ハローワーク 宮古

令和３年１０月２１日発行

宮古公共職業安定所

（10月18日時点の内容です）

１０月１１日 から

１０月１８日 までに受理した求人です。

＜次回発行日は１０月２８日です＞

◎ 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。
職種・雇用期間・雇用形態

賃貸アパート・マンション
等の管理サービススタッフ
／沿岸
雇用期間の定めなし

求人数

1人

正社員
自動車整備士（宮古店）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
販売員（宮古市）
1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
営業
2人
雇用期間の定めなし
正社員
営業（福祉用具の相談営業
／宮古市）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
ルート営業
1人
雇用期間の定めなし
正社員
事務
1人
雇用期間の定めなし
正社員
クリンクルー／本社
1人
雇用期間の定めなし
正社員
商品（生花）管理
2人
雇用期間の定めなし
正社員
イエローハット軽整備ス
タッフ（宮古店）
3人
雇用期間の定めなし
正社員
施工管理補助（空調・衛生
設備課）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
土木施工管理
1人
雇用期間の定めなし
正社員
営業フロント及び配達（宮
古市）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
警備員Ａ（宮古支社）（有
資格者）
5人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
警備員Ｂ（宮古支社）
5人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
警備員Ａ（山田支社）（有
資格者）
5人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
警備員Ｂ（山田支社）
5人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
警備員Ａ（岩泉営業所）
（有資格者）
5人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外

仕事の内容
年
齢

必要な免許資格
必要な経験など

大東建託が保有する賃貸建物の管理業務をお任せし
ます。オーナー様の代わりに入居者様の安心や安全
な暮らしを支えていきます。具体的には・建物管理
建物の定期巡回、点検や改修工事の提案 ・家賃管
理 毎月の家賃の管理 ・契約管理
38歳以下
当社、宮古店において下記の様な自動車整備業務全
般を行っていただきます。・自動車の整備、点検修
理、洗車 ・車両の引き取り、納車 ・その他、付
随する業務および指示された業務

普通自動車免許一種

59歳以下
請負先である宮古山口病院内売店において下記の業
務を行って頂きます。・接客及びレジ業務 ・商品
の発注業務 ・その他、関連する業務 ・週１回病
棟へのオムツ配達業務あり（台車使用） ・自家用
車を使用した業務あり（入金、両替など）
不問
ホンダ四輪車、新車、中古車の販売。お客様へホン
ダ四輪新車、中古車を販売する仕事です。また、販
売するだけでなく、日々、お客様と接触しアフター
フォローを通して、末永くお付き合いさせていただ
きます。
59歳以下
福祉用具のレンタル・販売・住宅改修に係る、相談
提案営業・納品・集金・契約等。ケアマネージャー
等と連携し利用者の身体に合った福祉用具を選定、
納品、福祉用具の使い方、契約内容等を説明するお
仕事です。
40歳以下
当社の配置薬（置き薬）をご利用いただいているご
家庭や企業を定期訪問し、ご使用いただいた分の集
金と補充を行います。その際、お客様の健康相談に
のり、ニーズに合わせた商品説明や健康補助食品の
ご提案も行います。
59歳以下
道路舗装に使用するアスファルト合材を製造するプ
ラントにて以下の業務を行っていただきます。・電
話応対、窓口受付、計量業務（積載車ナンバー確
認、積載伝票の発行）、伝票整理 請求書の作成
・社内システムへのデータ入力
45歳以下
各契約先の清掃スタッフへの代替員、補充員として
のお仕事です。宮古市内・外の事業所、ホテル、老
健施設、商業施設などで清掃業務（主にフロア清
掃、玄関清掃、トイレ清掃、モップ掛け、ゴミ集
め）などに従事していただきます。
64歳以下
宮町工房にて、店頭に並べる前の生花管理を行って
いただきます。・水やり、花束ね等の業務 ・配達
業務（店舗間・お客様） ・その他上記に付随する
業務 ＊繁忙期は販売業務もあります。＊水を入れ
たバケツを何度も運ぶので体力を必要とします。
59歳以下
・主にタイヤ交換、オイル交換などのピット作業全
般 ・カー用品等の販売、商品陳列、お客様対応
※自動車についての難しい知識や技術がなくても大
丈夫 未経験者の方にも親切に指導いたします。※
商品購入時、社員特典あり。※制服は貸与します。
64歳以下
未経験の方でも歓迎致します。建設現場での現場監
督の補佐（空調・衛生設備）に従事して頂きます。
・デジカメ等を使用した写真の管理・整理 ・ＰＣ
を操作（Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ）し、書類の作成
・施工担当への指示出し及び進行状況等の確認など
59歳以下
各建設現場に伴う土木施工管理業務に従事して頂き
ます。・工事現場の写真管理、品質管理 ・協力会
社に対し、連絡指示、工程の進捗確認 ・経験が豊
富な方は施主対応、定例会対応も行って頂きます
・その他付随する図面業務、書類作成
59歳以下
当社、宮古営業所に於いて下記の業務を行っていた
だきます。・整備工場等からの電話による受注の受
付 ・パソコン（業界ソフト）自動車部品のによる
検索・出荷 ・部品の配達（宮古市内・岩泉町・山
田町等）
40歳以下
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。
＊教育・訓練時の時給は８２１円。
18歳以上
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。
＊教育・訓練時の時給は８２１円。
18歳以上
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。
＊教育・訓練時の時給は８２１円。
18歳以上
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。
＊教育・訓練時の時給は８２１円。
18歳以上
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。
＊教育・訓練時の時給は８２１円。
18歳以上

