンプ並びに
重機運転経験者 岩手県下閉伊郡田野畑村

林業作業員 林業作業に従事し下記の業務を行います。
・立木等をチェンソーで伐採、バックホーで作業道
を作り、林業用機械で木を集める
・林業用機械ハーベスタを利用して木を切り丸太に
する

岩手県下閉伊郡田野畑村菅
窪２０５－８

株式会社　ふるさと
木材

伐木業務（チェンソー）
／刈払機作業従事者あれ

ば尚可
雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木作業員 当社において道路工事・宅地造成工事などの土木工
事現場において土木作業に伴う業務全般を行ってい
ただきます。・土砂の掘削、埋め戻し、整地等　・
その他付随する業務　＊現場は宮古市内、下閉伊地
区となります。

岩手県宮古市長沢第９地割
２８８番地

株式会社　金丸組

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護助手 派遣先の事業所において、下記の業務を行います。
・病院・介護施設内における看護助手・介護業務全
般
・患者さん及び施設利用者の方々の食事・入浴・排
泄介助

岩手県宮古市実田１丁目６
番６号

有限会社　メンテナ
ンス宮古　Ｍスタッ
フ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

板前兼厨房 回転寿司「海宝」において調理業務全般を担当して
頂きます。
○魚介類の調理・仕込み　○寿司の握り・接客販売
○その他、厨房内における付随する業務
＊経験のない方の応募も可能

岩手県宮古市長根２丁目６
－９

海宝

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

コネクタ製造自動機・成形
機オペレータ

電子部品（コネクタ）製造自動機オペレータ業務、
インサート成形（金型と樹脂を一体化させる方法）
機オペレータ業務　・自動組立機、インサート成形
機、モールド品自動検査機を用い、安定した稼働を
支える重要な仕事です。

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第９
地割３０番地

モルデック株式会社
宮古工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

水産加工員 鮮魚加工に従事します
・鮭、イカ、サバ、アジ、ワカメ、メカブ、その他
海藻類手捌き、機械加工　・箱詰め、袋詰め作業
水産加工未経験者でもできる仕事ですので、初心者
の方も大歓迎です

岩手県下閉伊郡山田町川向
町１６８

有限会社　山崎水産

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

水産加工品の製造 商品パック詰め工程、加工製造業務に従事します。
・めかぶ、塩辛加工品ライン工程による作業
・ライン工程はパック詰め、検品、目視検査箱詰
・担当工程は交替制
・原料を機械に流し込み作業

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第１１地割２２－１１

株式会社　山田コー
ルドストレージ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

介護職員／正社員以外（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
※１年更新

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

介護支援専門員（ケアマネ
ジャー）

ハートランド宮古併設の居宅介護支援事業所の介護
支援専門員業務を行います。
・介護サービス計画の策定および相談業務
・要介護認定の申請代行等
・外出用務の際は、基本的に社用車使用

岩手県宮古市実田２丁目５
－１０

医療法人　おかだ外
科内科クリニック介護支援専門員

（ケアマネージャー）
雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

製品検査員／交代制 工場屋内にて、電子部品の製品検査をしていただき
ます。加工品を目視や検査装置を使い、汚れやキズ
などを確認、以降関連作業を行います。
＊未経験から指導のもと、習得可能です。

岩手県宮古市大字津軽石１
９－１８

株式会社　宮古マラ
ンツ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

製造職（機械ＯＰ）／夜勤 工場屋内にて、電子部品取付の機械操作を行いま
す。
最初は、補助作業を行いながら徐々に覚えてスキル
アップして頂きます。
＊未経験から指導のもと、習得可能です。

岩手県宮古市大字津軽石１
９－１８

株式会社　宮古マラ
ンツ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

製造職（機械ＯＰ）／日勤 工場屋内にて、電子部品取付の機械操作を行いま
す。
最初は、補助作業を行いながら徐々に覚えてスキル
アップして頂きます。
＊未経験から指導のもと、習得可能です。

岩手県宮古市大字津軽石１
９－１８

株式会社　宮古マラ
ンツ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

金型部品加工 ・受注の図面確認　・金型部品の平面研磨加工機操
作　・研削機械を操作して研削加工　・工場内清掃
等　初めは粗削りの作業から慣れていただき、仕事
の習熟状況を見ながら、その後仕上げ研削の作業も
担当します。

