
4月28日（金）発行
4月20日～4月26日に受理した求人を掲載しております。

次回発行予定：5月12日（金）午後１時

※令和５年１月から、発行日が金曜日に変更になりました。

管内有効求人【4月26日現在】

：599件
ご質問などありましたらお気軽に

ハローワークまでご相談ください！

ハローワーク大船渡
大船渡市大船渡町字赤沢１７－３

℡ 0192-27-4165 Fax 0192-27-0134

求人情報設置場所 ※この週間求人情報は、各市町のホームページにも掲載しています。

【大 船 渡 市】ハローワーク大船渡・若者サポステおおふなとルーム・ジョブサポートデスク

大船渡市役所・三陸支所・綾里出張所 ・吉浜出張所・市立図書館

サンリア・大船渡市結婚相談支援センター・ＹＳセンター

マイヤ（インター店）・NPO法人 きょうせい大船渡・気仙職業訓練協会

大船渡市社会福祉協議会 にこにんプラザ(キャッセン大船渡内)

【陸前髙田市】陸前高田市ふるさとハローワーク・陸前高田市役所・アムウェイハウス

市立図書館・マイヤ（高田店、アップルロード店）・KＤmart十日市場

【 住 田 町 】セブンイレブン住田世田米店

【管内ローソン各店舗（※発行日は1日遅れ）】

ハローワークインターネットサービス 検索

求人情報は、パソコン・スマホ（携帯）からも見ることができます！

陸前高田市ふるさとハローワーク
陸前高田市高田町字荒町104-9

℡ 0192-53-2525 Fax 0192-55-7373

★☆ 求人情報掲載のご案内 ☆★

今週は正社員（昇給・賞与・退職金制度有）

（４／１～４／１５受理分）の求人 を3～5

ぺージに掲載しております。
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10
～開 催 場 所 ～

★ ハローワーク大船渡 会議室
★ ＹＳセンター つどいの広場
★ 住田交流拠点施設 まち家 世田米駅

★
住田町出張相談会

１4時～１6時半

★ 介護のしごと相談会
10時～12時

個別相談会

★ 看護のおしごと相談会
10時～15時

★
お仕事出張相談会

10時～11時半 YSｾﾝﾀｰ

★ 介護のしごと相談会
10時～12時

個別相談会

2023

10時半～11時45分

面接のこころがまえ

10時半～11時45分

14時～１5時

個別相談会

自己分析★ 若者支援おおふなとルーム
10時～12時

49歳までの若者及
びその保護者

個別相談会

★ 若者支援おおふなとルーム
10時～12時

49歳までの若者及
びその保護者

14時～１5時15分

◆ 気仙高等職業訓練校

◆ 遠野高等職業訓練校

憲法記念日 みどりの日 こどもの日

May ５月

個別相談会

★ (株)トスネット北東北
10時～11時半

★ (株)トスネット北東北
10時～11時半

★ (株)トスネット北東北
10時～11時半

個別相談会

★ (株)トスネット北東北
10時～11時半

1 ページ



【フルタイム】
賃金形態

加入保険
賃金月額 求人番号 従業員数

月給 変形（1年単位）
1人 (1)8時30分～17時00分

正社員

月給 交替制あり
5人 (1)8時30分～17時30分

(2)18時00分～3時00分

正社員

月給
1人 (1)8時00分～17時00分

(2)8時00分～16時00分

正社員

日給
1人 (1)9時00分～17時00分

正社員

日給 変形（1年単位）
1人 (1)8時00分～17時00分

正社員

月給
1人 (1)9時00分～19時00分

(2)9時00分～12時30分
(3)9時00分～17時00分

正社員

月給 変形（1年単位）
1人 (1)8時00分～17時00分

正社員

日給 変形（1年単位）
1人 (1)8時00分～17時00分

正社員

月給 変形（1年単位）
2人 (1)6時15分～15時00分

(2)6時45分～15時30分
(3)7時45分～16時30分

正社員

月給 変形（1年単位）
3人 (1)8時30分～17時15分

正社員

月給 変形（1年単位）
1人 (1)7時30分～16時15分

(2)8時15分～17時00分

正社員

月給 変形（1年単位）
2人 (1)7時00分～15時45分

(2)8時30分～17時15分
(3)10時30分～19時15分

正社員

月給 変形（1年単位）
2人 (1)8時00分～16時45分

(2)8時15分～17時00分
(3)9時30分～18時15分

正社員

月給 変形（1ヶ月単位）
1人 (1)8時45分～18時00分

(2)10時45分～20時00分
(3)12時00分～21時15分

正社員

時給
1人 (1)8時30分～17時00分

正社員以外

月給
1人 (1)8時30分～17時00分

正社員以外

月給
1人 (1)8時00分～17時00分

正社員以外

月給
1人 (1)8時30分～17時15分

正社員以外

時給 変形（1ヶ月単位）
2人 (1)8時30分～17時00分

正社員以外

15070- 4016231

事務職 気仙地方森林組合 岩手県気仙郡住田町世田米字川向９９－１ 普通自動車運転免許　　必須
AT限定不可

145,000円
～165,000

円

パソコン（エクセル、ワード等）基本操
作ができる方雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 不問 雇用・労災・健康・厚生