経験者優遇

TEL 0193－63－8609

賃

金

就業時間
変形（1年単位）
(1)9時00分～18時00分

235,000円～245,000円

フルタイム
所在地
就業場所

事業所名
求人番号

岩手県盛岡市前九年１丁目 大東建託パートナー
４－６３ ドルチェ１０２ ズ 株式会社 盛岡
営業所
岩手県宮古市、他

普通自動車免許一種
(1)9時30分～18時00分

03010-21191711
岩手県盛岡市南仙北２丁目 盛岡日産モーター
２４－５
株式会社

152,000円～230,000円
岩手県宮古市

普通自動車免許一種

交替制あり
(1)9時00分～17時00分
137,800円～154,800円

03010-21213111
岩手県盛岡市中太田泉田６ ワタキューセイモア
６－１１
株式会社 盛岡営業
所
岩手県宮古市

普通自動車免許一種

変形（1年単位）
(1)9時20分～18時30分

03010-21218411
岩手県盛岡市上堂４丁目１ 株式会社 ホンダ
１－１６
カーズ岩手中央

160,000円～250,000円
岩手県宮古市、他

普通自動車免許一種
(1)9時00分～18時00分
ＰＣスキル 基本的には必要 180,000円～210,000円
ありませんが、業務にはエク
セルやワードの操作、タブ
レット等を使用します

岩手県宮古市

03010-21230811
岩手県宮古市大字田鎖９地 株式会社 富士薬品
割６－５
宮古営業所

普通自動車免許一種
登録販売者(一般医薬品)
あれば尚可
175,391円～222,161円
又は9時00分～18時00分
の間の8時間

ドラックストア・配置薬
販売・営業あれば尚可

03010-21222711
岩手県紫波郡矢巾町流通セ 株式会社 サンメ
ンター南１丁目７－８
ディカル

普通自動車免許一種
(1)8時00分～17時00分
150,000円～180,000円 (2)7時30分～16時30分
Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌの
基本操作