岩手県宮古市津軽石第１４
地割８８－１

有限会社クレイン

雇用期間の定めなし

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

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



看護師 変形（1ヶ月単位）
准看護師 (1)7時00分～16時00分

1人 いずれか 148,200円～162,300円 (2)8時30分～17時30分
普通自動車免許一種 (3)12時30分～21時30分

正社員以外 64歳以下 03030- 2738011
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00分～15時45分

2人 介護福祉士 140,640円～194,720円 (2)9時00分～17時45分
いずれか (3)10時00分～18時45分

正社員以外 18歳以上 03030- 2740111
普通自動車免許一種

１,２級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分
1人 ２級管工事施工管理技士 231,000円～359,000円

いずれか
※この他、仕事の内容欄参照

正社員 64歳以下 現場施工管理経験 03030- 2741711
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～17時00分

1人 ２級土木施工管理技士 160,000円～250,000円
あれば尚可

正社員 64歳以下 03030- 2742811
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～17時00分

2人 ２級建築施工管理技士 209,700円～300,000円
１級建築施工管理技士

あれば尚可
正社員 64歳以下 大工経験 03030- 2743211

２級建築施工管理技士 変形（1ヶ月単位）
２級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

2人 二級建築士、いずれか 180,000円～350,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03030- 2744511
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～17時00分

1人 140,000円～180,000円

正社員 64歳以下 03030- 2745411
普通自動車免許一種
移動式クレーン運転士 (1)8時00分～17時00分

3人 大型特殊自動車免許 164,800円～247,200円
玉掛け技能講習修了者尚可

正社員 不問 クレーンオペレーター経験者 03030- 2746011
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
中型自動車免許 (1)7時45分～17時00分

1人 あれば尚可 155,000円～235,000円

正社員 59歳以下 03030- 2747311
歯科衛生士

(1)8時30分～18時30分
1人 167,000円～187,000円

正社員 不問 03030- 2748611
変形（1年単位）
(1)8時15分～17時15分

1人 137,784円～137,784円

正社員以外 64歳以下 03030- 2749911
変形（1年単位）
(1)8時40分～16時50分

1人 140,000円～160,000円 (2)8時40分～17時50分

正社員 30歳以下 03030- 2750711
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
２級建築施工管理技士 (1)8時00分～17時30分

1人 二級建築士 173,125円～253,917円
あれば尚可

正社員 64歳以下 建築現場経験あれば尚可 03030- 2751811
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
１級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

1人 ２級土木施工管理技士 160,000円～250,000円
建築士資格等あれば尚可

正社員 64歳以下 03030- 2752211
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 150,000円～200,000円

正社員 64歳以下 03030- 2753511

(1)9時15分～17時00分
2人 180,000円～240,000円 (2)9時15分～16時15分

正社員 64歳以下 03080- 2429211
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

1人 175,000円～220,000円

正社員 45歳以下 ワード、エクセル操作 04010-45048711
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- 2565811
薬剤師

(1)8時30分～17時30分
1人 450,000円～520,000円

正社員 59歳以下 簡単なキーボード入力 03030- 2644811
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)7時00分～16時00分
1人 207,900円～207,900円

正社員 40歳以下 03030- 2645211

8

山林作業員 木材の伐採・搬出を行う素材生産に関わる業務全
般。
・立木の伐採、伐倒木の集材、集伐木の造材（集め
た木を玉切る）
・造材木（玉切った木）の運搬

岩手県宮古市近内一丁目４
番１３号

有限会社　道又林業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

薬剤師 当薬局において下記の業務に従事していただきま
す。・医薬品の調剤　・医薬品の服薬指導　・医薬
品・食品等の販売　・その他付随する業務　○パー
ト希望者、６０歳以上の方の応募もお待ちしていま
す。

岩手県宮古市茂市１－１１
５－４

にいさと調剤薬局

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

（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

オープニングスタッフ（オ
リックスレンタカー宮古
店）

レンタカー業務全般
・接客、電話対応
・洗車、車両点検、車両回送
・システム入力等事務処理（ＰＣ使用）、等

宮城県仙台市青葉区本町２
丁目１０－２８　カメイ仙
台グリーンシティ６階

オリックスレンタ
カー・カメイ　株式
会社

雇用期間の定めなし
又は9時00分～19時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

山田町商工会　共済・福祉
制度推進スタッフ

・商工会議所（商工会）会員企業に対する、生命保
険による従業員の福利厚生制度（退職金、忌慰金）
のコンサルティング営業
・経営者のリスク管理や事業承継、資産管理などの
アドバイスや保険設計

