
普通自動車免許ＡＴ
(1)9時00分～17時00分

1人 160,000円～190,000円

正社員 不問 03020-  676931
歯科衛生士

(1)9時15分～18時45分
1人 170,000円～258,000円

歯科医院での勤務経験

正社員 不問 あれば尚可 03030-  929931
変形（1年単位）
(1)8時15分～17時15分

1人 148,383円～148,383円

正社員以外 64歳以下 03030-  930231
歯科衛生士

(1)8時30分～18時30分
2人 187,000円～210,000円

正社員 不問 03030-  931531
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 181,334円～226,667円

正社員 59歳以下 03030-  932431
２級土木施工管理技士 変形（1年単位）
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 200,000円～250,000円
普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 03030-  933731
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 230,000円～230,000円

正社員 59歳以下 03030-  934331

(1)8時30分～17時15分
1人 154,600円～185,200円

正社員以外 不問 03030-  938031
管理栄養士

(1)8時30分～17時15分
1人 154,200円～174,000円

正社員以外 不問 03030-  943631

1人 142,100円～150,500円

正社員以外 不問 03030-  918731
普通自動車免許一種

中型自動車免許 (1)8時30分～17時15分
1人 大型特殊自動車免許 158,800円～213,400円

車両系建設機械運転技能

正社員以外 不問 03030-  919331
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時15分

1人 148,200円～148,200円

正社員以外 不問 03030-  923231
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

調理師
1人 178,750円～250,000円

正社員 64歳以下 調理経験あれば尚可 03030-  926731
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 (1)8時30分～17時30分
3人 ホームヘルパー２級 148,000円～180,000円 (2)7時00分～16時00分

あれば尚可 (3)10時00分～19時00分

正社員 64歳以下 03030-  927331
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
二級自動車整備士 (1)8時55分～17時55分

2人 173,000円～220,000円

正社員以外 不問 03010- 7573031
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

中型自動車免許 (1)9時00分～18時00分
2人 あれば尚可 175,000円～200,000円

正社員 61歳以下 03010- 7589931

(1)8時00分～17時00分
3人 270,200円～348,800円

正社員 64歳以下 04010-19458931

(1)8時00分～17時00分
3人 355,400円～571,800円

正社員 64歳以下 04010-19480731
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（3月17日時点の内容です）

３月１３日　から　　３月１７日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は３月３０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

歯科衛生士・２ ２０２３年２月に新規開業した歯科医院です。本ポ
ジションでは、当院における診療補助、歯科予防処
置、歯科保健指導、その他院内業務に従事いただき
ます。院長は、首都圏で長年経験を積んでＵターン
をした経験豊富なドクターです。

岩手県宮古市向町４－４ 宮古うみねこ歯科ク
リニック

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

葬祭に関わる業務 当店は、宮古・釜石で家族葬を中心とした、比較的
規模の小さい少ない金額でお葬式を施行している葬
儀社です。中心となる担当者としてのお仕事となり
ます。＊実際にお客様に接し、式そのものにむけて
打ち合わせ、準備、各種手配、葬儀司会など　

岩手県釜石市野田町２－２
５－３３

さこうセレモニー

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市
ワード・エクセルの

基本操作ができれば尚良い

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

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＊マイカー通勤につい
ては要相談となります＊未経験者、歓迎いたします

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

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。

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

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。

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

議会運営事務員／議会事務
局（会計年度任用職員）

宮古市役所議会事務局に勤務となります。
・市議会の情報発信（ホームページ・ＳＮＳ発
信）・議会広報の作成支援　・議会モニター会議運
営　・議場中継機器等の操作　・議会事務の補助等


岩手県宮古市宮町一丁目１
－３０

宮古市役所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

工場作業員／田老工場 飼料製造業務に従事します。
・廃棄物や原料の積み下ろし、専用機械の操作、袋
詰め、搬出など
・工場内外の清掃等


岩手県宮古市港町２－４ 株式会社　丸才　宮
古営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

パソコン
（ワード・エクセル）

操作ができること

保育補助（いわいずみ・こ
がわ・おもとこども園）

各こども園にて園児の保育補助業務をしていただき
ます。園児数は、いわいずみこども園がおよそ１２
０名、こがわこども園・おもとこども園がそれぞれ
およそ４０名です。


岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字惣畑５９番５

岩泉町役場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は7時30分～19時00分

の間の8時間程度
岩手県下閉伊郡岩泉町

管理栄養士 施設入所者の栄養ケアマネジメント等業務
・栄養状態の管理、栄養ケア計画の作成、サービス
担当者会議やカンファレンスへの参加。

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）

児童福祉施設での
勤務経験、または

子育て経験あれば尚可

クリンクルー（崎鍬ヶ崎）
フルタイム

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。・床清掃、ワック
スがけなどの作業も行います。

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

運転手兼作業員（地域整備
課）会計年度任用職員

道路維持作業や公共施設の環境整備の作業を行うに
あたり、作業機械や８ｔダンプトラックの運転およ
び作業を行います。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字惣畑５９番５

岩泉町役場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

介護職員／グループホーム
ゆうゆう八木沢・ゆい八木
沢

グループホーム内での介護業務全般を行っていただ
きます。・入浴、食事、排泄支援、見守り、介助・
レクレーション、通所同行・利用者と一緒に調理、
清掃、買い物、散歩など・施設入居者９名　＊資格
なくても相談に応じます。

岩手県宮古市八木沢第５地
割８５番地１

合同会社ライフサ
ポート・ゆうゆう

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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・食材の管理（棚卸）

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

営業スタッフ（正社員：宮
古店）

自動車という商品を通じてお客様のカーライフを末
長くサポートしていく仕事です。・トヨタ自動車製
造の新車および中古車の販売・ご購入いただいたお
客様へのアフターフォロー・車検点検誘致、損害保
険販売、割賦商品販売・その他自動車販売に関わる

岩手県盛岡市上堂４丁目６
－５

トヨタカローラ岩手
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

フォークリフト整備士（岩
手県内）

当社において、下記の業務を行っていただきます。
・トヨタ産業車両、フォークリフト、ショベルロー
ダー、無人搬送システム、物流環境機器等の修理
・その他、付随する業務
＊１年後に正社員登用の可能性があります。

岩手県紫波郡矢巾町流通セ
ンター南３丁目１０－１０

トヨタＬ＆Ｆ岩手
株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

ワード、エクセル、
ＰＣ入力作業ができれば尚可、
営業、販売の経験あれば尚可

建築施工管理 〇建築施工管理〇
・民間発注のマンション、商業施設、病院等の構造
物（ＲＣ造）工場等（Ｓ造）の現場管理業務で
す。・施主との打合わせ、安全管理、施工図作成・
修正業務、設計、施工業務等を行っていただきます

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

土木施工管理補助（実務経
験１年～３年程度資格問わ
ず）

●土木施工管理の一般的で比較的経験が少ない方に
向けた募集●出来形測定の写真撮影の助手的な業務
や測量丁張の手元作業。撮影したデジカメの画像取
込みやエクセル様式での報告書作成など　安全施設
の設置状況を確認し位置修正や危険予知活動の参加

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級土木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

◎ 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２３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00分
3人 344,900円～419,600円

正社員 64歳以下 04010-19485031
普通自動車免許一種 交替制あり

看護師 (1)8時15分～17時15分
1人 201,900円～252,500円 (2)10時15分～19時15分

正社員 64歳以下 03030-  898931
普通自動車免許一種

保健師 (1)8時15分～17時15分
1人 241,300円～269,100円

正社員 64歳以下 03030-  899131
栄養士

管理栄養士 (1)8時00分～17時00分
1人 あれば尚可 222,300円～248,120円

正社員 64歳以下 03030-  902631
理学療法士、作業療法士
柔道整復師、いずれか (1)8時30分～17時30分

1人 普通自動車免許一種 200,000円～350,000円

正社員 64歳以下 03030-  903931
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時15分

1人 142,465円～142,465円

正社員以外 不問 03030-  910631
２級建築施工管理技士 変形（1年単位）

その他の建築技術関係資格 (1)8時00分～17時30分
1人 二級建築士、あれば尚可 250,000円～300,000円

普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 03030-  911931
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 137,174円～147,615円

正社員以外 59歳以下 03030-  912131
看護師

准看護師 (1)8時30分～17時30分
2人 いずれか 161,600円～240,400円

正社員以外 不問 03030-  913031
変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分

2人 157,100円～169,500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-  915231
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～17時00分
3人 玉掛技能者 172,800円～237,600円