岩手県宮古市

03030- 3242011
岩手県宮古市金浜第６地割 株式会社 宮古アス
２１－６０
コン

岩手県宮古市

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

03030- 3243311
岩手県宮古市長町１丁目９ リアス環境管理 株
－１７
式会社

143,867円～143,867円
岩手県宮古市

経験者優遇します

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時00分

03030- 3247711
岩手県宮古市宮町３丁目１ 有限会社 摂待生花
０－５２
店

140,597円～140,597円
岩手県宮古市

普通自動車免許一種

変形（1年単位）
(1)10時00分～19時00分

03030- 3248811
宮城県仙台市太白区西多賀 株式会社 ホットマ
４丁目４－１７
ン

155,000円～160,600円
岩手県宮古市

普通自動車免許一種
(1)8時00分～17時00分
245,440円～459,520円

04010-55103511
宮城県仙台市青葉区本町２ 株式会社 オンサイ
丁目１０－３３
ト
第２日本オフィスビル７階
岩手県宮古市、他

普通自動車免許一種
(1)8時00分～17時00分
338,640円～581,200円
施工管理経験を
３年以上

04010-55133111
宮城県仙台市青葉区本町２ 株式会社 オンサイ
丁目１０－３３
ト
第２日本オフィスビル７階
岩手県宮古市、他

普通自動車免許一種

変形（1年単位）
(1)8時36分～17時00分

04010-55158111
岩手県盛岡市月が丘一丁目 有限会社 盛岡自動
２８番２０号
車部品

160,000円～180,000円
岩手県宮古市

普通自動車免許一種
警備員検定
（交通誘導警備１級
又は２級）

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

03010-21142711
岩手県盛岡市大通３丁目９ 株式会社 Ｍ・Ｋ・
番１７－２０１号
Ｇ

198,000円～220,000円
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

03010-21014511
岩手県盛岡市大通３丁目９ 株式会社 Ｍ・Ｋ・
番１７－２０１号
Ｇ

176,000円～220,000円
岩手県宮古市

普通自動車免許一種
警備員検定
（交通誘導警備１級
又は２級）

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

03010-21015411
岩手県盛岡市大通３丁目９ 株式会社 Ｍ・Ｋ・
番１７－２０１号
Ｇ

198,000円～220,000円
岩手県下閉伊郡山田町

普通自動車免許一種

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

03010-21016011
岩手県盛岡市大通３丁目９ 株式会社 Ｍ・Ｋ・
番１７－２０１号
Ｇ

176,000円～220,000円
岩手県下閉伊郡山田町

普通自動車免許一種
警備員検定
（交通誘導警備１級
又は２級）

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

03010-21017311
岩手県盛岡市大通３丁目９ 株式会社 Ｍ・Ｋ・
番１７－２０１号
Ｇ

198,000円～220,000円
岩手県下閉伊郡岩泉町

03010-21024411

1

警備員Ｂ（岩泉営業所）
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
警備員Ａ（正社員／宮古支
社）（有資格者）
雇用期間の定めなし
正社員
警備員Ｂ（正社員／宮古支
社）
雇用期間の定めなし
正社員
警備員Ａ（正社員／山田支
社）（有資格者）
雇用期間の定めなし
正社員
警備員Ｂ（正社員／山田支
社）
雇用期間の定めなし
正社員
店舗展示場販売員
雇用期間の定めなし
正社員
自動車整備士
雇用期間の定めなし
正社員
水産加工員
雇用期間の定めなし
正社員以外
視能訓練士
雇用期間の定めなし

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
5人 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。
＊教育・訓練時の時給は８２１円。
18歳以上
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
5人 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＊コン
プライアンスを重視し、業界をリードする会社です
18歳～64歳
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
10人 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＊コン
プライアンスを重視し、業界をリードする会社です
18歳～64歳
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
5人 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＊コン
プライアンスを重視し、業界をリードする会社です
18歳～64歳
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
10人 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＊コン
プライアンスを重視し、業界をリードする会社です
18歳～64歳
当社において下記の業務を行っていただきます。
・店舗内での来客対応 ・自動車販売（新車、中古
1人 車）のサポート業務 ・展示車両の洗車、メンテナ
ンス ・車検入庫業務のサポート（引取り、納車な
ど） ・任意保険のサポート業務
不問
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、一般修理の補助 ・販売車両の納車整
2人 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 ○未経験の方の応募可
能です。入社後の資格取得も可能です。
不問
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
1人 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。 ＊マイカー通
勤については要相談となります ＊未経験者、歓迎
64歳以下
さかもと眼科クリニック内において、外来患者様に
対する検査業務全般を担当していただきます。・医
1人 師の指示により検査機器を使用し、視力・視野・調
節力・眼球運動など目の構造や機能を検査します。