24人 就業場所 岩手県気仙郡住田町

機械オペレーター及び
部品検査

株式会社　神奈川精工　岩手工
場

岩手県気仙郡住田町世田米字鉢ケ森６‐６ 普通自動車運転免許　　必須

162,960円
～236,544

円

雇用期間の定めなし 18歳～64歳 雇用・労災・健康・厚生

28人 就業場所 岩手県気仙郡住田町03080- 1131831

販売・店舗運営職（リー
ジョナル社員）

株式会社　コメリ 新潟県新潟市南区清水４５０１番地１ 普通自動車運転免許　　必須

181,000円
～231,000

円

雇用期間の定めなし 35歳以下 雇用・労災・健康・厚生・財
形

1,714人

135,000円
～225,000

円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 不問 雇用・労災・健康・厚生

4人 就業場所 岩手県陸前高田市03070- 2608131

基本操作（メール、ワード、エクセル、
ドキュメント、スプレ等を使ったデータ
入力等の必須）
電話対応・コールセンター業務経験

看護師【松原クリニッ
ク】

医療法人　勝久会 岩手県大船渡市大船渡町字山馬越１８８番
地

普通自動車運転免許　　あれば尚可

205,200円
～305,500

円

03080- 1133531

就業場所 岩手県気仙郡住田町

ＦＲＰ船製造 有限会社　須賀ケミカル産業 岩手県大船渡市赤崎町字跡浜１８３‐５ 普通自動車運転免許　　必須
AT限定不可

173,250円
～204,000

円

雇用期間の定めなし 64歳以下 雇用・労災・健康・厚生

30人 就業場所 岩手県大船渡市03080- 1136331

一般事務（勤務先：陸前高
田営業所）

株式会社　フロムゼロ 岩手県北上市堤ケ丘２丁目１１－４８ 普通自動車運転免許　　必須

看護師
雇用期間の定めなし 18歳～64歳 雇用・労災・健康・厚生・財

形
467人 就業場所 岩手県陸前高田市03080- 1110331

看護師【地ノ森クリ
ニック】

医療法人　勝久会 岩手県大船渡市大船渡町字山馬越１８８番
地

普通自動車運転免許　　あれば尚可

205,200円
～305,500

円

看護師必須
雇用期間の定めなし 18歳～64歳 雇用・労災・健康・厚生・財

形
467人 就業場所 岩手県大船渡市03080- 1109531

看護師【松原クリニック
透析センター】

医療法人　勝久会 岩手県大船渡市大船渡町字山馬越１８８番
地

普通自動車運転免許　　あれば尚可

205,200円
～305,500

円

看護師必須
雇用期間の定めなし 64歳以下 雇用・労災・健康・厚生・財

形
467人 就業場所 岩手県陸前高田市03080- 1108231

看護師【松原苑】 医療法人　勝久会 岩手県大船渡市大船渡町字山馬越１８８番
地

普通自動車運転免許　　あれば尚可

205,200円
～305,500

円

看護師必須
雇用期間の定めなし 18歳～64歳 雇用・労災・健康・厚生・財

形
467人 就業場所 岩手県陸前高田市03080- 1106031

看護師【地ノ森クリニック
透析センター】

医療法人　勝久会 岩手県大船渡市大船渡町字山馬越１８８番
地

普通自動車運転免許　　あれば尚可

205,200円
～305,500

円

看護師必須
雇用期間の定めなし 64歳以下 雇用・労災・健康・厚生・財

形
467人 就業場所 岩手県大船渡市03080- 1105131

建築大工　又は　左官
工

有限会社　共和建設 岩手県陸前高田市高田町字栃ケ沢４５－６ 普通自動車運転免許　　必須
AT限定不可

204,000円
～204,000

円

その他の建築技術関係資格あれば尚可
雇用期間の定めなし 59歳以下 雇用・労災・健康・厚生

8人 就業場所 岩手県陸前高田市03080- 1104931

普通自動車運転免許　　必須

150,000円
～150,000

円

エクセル、ワード、メール送受信等の操
作ができる方雇用期間の定めなし 不問 雇用・労災・健康・厚生

8人 就業場所 岩手県大船渡市 経理事務経験あれば尚可
03080- 1102331

歯科衛生士（正社員） いわぶち歯科 岩手県大船渡市大船渡町字新田４８－２２ 普通自動車運転免許　　必須

200,000円
～220,000

円

歯科衛生士必須
雇用期間の定めなし 59歳以下 雇用・労災・健康・厚生

3人 就業場所 岩手県大船渡市 業務経験者
03080- 1100431

03080- 1113131

岩手県陸前高田市03080- 1114031

雇用・公災・健康・厚生

420人 就業場所

事務補助員（会計年度任用
職員：教育委員会学校教育
課）
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