小型移動式クレーン
中型自動車免許、あれば尚可

正社員 不問 建設作業経験あれば尚可 03030-  917431
管理栄養士

(1)8時30分～17時15分
1人 171,900円～193,100円

正社員 36歳以下 03070- 1899131
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時15分
10人 198,700円～217,900円 (2)16時30分～1時15分

(3)0時30分～9時15分
看護師

正社員 36歳以下 03070- 1901331
介護福祉士 変形（1ヶ月単位）

(1)7時30分～16時15分
2人 168,500円～168,500円 (2)9時30分～18時15分

(3)10時00分～18時45分

正社員 36歳以下 03070- 1902631
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 180,800円～226,000円

正社員以外 不問 03080-  812331
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 あれば尚可 225,049円～225,049円

正社員 45歳以下 04010-19044731

(1)9時00分～17時00分
1人 200,000円～500,000円

正社員以外 不問 13010-31635831
普通自動車免許一種

薬剤師 (1)8時30分～17時15分
1人 250,000円～300,000円

正社員 59歳以下 03010- 7362931
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)7時30分～16時30分
1人 166,900円～188,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)12時30分～21時30分

正社員以外 64歳以下 03030-  891831
普通自動車免許一種

(1)9時00分～18時00分
1人 222,387円～222,387円

正社員 59歳以下 03030-  896331

2

ルート営業 救急箱を置いて頂いているお客様を定期的に訪問
し、薬の点検・補充と健康食品の提案をするルート
営業です。◆３ヶ月に１回程度のペースでお客様を
訪問◆ご利用いただいた分の集金、商品の補充・入
替◆健康相談、アドバイス、新商品のご提案など

岩手県宮古市大字田鎖９地
割６－５

株式会社　富士薬品
宮古営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

支援員・介護職 利用者の支援及び介護業務を行います。
・日常の食事、入浴、レクレーション等の介助
・施設車を運転し送迎（各施設により使用車は異な
りますが、軽自　動車、ハイエースなど）
・シフトにより（１）～（４）の時間の交替勤務

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

管理薬剤師（宮古市） 当社宮古支店において管理薬剤師の業務を行ってい
ただきます。・医薬品の品質管理・卸業務における
薬務・その他、上記に付随する業務など　＊薬剤師
免許をお持ちの方を募集いたします。

岩手県盛岡市上堂四丁目５
－１

株式会社　スズケン
岩手

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

生涯設計デザイナー（営
業）第一生命／盛岡支社
（三陸）

保険プランのご提案、および契約後のアフターフォ
ロー

東京都千代田区有楽町１‐
１３‐１

第一生命保険　株式
会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

宅配ドライバー 生協の個人宅配配送（いわて生活協同組合様）セッ
トされた食材を生協組合員様宅にお届けの仕事 １
日６０～７０軒の配送・車両は１．５ｔ（ＡＴ車）
小さなトラックです＊月～金曜日まで決まったルー
トの配達で最低でも４週間の同乗研修を行います

宮城県仙台市若林区六丁の
目中町２３－３８　フクイ
事務所２階

株式会社　三協運輸
サービス　東北営業
所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

家電等設置・電気設備工事
の手元（宮古市：アルバイ
ト）

家電量販店から指定されたお客様宅を訪問して注文
された電化製品（エアコン等）の設置工事、アンテ
ナ工事、電気設備工事等の手元を行っていただきま
す※未経験の方でも応募可能。初歩から事業所側よ
り適時指導を受けながら仕事を覚えていただきます

岩手県大船渡市立根町字前
谷地１６－１１

志田電気　株式会社
大船渡支店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

介護福祉士（岩泉町）（令
和６年４月採用）

■入所・通所される方の生活援助・介護業務を行っ
ていただきます　・身体介助：食事介助・水分補
給・更衣介助・整容・排泄介助・洗面介助・入浴介
助等　・生活介助：移動介助・居室介助等　・その
他：介護記録等　※令和６年４月採用予定です。