正社員
介護職員
3人
雇用期間の定めなし
正社員
営業（ルート営業）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
配管工及び配管工助手
1人
雇用期間の定めなし
正社員
洗濯兼環境整備
1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
保育補助
1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
配達および営業
1人
雇用期間の定めなし
正社員
製品組立
2人

59歳以下
介護老人保健施設 介護サービス 入居者１１０名
短期入所１０名 全室個室ユニットケア、１ユニッ
ト１０名の介護業務、夜勤は２ユニット２０名の介
護業務 介護サービス内容 食事、入浴、排泄、機
能訓練、健康管理、自立支援、レクリエーション、
59歳以下
ＬＰガス、ガス機器、灯油、電気等の営業。
・不動産業者、住宅メーカー等へのルート営業が中
心です。
＊販売ノルマはありません。＊社有車を使用してい
ただきます。
59歳以下
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。

普通自動車免許一種

岩手県盛岡市大通３丁目９ 株式会社
番１７－２０１号
Ｇ

Ｍ・Ｋ・

176,000円～220,000円
岩手県下閉伊郡岩泉町

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
いずれか
165,000円～220,000円
普通自動車免許一種

03010-21027611
岩手県盛岡市大通３丁目９ 株式会社 Ｍ・Ｋ・
番１７－２０１号
Ｇ

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

03010-21035611
岩手県盛岡市大通３丁目９ 株式会社 Ｍ・Ｋ・
番１７－２０１号
Ｇ

154,000円～220,000円
岩手県宮古市

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
いずれか
165,000円～220,000円
普通自動車免許一種

03010-21036911
岩手県盛岡市大通３丁目９ 株式会社 Ｍ・Ｋ・
番１７－２０１号
Ｇ

岩手県下閉伊郡山田町

普通自動車免許一種

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

03010-21037111
岩手県盛岡市大通３丁目９ 株式会社 Ｍ・Ｋ・
番１７－２０１号
Ｇ

154,000円～220,000円
岩手県下閉伊郡山田町

普通自動車免許一種
(1)9時30分～18時30分
150,000円～200,000円 (2)9時30分～17時30分
ＰＣ操作
（ワード、エクセル）

普通自動車免許一種
三級自動車整備士
あれば尚可

03010-21038711
岩手県下閉伊郡山田町山田 株式会社 ＢＭＣ
第２地割１７番地

岩手県下閉伊郡山田町

(1)9時30分～18時30分
150,000円～200,000円 (2)9時30分～17時30分

03030- 3232511
岩手県下閉伊郡山田町山田 株式会社 ＢＭＣ
第２地割１７番地

岩手県下閉伊郡山田町

変形（1年単位）
(1)8時15分～17時15分

03030- 3235311
岩手県宮古市長町２丁目３ 共和水産 株式会社
－１

142,649円～142,649円
岩手県宮古市

視能訓練士
(1)9時00分～18時00分
275,000円～275,000円 (2)9時00分～17時00分

03030- 3236611
岩手県宮古市向町４番４１ さかもと眼科クリ
号
ニック

岩手県宮古市

交替制あり
(1)7時00分～16時00分
148,700円～178,700円 (2)8時00分～17時00分
(3)13時00分～22時00分

03030- 3238111
岩手県宮古市西ヶ丘４丁目 社会福祉法人 恵心
５３－８
会 特別養護老人
ホーム 慈苑
岩手県宮古市

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

03030- 3239711
岩手県宮古市根市第２地割 株式会社丸光商事
３３－２

160,000円～200,000円
岩手県宮古市

ワード・エクセル

普通自動車免許一種
中型自動車免許
あれば尚可

変形（1年単位）
(1)7時45分～17時00分

03030- 3240511
岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第４ 角登設備 有限会社
地割２３