陸前高田市役所 岩手県陸前高田市高田町字下和野１００番
地

普通自動車運転免許　　必須

151,400円
～176,800

円

ワード、エクセルの基本操作ができるこ
と不問

土木施工管理技士 有限会社　山崎工業 岩手県気仙郡住田町世田米字川向９５‐９ 普通自動車運転免許　　必須
AT限定不可

199,800円
～299,700

円

１級土木施工管理技士あれば尚可
２級土木施工管理技士必須雇用期間の定めなし 64歳以下 雇用・労災・健康・厚生

9人 就業場所 岩手県気仙郡住田町03080- 1098531

事務職 有限会社　コンノ建設 岩手県大船渡市大船渡町字明神前１３－７

雇用・労災・健康・厚生

8人 就業場所 岩手県陸前高田市03080- 1123831

海産物の加工・選別・
包装作業

有限会社　欠畑商店 岩手県大船渡市三陸町吉浜字向野９０－１ 普通自動車運転免許　　必須

112,000円
～120,000

円

雇用期間の定めなし

食品製造ライン作業
（アルバイト）

理研食品　株式会社 宮城県多賀城市宮内二丁目５番６０号 普通自動車運転免許　　あれば尚可

157,500円
～157,500

円

フォークリフト運転技能者あれば尚可
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 不問 雇用・労災・健康・厚生

17人 就業場所 岩手県大船渡市04030- 1849731

不問 雇用・労災・健康・厚生

1人 就業場所 岩手県大船渡市

必 要 な 免 許 資 格所 在 地 ・ 就 業 場 所職  種
求人数
年齢

求人者名
就 業 時 間

調理師【大船渡市北部学校
給食センター】

株式会社　ニッコクトラスト
東日本支社

岩手県釜石市桜木町１丁目６番４１号 調理師・栄養士必須　いずれかの免許・
資格所持で可

170,000円
～180,000

円

調理経験雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 不問 雇用・労災・健康・厚生

22人 就業場所 岩手県大船渡市 ※大量調理経験者、給食施設経験者は採
用面で優遇03020-  884731

営農職員（現場作業） 農事組合法人　サンファーム小
友

岩手県陸前高田市小友町字後谷地２６－９ 普通自動車運転免許　　必須
AT限定不可

157,100円
～168,100

円

雇用期間の定めなし 30歳以下

●この求人情報は求人情報の一部を一覧にしたものです。内容について詳しく知りたい方はハローワークまでお問い合わせください。

●応募状況等によっては募集が終了する場合がございます。

●労働契約内容によって、各種社会保険に加入できない場合もあります。
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【フルタイム】
賃金形態

