
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可) (1) 8時30分～17時30分

154,500円～187,000円

正社員 35歳以下 03010-14669371
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可) (1) 9時00分～17時30分

177,000円～222,000円

正社員 59歳以下 03010-14549571
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可) (1) 9時00分～17時20分

165,000円～175,000円

正社員 59歳以下 03010-14600171
看護師又は
准看護師 (1) 8時15分～17時15分

138,800円～237,100円

正社員 64歳以下 03030- 2621271
介護職員初任者研修 交替制あり
普通自動車免許一種 (1) 6時00分～15時00分

(通勤用) 141,200円～147,200円 (2) 8時15分～17時15分
(3)10時15分～19時15分

正社員以外 不問 03030- 2622971

(1) 9時00分～18時00分
133,000円～180,000円 (2)10時00分～19時00分

(3) 9時00分～14時00分

正社員 59歳以下 03030- 2626671

138,880円～156,240円

正社員以外 不問 03030- 2628471

(1) 8時30分～17時15分
125,048円～173,768円

正社員以外 不問 03030- 2631171

(1) 9時00分～19時00分
雇用期間の定めなし 130,000円～150,000円 (2) 9時00分～17時00分

(3) 9時00分～13時00分
正社員 不問 03030- 2612871

中学校教諭免許
(国語) (1) 8時15分～16時45分

199,272円～256,224円

正社員以外 不問 03030- 2614971
中学校教諭免許

(英語) (1) 8時15分～16時45分
199,272円～256,224円

正社員以外 不問 03030- 2615171
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 9時00分～17時00分
170,000円～170,000円

正社員 不問 22010-19096271
車両系整地掘削用運転 変形（１年単位）

(1) 8時00分～20時00分
160,000円～250,000円 (2)20時00分～ 8時00分

正社員 64歳以下 03010-14459071
大型自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時00分
181,900円～181,900円

正社員以外 不問 03030- 2595071
大型自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時00分
171,200円～171,200円

正社員以外 不問 03030- 2596371
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(通勤用) (1) 8時00分～16時50分
122,973円～130,530円

正社員 59歳以下 03030- 2602571
大型自動車免許二種又は 変形（１ヶ月単位）

普通自動車免許二種
普通自動車免許一種 139,600円～244,400円
（ＡＴ限定不可)

正社員 64歳以下 03030- 2603471
普通自動車免許一種 交替制あり

(1) 8時30分～17時15分
146,800円～159,700円 (2) 7時00分～15時45分

(3) 9時45分～18時30分

正社員以外 不問 03030- 2605871

(1) 8時30分～17時30分
130,560円～130,560円

正社員以外 不問 03030- 2607971
1

事務補助

1人

配電課において、事務補助全般を行います。パソ
コンを使用し入力、集計、印刷、各種書類ファイ
リング、電話、来客対応、等行います。外出用務
や給与計算は予定しておりません。１年更新とな
ります。

岩手県宮古市上鼻二丁目
１番１２号

株式会社　ユア
テック宮古営業所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン基本操作 岩手県宮古市

生活指導員／松山荘

1人

心身に障害を持つ方や高齢者の方（約１００名）
の生活支援を１０名の職員で行います。食事提
供、入浴、排せつ介助、施設車での通院介助、作
業活動（木工など）、健康活動、趣味活動、奉仕
活動の支援、パソコンを使用し業務報告等を行い

岩手県宮古市松山第８地
割１９－１

社会福祉法人　岩
手県社会福祉事業
団　松山荘雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
パソコン操作（ワードによ

る文書入力）
岩手県宮古市

バス乗務員及びタクシー乗
務員

1人

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を行いま
す。バス及びタクシー、バスのみ、タクシーのみ
の業務も可能です。免許取得養成制度があります
ので、未経験の方、一種のみの方は相談に応じま

岩チ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

外観検査（岩泉）

1人

工業製品に使用されるゴムパッキンの汚れや、形
状等の外観検査業務に従事していただきます。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、仕上げる作業です。座っての作業と
なります。

岩手県下閉伊郡山田町大
沢４－２０－１４０

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

岩手県下閉伊郡岩泉町

ダンプ運転手≪急募≫

1人

ダンプの運転となります。範囲は宮古市内・山田
地区となり、プラント（生コンクリート製造工
場）までの現場間の運搬です。未経験の方も指導
しますので、安心して応募下さい。正社員登用制
度あり。大型運転経験あれば尚可。

岩手県宮古市実田一丁目
４番３７号

ＳＢＳフレイト
サービス　株式会
社　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

生コン運転手≪急募≫

1人

生コンクリート車の運転となります。範囲は宮古
地区・山田地区となり、主にプラント（生コンク
リート製造工場）～現場間の運搬です。未経験の
方も指導しますので、安心して応募下さい。正社
員登用制度あり。大型運転経験あれば尚可。