155,000円～235,000円
岩手県宮古市、他

59歳以下
○施設入居者の衣類やタオル類の洗濯、乾燥（乾燥
機使用、天気の良い日は外干し）業務【専属担当者
が休みの日（月８日間）】 ○施設内外の清掃や環
境の整備・施設内…おむつ処理室（６カ所）、浴室
脱衣所（約１０カ所）の棚の清掃・洗剤等の補充。
不問
当法人が運営する保育園を利用している保育児童
（０歳～５歳）の保育業務の補助を担当していただ
きます。
・令和２年度は定員６０名です
不問
紙の専門店での勤務 ○包装資材（段ボール、発泡
スチロール等）配達、注文確認 ○営業・配達先は
ほぼ固定 ○宮古市内、下閉伊地区（山田、岩泉
等） ○社用車（軽ワゴン車）使用を予定

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分
170,725円～175,725円

03030- 3226411
岩手県下閉伊郡山田町山田 社会福祉法人 正受
第１６地割９－１０
会 特別養護老人
ホーム平安荘
岩手県下閉伊郡山田町

変形（1年単位）
(1)7時00分～15時30分
162,040円～162,040円 (2)8時00分～17時00分
(3)9時30分～18時00分

03030- 3227011
岩手県下閉伊郡山田町長崎 社会福祉法人 正受
二丁目３－１
会 山田中央保育園

岩手県下閉伊郡山田町

普通自動車免許一種
(1)8時40分～17時00分
170,000円～200,000円

03030- 3228311
岩手県宮古市横町４番１０ 有限会社 佐藤紙店
号
（パッケージプラザ
サトウ）
岩手県宮古市

45歳以下
工場屋内にて電子部品組立、基板加工、業務、民
生、オーディオ機器組立をおこないます。未経験で
も指導のもと技術習得可能です。

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

03030- 3229611
岩手県宮古市大字津軽石１ 株式会社 宮古マラ
９－１８
ンツ

138,267円～162,667円

雇用期間の定めなし
正社員
貨物自動車運転手
1人
雇用期間の定めなし
正社員
セールスドライバー
1人
雇用期間の定めなし
正社員
一般事務
1人
雇用期間の定めなし
正社員
薬剤師（北上市・岩泉町）
（令和４年４月採用）
2人
雇用期間の定めなし
正社員

45歳以下
飼料配送業務を担当していただきます。
・ユニック車（７ｔ）を運転 ・農家へバラ飼料の
配送 ・その他日々の業務として、車両の点検、運
転日報、洗車などの付随業務

製造経験者、ｅｘｃｅｌ、ｗ
ｏｒｄ経験者尚可

岩手県宮古市

大型自動車免許
小型移動式クレーン

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分
213,800円～243,800円

59歳以下
いわて生協宮古センター所有の車両（２ｔ車）運転
普通自動車免許一種
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
200,100円～292,500円
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
40歳以下
一般事務業務を担当していただきます。パソコンを
普通自動車免許一種
使用しての書類作成、ファイリング、電話・来客対
応、外出用務、清掃、その他付随する業務をお願い
142,600円～172,500円
します。＊外出用務の際は、自家用車使用となりま
す。＊その際のガソリン代は支給します。
パソコンの基本操作
64歳以下
■調剤及び製剤、患者さんへの服薬指導等を行って
薬剤師
いただきます。○院内又は外来においての薬剤師業 令和４年３月薬剤師免許
務。・調剤及び製剤 ・服薬指導 ・薬歴管理 ・
取得見込者も可
238,700円～238,700円
薬剤管理 など ※令和４年４月採用予定です。
59歳以下

03030- 3231211
岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉 岩泉自動車運輸 株
字中家１２番地１
式会社

岩手県下閉伊郡岩泉町

(1)9時00分～18時00分

03030- 3222711
岩手県宮古市田鎖第８地割 いわて生活協同組合
１２－１
共同購入事業部 宮
古センター
岩手県宮古市

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時30分

03030- 3224211
岩手県宮古市田の神一丁目 株式会社 佐々木建
２－３７
設

岩手県宮古市

(1)8時30分～17時15分

03030- 3225511
岩手県北上市九年橋三丁目 社会福祉法人 恩賜
１５番３３号（北上済生会 財団 済生会支部
病院内）
岩手県済生会
岩手県下閉伊郡岩泉町、他