岩手県大船渡市盛町字中道
下２‐２５　大船渡商工会
議所会館１階

アクサ生命保険　株
式会社　盛岡支社
大船渡営業所

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

木材加工（製造） 製造部にて、住宅木材の加工を業務を担当します。
・壁材の枠組みの製造作業　・木工機械に手作業で
木材を並べ、機械を操作し釘打、カット　・製品を
パレットに移し９段５列に梱包、専用棚に同じ長さ
毎に入れる等の作業

岩手県宮古市実田１丁目５
番１３号

株式会社　ヤマウチ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

設計および工務 当社は主に建築鉄骨や海洋鋼構造物を設計、施工し
ています・パソコン（ＣＡＤ）の操作、設計打合せ
同行、顧客対応・工場内での生産管理、品質管理、
写真管理など（状況を見ながら）※打合せ同行の際
には社用車を使用します◆上記ＣＡＤ経験者優遇

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
ワード・エクセルの

操作ができる
岩手県宮古市

建築現場代理人補佐 建築技術者補佐として、当社請負現場に係る業務に
従事します。　・公共工事、建築工事の施工計画立
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ま
す

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

事務 当スクールにおいて下記の業務に従事していただき
ます。・パソコンを使用しお客様情報の入力　・各
種書類作成　・教習の予約受付　・窓口、電話対応
・その他付随する業務　※ワード・エクセル以外に
専用ソフトでも業務を行っていただきます。

岩手県宮古市田鎖第１２地
割２５番地

株式会社　宮古ドラ
イビングスクール

雇用期間の定めなし ＰＣの基本操作（ワード・エ
クセル等）が容易にできるこ

と 岩手県宮古市

水産加工員 主に生イカの加工業務を行います。
・イカの生処理作業（皮むき、腹割り等）
・刺身作り工程での計量や盛り付け
・パック・包装や箱詰め作業
加工品は冷凍商品として出荷されます。

岩手県宮古市長町２丁目３
－１

共和水産　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

歯科衛生士 ・口腔衛生指導　・診療介助、診療補助
・治療器具の殺菌・消毒、院内の清掃
付随する業務及び医師から指示された業務全般に従
事していただきます。
※歯科衛生士経験あれば尚可

岩手県宮古市田老三王１丁
目１－３－２

山本歯科医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

配管工及び配管工助手 給水、排水、ガス等の配管設備工事に従事します。
・一般家庭給排水工、ガス配管工、エアコン設備配
管設置　・学校など公共工事　・道路水道本管工事
現場への移動は出社後、社用車で移動となります。


岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第４
地割２３

角登設備　有限会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

移動式クレーンオペレー
ター

建設現場（トンネル、橋工事など）等での作業
・重量物のつり上げ、降ろし作業移動式クレーンの
オペレーター
※クレーンの種類は、１３、２５、５０、６５、７
０ｔがあります　※玉掛けの資格があれば尚可

岩手県宮古市藤原１丁目２
－１１

有限会社　佐藤ク
レーン

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

大工見習い 一般住宅の建築工事全般に従事します。・各現場清
掃や資材の準備、運搬　・道具の手入れ　＊パソコ
ン操作を修得しようとする意欲・努力があれば尚可
（パソコン資格の有無は問いません）＊長く勤めて
いただける方、意欲のある方、努力できる方を希望

岩手県宮古市太田１丁目８
番２０号

有限会社　乙戸建設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

建築施工管理・土木施工管
理（見習可）

工事現場の施工管理業務を行います。
・土木工事と建築工事の現場管理（移動社用車使
用）
・積算見積作成
・パソコンでの工事関連書類作成

岩手県宮古市太田１丁目８
番２０号

有限会社　乙戸建設

雇用期間の定めなし
パソコン操作出来る方、現場管
理経験、ＣＡＤ操作あれば尚可

岩手県宮古市

大工（経験者） 建築工事全般に従事します。・建前骨組み　・外
壁、屋根下地　・床、壁、天井の下地　基本社用車
に乗り合いで現場に向かいますが、場合により直
行・直帰となることがあります。＊パソコン操作を
習得しようとする意欲・努力があれば尚可