加入保険
賃金月額 求人番号 従業員数

時給
5人 (1)13時00分～21時45分

有期雇用派遣労働者

時給 交替制あり
5人 (1)7時00分～15時15分

(2)15時00分～23時15分
(3)23時00分～7時15分

有期雇用派遣労働者

時給
3人 (1)13時00分～21時45分

有期雇用派遣労働者

時給 変形（1ヶ月単位）
2人 (1)9時00分～17時30分

正社員以外

【パートタイム】　
賃金形態

加入保険
時給 求人番号 従業員数
時給

1人 (1)9時00分～17時00分
(2)8時00分～16時00分

パート労働者

時給
2人

8時30分～17時00分
パート労働者 の間の6時間程度

時給
1人 (1)9時30分～15時30分

パート労働者

時給
2人 (1)8時00分～13時00分

パート労働者

時給
2人 (1)12時00分～15時00分

パート労働者

時給
2人 (1)9時00分～15時00分

又は9時00分～15時00分
パート労働者 の間の3時間以上

時給 交替制あり
3人 (1)7時00分～11時00分

(2)11時00分～15時00分
(3)15時00分～22時00分

パート労働者

賃金形態
加入保険

賃金月額 求人番号 従業員数
月給 変形（1年単位）

1人 (1)9時00分～18時00分

正社員

月給
1人 (1)9時00分～18時00分

正社員

月給 交替制あり
1人 (1)8時30分～17時30分

(2)9時30分～18時00分
(3)8時30分～12時00分

正社員

月給 変形（1年単位）
1人 (1)9時00分～18時00分

正社員

月給 変形（1年単位）
1人 (1)8時45分～17時15分

正社員

月給 変形（1年単位）
1人 (1)8時45分～17時15分

正社員

月給 変形（1年単位）
1人 (1)8時30分～16時50分

正社員

職  種
求人数
年齢

一般事務 有限会社　佐藤工務店 岩手県大船渡市大船渡町字地の森２８－１
４

普通自動車運転免許　　必須

900円～900
円

パソコン（エクセル、ワード）基本操作
ができる方雇用期間の定めなし 59歳以下 雇用・労災

5人 就業場所 岩手県大船渡市 事務経験
03080- 1132231

基本操作（メール、ワード、エクセル、
ドキュメント、スプレ等を使ったデータ
入力等の必須）
電話対応・コールセンター業務経験

株式会社　ＳＴＡＧＥＵＰ 岩手県北上市鬼柳町都鳥１２１番地３

184,016円
～200,446

円

不問 雇用・労災・健康・厚生

0人 就業場所 岩手県大船渡市03070- 2618831

８月１０日まで　プラス
チック製品検査（大船渡
市）
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

求人者名
所 在 地 ・ 就 業 場 所 就 業 時 間 必 要 な 免 許 資 格

株式会社ワークパワー　一関営
業所

岩手県一関市竹山町４－５７

189,000円
～189,000

円

18歳以上 雇用・労災・健康・厚生

6人 就業場所 岩手県大船渡市03050- 2640431

急募！プラスチック製品の
検査加工スタッフ　３交替
土日休
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

株式会社ワークパワー　一関営
業所

岩手県一関市竹山町４－５７

179,000円
～179,000

円

不問 雇用・労災・健康・厚生

6人 就業場所 岩手県大船渡市03050- 2639831

大募集！プラスチック製品
の検査加工スタッフ　日勤
土日休
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

950円～950
円

雇用期間の定めなし 59歳以下 労災

15人 就業場所 岩手県大船渡市07040- 7385031

普通自動車運転免許　　必須

900円～
1,200円

雇用期間の定めなし 不問 雇用

10人 就業場所 岩手県大船渡市03080- 1117531

普通自動車運転免許　　必須
AT限定不可

900円～900
円

雇用期間の定めなし 不問 労災

20人 就業場所 岩手県気仙郡住田町03080- 1130031

普通自動車運転免許　　必須
AT限定不可

900円～900
円

雇用期間の定めなし 不問 雇用・労災

20人 就業場所 岩手県気仙郡住田町03080- 1129631

普通自動車運転免許　　必須

860円～900
円

エクセル、ワードができれば尚可
手芸、工業用ミシンに明るい人。雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 不問 雇用・労災