03070- 5500211

2

看護師（北上市・岩泉町）
（令和４年４月採用）
4人
雇用期間の定めなし
正社員
介護福祉士（岩泉町）（令
和４年４月採用）
2人
雇用期間の定めなし
正社員
事務職員Ａ（北上市・岩泉
町）（令和４年４月採用）
2人
雇用期間の定めなし
正社員
施工管理補助（電気設備
課）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
建築施工管理
1人
雇用期間の定めなし
正社員
販売・店舗運営職（リー
ジョナル社員）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
販売・店舗運営職（リー
ジョナル社員）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
歯科技工士
1人
雇用期間の定めなし
正社員以外
一般事務
1人
雇用期間の定めなし
正社員
仕上げ検査（正社員）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
暖房設備運転管理業務
1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
プレス作業
1人
雇用期間の定めなし
正社員
配車係
1人
雇用期間の定めなし
正社員

■病棟及び外来患者さんへの看護業務及び医療の補
看護師
交替制あり
助等を行っていただきます。
令和４年３月看護師免許
(1)8時30分～17時15分
・病棟、外来においての看護業務
取得見込者も可
194,100円～214,500円 (2)16時30分～1時15分
・診療の補助 ・療養上の介助など
(3)0時30分～9時15分
※令和４年４月採用予定です
59歳以下
■入所・通所される方の生活援助・介護業務を行っ
介護福祉士
交替制あり
ていただきます ・身体介助：食事介助・水分補
令和４年３月介護福祉士
(1)7時30分～16時15分
給・更衣介助・整容・排泄介助・洗面介助・入浴介
免許取得見込者も可
164,500円～164,500円 (2)9時30分～18時15分
助等 ・生活介助：移動介助・居室介助等 ・その
(3)10時00分～18時45分
他：介護記録等 ※令和４年４月採用予定です。
37歳以下
■病院事務全般を行っていただきます。
・医療事務（診療報酬請求事務等）
(1)8時30分～17時15分
・総務（給与、庶務等）
147,400円～183,800円
・経理（試算表作成等） ・その他付随する業務
※令和４年４月採用予定です。
37歳以下
未経験の方でも歓迎致します。建設現場での現場監
普通自動車免許一種
督の補佐（電気設備）に従事して頂きます。・デジ
(1)8時00分～17時00分
カメ等を使用した写真の管理・整理 ・ＰＣを操作
245,440円～459,520円
（Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ）し、書類の作成 ・施工
担当への指示出し及び進行状況等の確認など
59歳以下
各建設現場に伴う建築施工管理業務に従事して頂き
普通自動車免許一種
ます。・工事現場の写真管理、品質管理 ・協力会
(1)8時00分～17時00分
社に対し、連絡指示、工程の進捗確認 ・経験が豊
316,320円～550,100円
富な方は施主対応、定例会対応も行って頂きます
・その他付随する図面業務、書類作成
施工管理経験：３年以上
59歳以下
販売からスタートし、将来的には店長や地域マネー
普通自動車免許ＡＴ
変形（1ヶ月単位）
ジャーとして、店舗運営の中堅幹部を目指していた
(1)8時45分～18時00分
だく職種です。まずはホームセンターでの接客、販
179,000円～231,000円 (2)10時45分～20時00分
売、売場づくり、商品管理、店長代行業務などを通
(3)12時00分～21時15分
じて知識と技術を習得していただきます。
35歳以下
販売からスタートし、将来的には店長や地域マネー
普通自動車免許ＡＴ
変形（1ヶ月単位）
ジャーとして、店舗運営の中堅幹部を目指していた
(1)8時45分～18時00分
だく職種です。まずはホームセンターでの接客、販
179,000円～231,000円 (2)10時45分～20時00分
売、売場づくり、商品管理、店長代行業務などを通
(3)12時00分～21時15分
じて知識と技術を習得していただきます。
35歳以下
歯科技工業務全般 義歯、硬レ（差し）、クラウ
普通自動車免許一種
ン・ブリッジ作業 【必要な経験・資格について】 仕事の内容欄に記載され
(1)8時30分～17時00分
下記の１か２か３に該当する方 １．歯科技工士の ている要件を満たす方 200,000円～300,000円 (2)8時30分～12時00分
資格をお持ちの方 ２．無資格だが業務経験のある
方 ３．歯科助手経験のある方
不問
総務部門での事務業務全般に従事していただきま
普通自動車免許一種
変形（1年単位）
す。・電話及び来客対応 ・パソコンを使用しての
(1)8時00分～17時15分
書類作成 ・伝票整理・管理・保管 ・郵便物の発
150,000円～180,000円
送・収受 ・外出用務は社用車（ＡＴ車）を使用
・その他付随する業務
エクセル基本操作
64歳以下
工業用ゴム製品の仕上検査を行います。
変形（1年単位）
・工業用ゴム製品（Ｏリング、パッキング類）のプ
(1)8時00分～17時00分
レス成型されたシート状から製品を取り出す（チギ
140,000円～145,000円
リ）作業 ・キズや汚れなど目視検査による良品と
パソコンの基本操作が
不良品への選別作業
できれば尚可
64歳以下
・暖房設備の運転・維持・管理
２級ボイラー技士
・建物内全体の温度管理
危険物取扱者（甲種）
(1)7時30分～17時00分
危険物取扱者（乙種） 125,000円～125,000円
上記、甲・乙種危険物取
扱者は（第４類）
不問
・プレス機械の操作、金型の取り付け、周辺機器の
交替制あり
調整作業 ・製品の検査（顕微鏡を使って長さを測
(1)8時30分～17時30分
定、外観の検査）作業 ＊夜勤は半年程度仕事に慣
140,000円～199,500円 (2)19時10分～4時10分
れたあとで勤務の予定
18歳～59歳
配車センターにおいて、下記の業務を行っていただ
きます。・お客様からの電話を受付し、タクシー車
両を配車（専用の配車システムに入力し指示する）
○現在の配車システムは電話受付時に位置情報が画
面上に表示されるので土地勘が無くても大丈夫です
18歳～64歳