岩手県宮古市太田１丁目８
番２０号

有限会社　乙戸建設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木作業 ・住宅の基礎工事土砂掘削　・型枠工事、型枠作り
・公共事業などの土木・建築作業全般　・車両系有
資格者は重機操作あり　主な現場は宮古市、山田町
内＊土木施工管理の資格があれば尚可＊長く勤めて
いただける方、意欲のある方、努力できる方を希望

岩手県宮古市太田１丁目８
番２０号

有限会社　乙戸建設

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、舗装工事、管工事現場の施工管理、現
場監督　・安全管理、パソコンを使用し書類の作成
・現場状況の写真管理、完成図書の作成　※建設機
械施工技士、管工事管理技士の資格がある方も応募
可能　※大型自動車免許あれば尚可

岩手県下閉伊郡岩泉町袰綿
字浦場６５－１

有限会社　澤里土木
工業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

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） パソコン入力ができること
（初級程度）

岩手県下閉伊郡岩泉町

看護師（臨時職員） 配属先の当法人各施設においての看護業務を行いま
す。　・障がい者、高齢者等の利用者・入所者の日
常活動支援　・健康管理バイタルチェック　・服薬
管理等　・場合によっては介護支援業務あり
※経験あれば尚可

岩手県下閉伊郡山田町山田
１－１１－３

社会福祉法人　親和
会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町



日商簿記２級 変形（1年単位）
あれば尚可 (1)8時30分～17時30分

1人 140,000円～160,000円

正社員 59歳以下 03030- 2646511
５トン限定準中型自動車免許 変形（1年単位）

フォークリフト (1)6時00分～15時00分
1人 156,422円～185,822円

正社員 64歳以下 03030- 2647411
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
準中型自動車免許 (1)7時30分～16時30分

1人 135,000円～140,000円

正社員 40歳以下 03030- 2648011
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 ホームヘルパー２級 143,454円～144,667円

あれば尚可

正社員 64歳以下 03030- 2650111
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

介護福祉士 (1)8時30分～17時30分
1人 150,400円～153,346円

正社員 64歳以下 03030- 2652811
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介護職員（介護福祉士）／
宮古

当施設内デイサービスでの介護業務全般を行いま
す。・送迎　・レクレーション　・昼食時やおやつ
時の介助、入浴介助、排泄介助　・活動中の健康管
理　・サービスに係る記録　１日に１０名～２０名
位の利用者様に来所いただいております。

岩手県宮古市向町２番３４
号

有限会社　介護施設
あお空

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員／宮古 当施設内デイサービスでの介護業務全般を行いま
す。・送迎　・レクレーション　・昼食時やおやつ
時の介助、入浴介助、排泄介助　・活動中の健康管
理　・サービスに係る記録　１日に１０名～２０名
位の利用者様に来所いただいております。

岩手県宮古市向町２番３４
号

有限会社　介護施設
あお空

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

水産加工員 鮮魚、冷凍魚、貝類等の水産物加工の補助的な作業
に従事していただきます。
・鮮魚を選別し箱詰めする作業が中心となり立ち仕
事で体力が必要です　・その他、２ｔトラックを運
転し市場から会社加工場までの運搬もあります

岩手県宮古市小山田二丁目
４－３

有限会社　佐々寛商
店

（Ｈ２９．３．１２以降
免許取得の方）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

水産加工員 ・市場での買い付けの補助、当工場までの運搬　・
水揚げされた鮮魚や冷凍している魚を切身・開き等
に加工　・町内の店舗などへの配達　・スーパー
マーケットやネットからの受注。パソコンへの入
力、受注管理

岩手県下閉伊郡山田町中央
町５番地６

株式会社　びはん
コーポレーション

準中型はＨ２９．３．１２以降免
許取得の方／ＡＴ限定不可雇用期間の定めなし

ＰＣ操作（Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ）が出来る
方、魚を捌くことができれば尚可 岩手県下閉伊郡山田町

総務経理事務 主に製品製作に関わる材料等の支払い業務、手形作
成等を行います。支払業務は専用端末があり、事務
所内での操作で銀行等の来店はありません。その他
社員の保険手続き、電話、来客対応となります。◆
経験者の方は尚可

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 売上管理、現預金管理、給与
や保険料の計算、税金の計算

あれば尚可 岩手県下閉伊郡岩泉町