5人 就業場所 岩手県大船渡市 障がい者に理解をもって、接することが
できる人。03080- 1118431

家電商品配達及び取付工事
補助（岩手県）

株式会社　Ｇ．Ｄ．Ｓ． 宮城県気仙沼市田中前４丁目６－６

136,710円
～136,710

円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 不問 雇用・労災・健康・厚生

1人 就業場所 岩手県気仙郡住田町04080- 1223631

一般事務（勤務先：陸前高
田営業所）

株式会社　フロムゼロ 岩手県北上市堤ケ丘２丁目１１－４８ 普通自動車運転免許　　必須

900円～
1,500円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 不問

事務員（大船渡営業
所）

岩手県交通　株式会社 岩手県盛岡市盛岡駅前通３－５５ 普通自動車運転免許　　必須

161,900円
～174,500

円

雇用期間の定めなし 63歳以下 雇用・労災・健康・厚生

39人 就業場所 岩手県大船渡市03010- 9492731

住宅の設計（大船渡支
店）

パルコホーム　（株式会社　日
盛ハウジング）

岩手県盛岡市北飯岡一丁目１－８２ 普通自動車運転免許　　必須

155,000円
～320,000

円

二級建築士
雇用期間の定めなし 59歳以下 雇用・労災・健康・厚生

6人 就業場所 岩手県大船渡市 住宅建築の経験者優遇
03010- 9451631

施工管理（大船渡支
店）

パルコホーム　（株式会社　日
盛ハウジング）

岩手県盛岡市北飯岡一丁目１－８２ 普通自動車運転免許　　必須

155,000円
～370,000

円

雇用期間の定めなし 59歳以下 雇用・労災・健康・厚生

6人 就業場所 岩手県大船渡市 住宅建築の経験者優遇
03010- 9432431

設計・積算（見習い
可）

ネクストハウス 岩手県大船渡市大船渡町字地ノ森３２‐５ 普通自動車運転免許　　必須

161,700円
～184,800

円

雇用期間の定めなし 40歳以下 雇用・労災・健康・厚生

10人 就業場所 岩手県大船渡市03080- 1038231

看護師又は准看護師 医療法人　隆玄　山浦医院 岩手県大船渡市盛町字内ノ目２‐４

200,000円
～250,000

円

看護師
雇用期間の定めなし 59歳以下 雇用・労災・健康・厚生

8人 就業場所 岩手県大船渡市03080- 1048431

雇用期間の定めなし 64歳以下 雇用・労災・健康・厚生

5人 就業場所
04010-25146931

営業事務（大船渡営業
所）

日産部品岩手販売　株式会社 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南１丁目
６－１５

156,000円
～200,000

円

雇用期間の定めなし 40歳以下 雇用・労災・健康・厚生

4人 就業場所 岩手県大船渡市03010- 9662731

訪問看護師 ＳＯＭＰＯケア　株式会社　東
北事業部

宮城県仙台市宮城野区萩野町３丁目１２－
１

必 要 な 免 許 資 格

普通自動車運転免許　　必須

普通自動車運転免許　　必須

259,100円
～294,400

円

看護師

岩手県大船渡市

職  種
求人数
年齢

求人者名
就 業 時 間所 在 地 ・ 就 業 場 所

職  種
求人数
年齢

求人者名
所 在 地 ・ 就 業 場 所 就 業 時 間

職業指導員又は、生活
指導員

一般社団法人　みらい　大船渡
事業所（ポプラ）

岩手県大船渡市大船渡町字笹崎５７ー１１

配達員・調理補助 株式会社サキヤマ 岩手県大船渡市大船渡町字新田５５‐７
（移転先）岩手県気仙郡住田町世田米字小
府金２７‐１１

食器洗浄 株式会社サキヤマ 岩手県大船渡市大船渡町字新田５５‐７
（移転先）岩手県気仙郡住田町世田米字小
府金２７‐１１

ホールスタッフ ＧＡＧＡＮＩＣＯ合同会社 岩手県大船渡市末崎町字中森２８－４

ホールサービス及び調理補
助（大船渡市・大船渡店）

【正社員（昇給・賞与・退職金制度有）（４／１～４／１５受理分）の求人】

株式会社　幸楽苑 福島県郡山市田村町金屋字川久保１番地１

雇用・労災・健康・厚生

4人 就業場所 岩手県陸前高田市03070- 2604731

必 要 な 免 許 資 格
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賃金形態
加入保険

賃金月額 求人番号 従業員数
月給 変形（1年単位）

1人 (1)8時00分～17時00分

正社員

月給 変形（1年単位）
3人 (1)10時00分～19時00分

正社員

月給 変形（1ヶ月単位）
2人 (1)18時00分～9時00分

(2)20時00分～9時00分
(3)9時00分～18時00分

正社員

月給 変形（1ヶ月単位）
2人 (1)18時00分～9時00分

(2)20時00分～9時00分
(3)9時00分～18時00分

正社員

月給 変形（1ヶ月単位）
1人 (1)18時00分～9時00分

(2)9時00分～18時00分

正社員

月給 変形（1ヶ月単位）
1人 (1)7時45分～16時30分

(2)9時00分～17時45分
(3)10時30分～19時15分

正社員

日給 変形（1年単位）
1人 (1)8時00分～17時00分

正社員

月給 変形（1ヶ月単位）
1人 (1)7時30分～16時15分