岩手県北上市九年橋三丁目 社会福祉法人 恩賜
１５番３３号（北上済生会 財団 済生会支部
病院内）
岩手県済生会
岩手県下閉伊郡岩泉町、他

03070- 5507111
岩手県北上市九年橋三丁目 社会福祉法人 恩賜
１５番３３号（北上済生会 財団 済生会支部
病院内）
岩手県済生会
岩手県下閉伊郡岩泉町

03070- 5509811
岩手県北上市九年橋三丁目 社会福祉法人 恩賜
１５番３３号（北上済生会 財団 済生会支部
病院内）
岩手県済生会
岩手県下閉伊郡岩泉町、他

03070- 5510411
宮城県仙台市青葉区本町２ 株式会社 オンサイ
丁目１０－３３
ト
第２日本オフィスビル７階
岩手県宮古市、他

04010-54270311
宮城県仙台市青葉区本町２ 株式会社 オンサイ
丁目１０－３３
ト
第２日本オフィスビル７階
岩手県宮古市、他

04010-54304811
新潟県新潟市南区清水４５ 株式会社 コメリ
０１番地１

岩手県下閉伊郡岩泉町

15070-10823911
新潟県新潟市南区清水４５ 株式会社 コメリ
０１番地１

岩手県下閉伊郡山田町

15070-10827211
岩手県下閉伊郡山田町北浜 マリンデンタル 株
町１０４－４
式会社

岩手県下閉伊郡山田町

03030- 3214711
岩手県宮古市川井第６地割 株式会社 ウッティ
３５
かわい

岩手県宮古市

03030- 3215811
岩手県宮古市刈屋第１４地 株式会社 オーレッ
割５２－１
クス 岩手工場

岩手県宮古市

03030- 3216211
岩手県宮古市藤の川１３－ 宮古環境管理株式会
２３
社

岩手県下閉伊郡岩泉町

03030- 3218411
岩手県下閉伊郡山田町石峠 和田工業株式会社
３－１７－４
東北工場

岩手県下閉伊郡山田町

変形（1ヶ月単位）
(1)16時00分～1時00分

03030- 3211611
岩手県宮古市鍬ケ崎上町１ マルヨシタクシー
－２５
有限会社

147,000円～158,000円
パソコン基本操作

岩手県宮古市

03030- 3212911
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