岩手県北上市九年橋三丁目
１５番３３号（北上済生会
病院内）

社会福祉法人　恩賜
財団　済生会支部
岩手県済生会

令和６年３月介護福祉士
免許取得見込者も可

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

看護師（北上市・岩泉町）
（令和６年４月採用）

【北上済生会病院・済生会岩泉病院】■病棟及び外
来患者さんへの看護業務及び医療の補助等を行って
いただきます。【訪問看護ステーション北上済生
会】■在宅患者さんを訪問しての看護業務等を行っ
ていただきます。※令和６年４月採用予定です

岩手県北上市九年橋三丁目
１５番３３号（北上済生会
病院内）

社会福祉法人　恩賜
財団　済生会支部
岩手県済生会

普通自動車免許は
訪問看護ステーション
北上済生会のみ必須雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

管理栄養士（岩泉町）（令
和６年４月採用）

■特別養護老人ホームの管理栄養士業務を行ってい
ただきます。・栄養マネジメント業務全般・食形態
管理業務・食数管理業務・献立の作成・発注業務・
その他管理栄養士に付帯する業務
※令和６年４月採用予定です。

岩手県北上市九年橋三丁目
１５番３３号（北上済生会
病院内）

社会福祉法人　恩賜
財団　済生会支部
岩手県済生会

令和６年３月管理栄養士
免許取得見込者も可

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

土木・建設作業員 下記の業務に従事していただきます。・主に岩手県
内の工事現場において「土木工事全般、重機作業、
外構、解体工事、足場」等の作業となります。・出
張可能な方優遇（宮城県仙台市内）○経験者、有資
格者は優遇します。未経験者も応募可能です。

岩手県宮古市黒森町６－２
３　コーポラス在原Ａ号室

龍耀興業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

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
月未満）

岩手県宮古市

看護職／デイサービス（フ
ル）

デイサービス利用者の看護業務です。
・利用者の記録類の作成、健康相談等の業務
・送迎添乗業務
現在１日平均２５名程度の利用者があり、看護職員
７名、介護職員１８名体制で業務にあたっています

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
月未満）

岩手県宮古市

しいたけ菌床及び製造 しいたけ菌床の製造、栽培、出荷業務担当となりま
す。・菌床製造・種菌接種・培養・カット管理・発
生収穫・パック詰め・出荷作業等　正社員登用制度
あり　パート勤務から慣らしながら仕事ができます

岩手県下閉伊郡田野畑村松
前沢５４番地８

株式会社　サンマッ
シュ田野畑

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

建築施工管理技術者 当社施工現場（市内）にて工事管理業務を担当して
いただきます。（有資格者）・実行予算の立案・作
成及び品質・原価管理・施工計画書の作成・労務や
協力業者への技術的指導及び品質・安全等の管理・
発注者との協議打合せ・提出および完成図書の作成

岩手県宮古市栄町１－２３ 株式会社　小成良治
商店

雇用期間の定めなし
現場での管理経験,工事積算,建設
ソフトウエアの操作,ＣＡＤ操作等 岩手県宮古市

電話交換の業務 請負先施設内において、電話交換に関する次の業務
を行っていただきます・代表番号にかかってきた電
話の内容を正確に把握し、お客様が希望する担当課
や担当者の呼び出しと通話接続の業務・館内放送の
業務・緊急事態発生時の非常呼集放送の業務。

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

理学療法士・作業療法また
は柔道整復師

ご利用者の機能訓練に従事します。・デイサービス
利用者１０名～１５名の方の機能訓練と、家庭（３
件～４件）訪問し、身体や作業の機能訓練を行いま
す。・主に午前中がデイサービス、午後が訪問サー
ビスとなります。・訪問エリアは宮古市内です。

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

雇用期間の定めなし
ＷＯＲＤ・Ｅｘｃｅｌ

初級程度
岩手県宮古市

栄養士 幼稚園、保育園の管理栄養士業務をお願いします。
（栄養管理、アレルギー管理、メニュー作成、調理
員のシフト管理、食材の発注等）

岩手県宮古市上鼻２－６－
６

学校法人　宮古泉学
園

雇用期間の定めなし
保育施設等食数の多い
調理経験等あれば尚可 岩手県宮古市

保健師／正社員 地域包括支援センターにおいて、以下の業務を行っ
ていただきます。・地域に暮らす人たちの介護予
防・日々の暮らしのサポートをする地域包括支援セ
ンターの業務＊職員２名体制で行っていただきま
す。＊就業場所は相談のうえ決定します