(2)8時30分～17時15分
(3)9時30分～18時15分

正社員

月給 変形（1ヶ月単位）
1人 (1)8時00分～17時00分

正社員

月給
2人 (1)7時50分～17時00分

正社員

月給 変形（1年単位）
1人 (1)8時00分～17時00分

正社員

月給 変形（1年単位）
1人 (1)8時00分～17時00分

正社員

月給 変形（1年単位）
1人 (1)8時00分～17時00分

正社員

月給 変形（1年単位）
1人 (1)8時00分～17時00分

正社員

時給 変形（1年単位）
3人 (1)8時15分～17時15分

正社員

月給
1人 (1)9時00分～18時00分

正社員

月給 変形（1ヶ月単位）
1人 (1)8時45分～18時00分

(2)10時45分～20時00分
(3)12時00分～21時15分

正社員

月給 変形（1ヶ月単位）
1人 (1)8時45分～18時00分

(2)10時45分～20時00分
(3)12時00分～21時15分

正社員

月給 変形（1ヶ月単位）
1人 (1)9時00分～17時30分

正社員

月給
3人 (1)8時30分～17時00分

正社員

一般職員 大船渡市農業協同組合 岩手県大船渡市大船渡町字茶屋前１６７－
４

普通自動車運転免許　　必須

147,870円
～169,340

円

雇用期間の定めなし 30歳以下 雇用・労災・健康・厚生

251人 就業場所 岩手県大船渡市03080-  910931

自動車整備士（大船渡
市）

岩手日産自動車　株式会社 岩手県盛岡市乙部５地割１２５ 普通自動車運転免許　　必須

160,000円
～220,000

円

二級自動車整備士
雇用期間の定めなし 35歳以下 雇用・労災・健康・厚生

10人 就業場所 岩手県大船渡市03010- 8396931

店舗販売職／地域正社員
（ホーム社員）

株式会社　コメリ 新潟県新潟市南区清水４５０１番地１ 普通自動車運転免許　　必須

179,000円
～184,000

円

雇用期間の定めなし 59歳以下 雇用・労災・健康・厚生・財
形

1,714人 就業場所 岩手県陸前高田市15070- 3499231

店舗販売職／地域正社員
（ホーム社員）

株式会社　コメリ 新潟県新潟市南区清水４５０１番地１ 普通自動車運転免許　　必須

179,000円
～184,000

円

雇用期間の定めなし 59歳以下 雇用・労災・健康・厚生・財
形

1,714人 就業場所 岩手県大船渡市15070- 3498831

訪問看護師 ＳＯＭＰＯケア　株式会社　東
北事業部

宮城県仙台市宮城野区萩野町３丁目１２－
１

普通自動車運転免許　　必須

259,100円
～294,400

円

看護師
雇用期間の定めなし 64歳以下 雇用・労災・健康・厚生

5人 就業場所 岩手県大船渡市04010-22451231

ミシンオペレーター 株式会社　ボンマックスアパレ
ル

岩手県陸前高田市竹駒町字細根沢２７－１

147,571円
～147,571

円

雇用期間の定めなし 64歳以下 雇用・労災・健康・厚生・財
形

64人 就業場所 岩手県陸前高田市03080-  963031

経理事務 鎌田水産　株式会社 岩手県大船渡市赤崎町字鳥沢１６４－２ 普通自動車運転免許　　必須

170,000円
～200,000

円

雇用期間の定めなし 59歳以下 雇用・労災・健康・厚生

100人 就業場所 岩手県大船渡市 経理事務経験（無くても応募可）
03080-  955031

水産加工食品製造スタッフ
１（大船渡工場）

鎌田水産　株式会社 岩手県大船渡市赤崎町字鳥沢１６４－２ 普通自動車運転免許　　必須

170,000円
～215,000

円

フォークリフト運転技能者
雇用期間の定めなし 59歳以下 雇用・労災・健康・厚生

10人 就業場所 岩手県大船渡市03080-  954131

漁業部事務 鎌田水産　株式会社 岩手県大船渡市赤崎町字鳥沢１６４－２ 普通自動車運転免許　　必須

180,000円
～215,000

円

雇用期間の定めなし 59歳以下 雇用・労災・健康・厚生

100人 就業場所 岩手県大船渡市03080-  953931

水産加工食品製造ス
タッフ１

鎌田水産　株式会社 岩手県大船渡市赤崎町字鳥沢１６４－２ 普通自動車運転免許　　必須

170,000円
～215,000

円

フォークリフト運転技能者
雇用期間の定めなし 59歳以下 雇用・労災・健康・厚生

100人 就業場所 岩手県大船渡市03080-  952631

海技士 株式会社　佐賀組 岩手県大船渡市盛町字田中島２７－１ 普通自動車運転免許　　必須

250,000円
～300,000

円

その他の自動車等車両・船舶運転免許
雇用期間の定めなし 64歳以下 雇用・労災・健康・厚生

159人 就業場所 岩手県大船渡市 乗船経験者
03080-  950731

調理員 有限会社　食彩工房 岩手県陸前高田市高田町字下宿１０１－１ 普通自動車運転免許　　必須

150,000円
～160,000

円

調理師
雇用期間の定めなし 69歳以下 雇用・労災・健康・厚生

5人 就業場所 岩手県陸前高田市 経験者優遇
03080-  949231

作業療法士（正職員） 社会福祉法人　大洋会 岩手県大船渡市立根町字下欠１２５－１５ 普通自動車運転免許　　必須

229,200円
～232,400

円

作業療法士