岩手県宮古市実田一丁目
４番３７号

ＳＢＳフレイト
サービス　株式会
社　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

発電維持・運搬作業（ボイ
ラー管理　宮古市）

1人

木質バイオマス発電所内で、機械への燃料の投入
作業および構内での木材の運搬作業を行います。
バックホー、ローダー等を運転します。また、装
置の運転・操作・点検・保守等の業務にも従事し
ていただきます。ボイラー運転経験があれば尚可

岩手県岩手郡雫石町長山
夫婦石２３－１

有限会社　川井林
業　雫石工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

店員及び事務／宮古市

1人

難聴で困っている人に適合する補聴器を選定し、
推奨する仕事です。十分な研修期間を持って始め
ますので、補装具が初めての方でも心配ありませ
ん。簡単なパソコン操作・記帳事務もあります。
採用後、静岡県・その他の研修センターで約２ヶ

静岡県静岡市葵区馬場町
１１６番地

新日本補聴器　株
式会社

雇用期間の定めなし

簡単なパソコン操作 岩手県宮古市

中学校期限付臨時教員（英
語）

1人

宮古市内の中学校において、臨時教員として、生
徒に対する「英語」の教科指導や生活指導などを
行っていただくほかに、クラブ活動の指導、学校
行事対応等を行っていただきます。

岩手県宮古市五月町１－
２０　宮古合同庁舎内

宮古教育事務所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン操作 岩手県宮古市

中学校期限付臨時教員（国
語）

1人

宮古市内の中学校において、臨時教員として、生
徒に対する「国語」の教科指導や生活指導などを
行っていただくほかに、クラブ活動の指導、学校
行事対応等を行っていただきます。

岩手県宮古市五月町１－
２０　宮古合同庁舎内

宮古教育事務所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン操作 岩手県宮古市

歯科助手

1人

歯科医師、歯科衛生士のアシスタントを行いま
す。指示を受けながら、器具の準備、後片付け、
消毒などの業務を行います。その他受付、予約管
理、電話対応、院内の清掃も行って頂きます。

岩手県宮古市保久田４－
２６

デンタルオフィス
松橋

岩手県宮古市

医療クラーク

1人

医師の事務補助業務を行います。診断書等文書作
成補助、診療記録代行入力（電子カルテ）、院内
がん患者登録及び統計・調査、医師指示による行
政上の業務補助、診療記録に関するデータ整理
（退院サマリー）、医局（図書）の環境整備など

岩手県下閉伊郡山田町飯
岡第１地割２１番地１

岩手県立　山田病
院

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコンの基本操作（ワー
ド・エクセル）

岩手県下閉伊郡山田町

販売員

1人

メンズ・レディース・キッズ向けのジーンズやカ
ジュアルウェア・インテリア雑貨などの接客販売
業務です。レジ、包装、商品整理、検品、品出し
など店内業務全般に従事していただきます。

岩手県宮古市宮町一丁目
３－１１

株式会社　マック
ハウス宮古店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 又は 9時45分～20時00分の

間の8時間
岩手県宮古市

歯科助手・受付

1人

医師のアシスタント業務全般を行います。歯科医
師や衛生士の診療や処置のアシスタント、治療器
具の準備・後片付け、洗浄、消毒などを行いま
す。また、窓口業務（窓口での受付、会計、電話
応対、アポイントなど）や院内の清掃なども行い

岩手県宮古市南町１５－
９

橋本デンタルオ
フィス

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護員（交代制／養護老人
ホーム清寿荘）「介護」

1人

施設入所者おおよそ５０名の介護業務（食事、入
浴、排せつ等の日常生活全般に対する介助・介護
業務）及びレクリエーションなどを、約１５名の
介護員で行っております。交替勤務の為、自家用
車通勤が可能な方希望します。

岩手県宮古市小山田２丁
目９番２０号

社会福祉法人　宮
古市社会福祉協議
会雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

看護師（清寿荘）「看護」

1人

デイサービス利用者（定員３０名）の健康維持な
ど（バイタルチェックや服薬管理、リハビリ対
応）の業務に当たっていただきます。現在は一日
平均２６名の利用があり、看護職員２名体制で業
務を行っております。

岩手県宮古市小山田２丁
目９番２０号

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

家電製品の修理技術者(宮
古・釜石等沿岸地区担当)

1人

国内大手家電メーカー製品（冷蔵庫、洗濯機、テ
レビ等）の修理業務。顧客宅を訪問しての修理が
中心となります。エリアは岩手県沿岸地区になり
ます。ＯＪＴでの２ヶ月程度の研修がありますの
で、未経験の方でも、意欲があれば歓迎です。