岩手県宮古市小山田２丁目
９－２０

社会福祉法人　宮古
市社会福祉協議会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師／正社員（清寿荘） 下記の業務を行っていただきます。
・施設入居者（定員５０名）の健康維持等（バイタ
ルチェック）や服薬管理、通院介助の業務

岩手県宮古市小山田２丁目
９－２０

社会福祉法人　宮古
市社会福祉協議会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

建築技術者（コンサルティ
ング業務）

地方自治体等の発注する建築工事の発注管理や点検
など　・複数人での管理業務です。・施工図の作成
及び修正（オートキャド）・書類作成や整理管理や
まとめ・受注会社や担当者との打合せ・写真撮影や
寸法の記録・安全作業の点検や記録

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

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



調理師 変形（1ヶ月単位）
あれば尚可 (1)8時30分～17時30分

1人 146,000円～162,000円 (2)9時45分～18時45分
(3)5時00分～14時00分

正社員以外 不問 03030-  879731
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

2人 146,500円～150,000円

正社員 59歳以下 03030-  881131
普通自動車免許一種

(1)9時00分～17時15分
2人 180,000円～180,000円

正社員以外 不問 03030-  882031
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時15分
1人 144,100円～164,900円

正社員以外 不問 03030-  884231
調理師 変形（1ヶ月単位）

あれば尚可 (1)6時00分～15時00分
1人 147,500円～161,500円 (2)8時30分～17時30分

(3)9時00分～18時00分

正社員以外 不問 03030-  885531
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

看護師 (1)8時30分～17時15分
1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-  889631
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時15分

2人 136,245円～210,335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-  890031
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 226,000円～238,000円

正社員 64歳以下 35020- 3344431

3

仕出し調理／スタッフ（宮
古仕出しセンター）

【典礼会館にてお客様へ提供するお料理の調理業
務】＊お料理の調理、盛り付け、食材の管理、配送
業務などをお願いします☆＊予約数やメニューもあ
る程度決まっているので時間に追われることなく、
調理に集中でき仕事量も安定☆

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

岩手県宮古市

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

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。業務内容相談に応じます。

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

調理員／紫桐苑 当法人が運営する特別養護老人ホームやデイサービ
スセンターにおいて、調理業務に従事していただき
ます。・朝夕９０食程度、昼１１０食程度の調理と
なります。・調理は４～５名体制で行います。＊経
験のない方でも、やる気をサポートします。

岩手県宮古市茂市第１地割
１１５番地１

社会福祉法人新里紫
桐会　特別養護老人
ホーム紫桐苑

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

職業指導員 利用者（知的・精神障がい者）への職業指導全般を
行います・コーヒー焙煎、菓子作り、自動車部品
（ゴム製品のバリ取り）の職業指導を行います・利
用者の送迎、製品販売のためイベント参加、店舗等
への納品があります　・外出時は法人所有車を使用

岩手県宮古市田老字西向山
１１９－１

社会福祉法人　翔友
みやこワークステー
ション

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

保険のコンサルティング
ライフプランナー

営業一般（事務）　生命保険・損害保険のお仕事で
す。○顧客のライフプランに基づく資産運用○各種
保険のプランニングを提供○各種資料作成（ＰＣ使
用）各種試験　生保一般課程・損保試験　専門課
程・外貨試験・変額試験（６ヶ月後）　

岩手県宮古市太田１－３－
１３

あんしんライフサ
ポート　合同会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） Ｅｘｃｅｌやメールなど

基本的な操作
岩手県宮古市

工作機械オペレーター・発
送係

当社においてオペレーター業務と発送業務に従事し
ます。・工作機械での金属プレートの切断、フライ
ス、研磨、面取り等加工業務・製品の真空パック、
梱包、送り状貼りつけ・発送品の移動・運搬（手作
業）などの作業も行っていただきます

岩手県下閉伊郡山田町船越
第９地割２１８番地１

株式会社ユーメリア
岩手

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

調理員 介護老人保健施設ほほえみの里において、ご利用者
様の食事の調理業務全般を担って頂きます。食事
は、朝：９０食・昼：１８０食・夕：１１０食程度
の提供で、ご利用者様の状況に応じた調理となりま
す。

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第９
地割３９番地２７

医療法人　仁泉会
介護老人保健施設ほ
ほえみの里

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市
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