雇用期間の定めなし 64歳以下 雇用・労災・健康・厚生

19人 就業場所 岩手県大船渡市 業務経験
03080-  985631

配管工【見習い可】 金野設備　株式会社 岩手県陸前高田市米崎町字和方１１９－９ 普通自動車運転免許　　必須

165,000円
～264,000

円

浄化槽設備士
雇用期間の定めなし 64歳以下 雇用・労災・健康・厚生

8人 就業場所 岩手県陸前高田市03080- 1011031

レンタカーフロント業務
（大船渡店）

株式会社　トヨタレンタリース
岩手

岩手県盛岡市名須川町９－５ 普通自動車運転免許　　必須

153,000円
～180,000

円

雇用期間の定めなし 35歳以下 雇用・労災・健康・厚生・財
形

5人 就業場所 岩手県大船渡市03010- 9028031

警備職（機械警備）／正社
員／大船渡市

ＡＬＳＯＫ岩手　株式会社 岩手県盛岡市津志田西一丁目２４－１５ 普通自動車運転免許　　必須

159,000円
～175,000

円

雇用期間の定めなし 40歳以下 雇用・労災・健康・厚生・財
形

7人 就業場所 岩手県大船渡市03010- 8958531

機械警備スタッフ（地域限
定採用／大船渡営業所）

セコム　株式会社　東北本部
岩手統轄支社

岩手県盛岡市茶畑１－１７－１０ 普通自動車運転免許　　必須

205,800円
～226,300

円

雇用期間の定めなし 18歳～39歳 雇用・労災・健康・厚生・財
形

5人 就業場所 岩手県大船渡市03010- 8926331

総合職（グローバル
コース／大船渡営業
所）

セコム　株式会社　東北本部
岩手統轄支社

岩手県盛岡市茶畑１－１７－１０ 普通自動車運転免許　　必須

219,625円
～240,125

円

雇用期間の定めなし 18歳～34歳 雇用・労災・健康・厚生・財
形

5人 就業場所 岩手県大船渡市03010- 8914231

イエローハット店頭販売ス
タッフ（大船渡店）

株式会社　ホットマン 宮城県仙台市太白区西多賀４丁目４－１７ 普通自動車運転免許　　必須

182,467円
～182,467

円

雇用期間の定めなし 64歳以下 雇用・労災・健康・厚生

10人 就業場所 岩手県大船渡市04010-24271731

営業（大船渡営業所） 株式会社　ヤマサカ 宮城県気仙沼市松川前１３５番地 普通自動車運転免許　　必須

154,000円
～216,500

円

雇用期間の定めなし 40歳以下 雇用・労災・健康・厚生・財
形

11人 就業場所 岩手県大船渡市04080- 1150331

所 在 地 ・ 就 業 場 所 就 業 時 間 必 要 な 免 許 資 格

【正社員（昇給・賞与・退職金制度有）（４／１～４／１５受理分）の求人】

職  種
求人数
年齢

求人者名
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賃金形態
加入保険

賃金月額 求人番号 従業員数
月給 変形（1ヶ月単位）

1人 (1)5時00分～19時00分

正社員

月給 変形（1年単位）
1人 (1)8時00分～17時00分

正社員

月給 変形（1年単位）
1人 (1)8時00分～17時00分

正社員

月給 変形（1年単位）
1人 (1)8時00分～16時30分

正社員

日給 変形（1年単位）
2人 (1)8時00分～17時00分

正社員

月給 変形（1年単位）
2人 (1)8時00分～17時00分

正社員

月給 変形（1年単位）
2人 (1)8時30分～17時15分

(2)16時30分～9時30分

正社員

月給 変形（1年単位）
1人 (1)8時30分～17時15分

正社員

月給
1人 (1)8時30分～17時15分

正社員

月給 変形（1年単位）
2人 (1)8時30分～17時15分

又は6時30分～9時30分
正社員 の間の8時間

月給 変形（1年単位）
2人 (1)8時30分～17時00分

正社員

日給 変形（1年単位）
2人 (1)8時00分～17時00分

正社員

月給
2人 (1)8時30分～17時35分

正社員

月給 変形（1年単位）
2人 (1)7時10分～16時30分

正社員

月給 変形（1年単位）
4人 (1)8時20分～17時30分

正社員

職種

お申込み・お問い合わせ先

お申込み・お問い合わせ先

職  種
求人数
年齢

求人者名
所 在 地 ・ 就 業 場 所 就 業 時 間 必 要 な 免 許 資 格

鶏肉製造スタッフ 住田フーズ株式会社 岩手県気仙郡住田町世田米字火石１９－６

148,027円
～148,200

円

雇用期間の定めなし 59歳以下 雇用・労災・健康・厚生

222人 就業場所 岩手県気仙郡住田町03080-  937931

鶏肉製造スタッフ（早
番）

住田フーズ株式会社 岩手県気仙郡住田町世田米字火石１９－６

148,027円
～148,200

円

雇用期間の定めなし 59歳以下 雇用・労災・健康・厚生

230人 就業場所 岩手県気仙郡住田町03080-  936631

技術スタッフ 東海精密工業　株式会社 岩手県気仙郡住田町世田米字川向１１‐２
２

普通自動車運転免許　　必須

144,000円
～260,000

円

雇用期間の定めなし 59歳以下 雇用・労災・健康・厚生・財
形

33人 就業場所 岩手県気仙郡住田町 パソコンの基本操作が出来る方
03080-  931231

土木作業員 株式会社　小松組 岩手県大船渡市大船渡町字地ノ森６１－９ 普通自動車運転免許　　必須

179,330円
～215,650

円

雇用期間の定めなし 64歳以下 雇用・労災・健康・厚生・財
形

31人 就業場所 岩手県大船渡市03080-  927631

養豚作業員【本社農
場】

有限会社　ありす畜産 岩手県気仙郡住田町上有住字新田３５６ 普通自動車運転免許　　必須

153,000円
～203,000

円

雇用期間の定めなし 64歳以下 雇用・労災・健康・厚生

10人 就業場所 岩手県気仙郡住田町03080-  926331

看護師 医療法人　希望会　希望ヶ丘病
院

岩手県陸前高田市高田町字大隅８－６

180,000円
～350,000

円

看護師
雇用期間の定めなし 18歳～64歳 雇用・労災・健康・厚生

83人 就業場所 岩手県陸前高田市03080-  925731

作業療法士 医療法人　希望会　希望ヶ丘病
院

岩手県陸前高田市高田町字大隅８－６

170,000円
～300,000

円

作業療法士
雇用期間の定めなし 64歳以下 雇用・労災・健康・厚生

83人 就業場所 岩手県陸前高田市03080-  924431

薬剤師 医療法人　希望会　希望ヶ丘病
院

岩手県陸前高田市高田町字大隅８－６

207,000円
～424,000

円

薬剤師
雇用期間の定めなし 64歳以下 雇用・労災・健康・厚生

83人 就業場所 岩手県陸前高田市03080-  923531

准看護師 医療法人　希望会　希望ヶ丘病
院

岩手県陸前高田市高田町字大隅８－６

160,000円
～300,000

円

准看護師
雇用期間の定めなし 18歳～64歳 雇用・労災・健康・厚生

83人 就業場所 岩手県陸前高田市03080-  922231

不問 雇用・労災・健康・厚生

3人 就業場所 岩手県大船渡市 業務経験者
03080-  916431

土木・建築技術者（免
許資格者）

株式会社　小松組 岩手県大船渡市大船渡町字地ノ森６１－９ 普通自動車運転免許　　必須

200,000円
～260,000

円

２級土木施工管理技士
雇用期間の定めなし 64歳以下 雇用・労災・健康・厚生・財

形
31人 就業場所 岩手県大船渡市 土木施工管理経験

03080-  921831

旋盤工、フライス工、溶接
工【一般作業員：見習い
可】
雇用期間の定めなし

一般職員【経理事務・
総務事務】

東北汽船港運　株式会社 岩手県大船渡市大船渡町字野々田２３－１
０

普通自動車運転免許　　必須

150,000円
～210,000

円

雇用期間の定めなし 35歳以下 雇用・労災・健康・厚生

13人 就業場所 岩手県大船渡市03080-  915531

溶接工（船舶） 有限会社大船渡ドック 岩手県大船渡市赤崎町生形１２９‐２ 普通自動車運転免許　　必須

202,500円
～258,750

円

ガス溶接技能者
雇用期間の定めなし 59歳以下 雇用・労災・健康・厚生

10人 就業場所 岩手県大船渡市 溶接経験者
03080-  914231

ＦＲＰ製品の修理・改
造業務

有限会社大船渡ドック 岩手県大船渡市赤崎町生形１２９‐２ 普通自動車運転免許　　必須

202,500円
～258,750

円

雇用期間の定めなし 59歳以下 雇用・労災・健康・厚生

10人 就業場所 岩手県大船渡市 ＦＲＰ作業実務経験の有る方或いは船舶
関係の仕事に携わった事がある方。03080-  913831

農業専門員 大船渡市農業協同組合 岩手県大船渡市大船渡町字茶屋前１６７－
４

普通自動車運転免許　　必須

147,870円
～169,340

円

雇用期間の定めなし 30歳以下 雇用・労災・健康・厚生

251人 就業場所 岩手県陸前高田市03080-  911131

　　　５月１８日（木）
　　　６月１５日（木）

ＹＳセンター　つどいの広場

★現地選考会・個別相談会のお知らせ★　【会場：ハローワーク大船渡　１階会議室・2階会議室】

　５月１８日（木）
　６月　１日（木）

【正社員（昇給・賞与・退職金制度有）（４／１～４／１５受理分）の求人】

　５月１８日（木）
　５月２５日（木）

１０：００～１２：００ 岩手県福祉人材センター

日付

個別相談　スキルアップ支援

福祉業務

栗原鉄工　有限会社 岩手県大船渡市大船渡町字地ノ森２８－８ 普通自動車運転免許　　必須

172,800円
～276,480

円

移動式クレーン運転士

時間 会社名称

警備業務
　５月１０日（水）
　５月１７日（水）

１０：００～１１：３０ (株)トスネット北東北　大船渡営業所・陸前高田営業所

　５月１０日（水）
　５月３１日（水）

１０：００～１２：００ いちのせき若者サポートステーション　おおふなとルーム

１０：００～１１：３０

日付

★住田町出張就職相談会のお知らせ★　相談時間は１人３０分です。　前日までにお申し込みください。

１０：００～１５：００
（12:00～13:00を除く）

岩手県看護協会

まち家　世田米駅　※場所が変わることがあります。ご了承ください。１４：００～１６：３０
　　５月１６日（火）
　　６月２０日（火）

ハローワーク大船渡

時間

日付

場所

場所

ハローワーク大船渡

★子育てママの出張相談会のお知らせ★　相談時間は１人１５分です。　前日までにお申し込みください。

時間

看護業務
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