岩手県盛岡市永井１－１
３－１

株式会社　アイ
ヴィック

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

営業（県内支店・営業所）

2人

当社において、大型・中型・小型トラック及びバ
スの新車販売等の営業業務を行っていただきま
す。見積り作成からお客様との商談、受注、販
売、納車、アフターセールス等の活動・トラック
に付随する部用品販売や車検及び保険勧誘・その

岩手県滝沢市大釜中道３
８－２

岩手三菱ふそう自
動車販売　株式会
社雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

事業所名
求人番号

営業（山田）

1人

ＬＰガスの販売（検針、集金、配送等）、ガス器
具等、付帯設備器具の販売、配管設備工事、顧客
先消費設備機器点検調査等の業務があります。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。採用後、中型自動車運転免許取得

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

岩手県下閉伊郡山田町、他

     （6月19日時点の内容です）

　　６月１２日　から　６月１９日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　６月２９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

◎ この求人情報は、発行日現在、有効中の求人を掲載しています。       ◎ 面接には、ハローワークの紹介状をご持参ください。 

◎ すでに、募集を締め切っている場合もありますので、ご注意ください。 

TEL 0193－63－8609 

ハローワーク 宮古 

宮古公共職業安定所 

◎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。 フルタイム ◎ この求人情報は、発行日現在、有効中の求人を掲載しています。       ◎ 面接には、ハローワークの紹介状をご持参ください。 

◎ すでに、募集を締め切っている場合もありますので、ご注意ください。 

TEL 0193－63－8609 

ハローワーク 宮古 

宮古公共職業安定所 

◎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。 フルタイム 

平成２９年６月２２日発行  



普通自動車免許一種
ＭＯＳ(ＭＣＡＳ) (1) 8時30分～17時15分
ワード・エクセル 135,000円～135,000円

上級程度

正社員以外 不問 03030- 2608171
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(通勤用) (1) 8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 132,000円～145,000円

正社員 40歳以下 03030- 2610471
中型一種（８ｔ限定）

(1) 8時15分～16時45分
182,000円～207,000円

正社員 35歳以下 03030- 2611771
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可) (1)10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし 140,802円～171,710円

正社員 62歳以下 04010-38879071
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1)10時00分～19時00分
雇用期間の定めなし 140,802円～171,710円

正社員 62歳以下 04010-38880471

(1)16時00分～ 0時00分
150,000円～150,000円

正社員 18歳以上 03030- 2571571
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時15分
139,000円～165,000円

正社員 59歳以下 03030- 2573771
介護支援専門員又は
社会福祉主事任用資格 (1) 8時15分～17時15分
普通自動車免許一種 165,000円～193,600円

正社員以外 不問 03030- 2574871
普通自動車免許一種

(1) 7時30分～16時30分
140,800円～160,600円 (2) 8時15分～17時15分

正社員以外 不問 03030- 2577171
中型一種（８ｔ限定）

(1) 8時00分～17時00分
156,000円～196,000円

正社員 59歳以下 03030- 2578071
車両系整地掘削用運転 変形（１年単位）

(1) 8時00分～20時00分
160,000円～250,000円 (2)20時00分～ 8時00分

正社員 64歳以下 03030- 2582771
中型自動車免許一種

(1) 8時00分～16時00分
146,400円～195,200円

正社員 45歳以下 03030- 2584271
普通自動車免許一種

(通勤用) (1)11時00分～21時00分
230,000円～250,000円

正社員 不問 03030- 2585971
普通自動車免許一種

(通勤用) (1) 6時00分～15時00分
250,000円～280,000円 (2)12時00分～21時00分

正社員 不問 03030- 2586171
普通自動車免許一種

(通勤用)
160,000円～180,000円

正社員 不問 03030- 2588371
車両系基礎工事用運転 変形（１年単位）
車両系整地掘削用運転 (1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 車両系解体運転いずれか 200,000円～300,000円
普通自動車免許一種

正社員 不問 （ＡＴ限定不可) 03030- 2590771

(1) 8時30分～17時15分
123,828円～142,392円

正社員以外 不問 03030- 2591871
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
200,000円～230,000円

正社員 64歳以下 03080- 2327971

(1) 8時30分～17時00分
150,000円～150,000円

有期雇用派遣 不問 04010-38675071

(1) 8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 500,000円～550,000円

正社員 不問 13030-12564771
看護師

(1) 8時30分～17時15分
180,000円～350,000円

正社員以外 不問 03010-14805771
保健師

(1) 8時30分～17時15分
180,000円～350,000円

正社員以外 不問 03010-14808971
2

保健師（宮古地区）「看
護」

1人

宮古地域こころのケアセンターにおいて下記の業
務を行っていただきます。被災者に対する相談・
支援活動、支援者支援、地域内連携促進のコー
ディネート、住民への普及啓発、人材育成・研
修、地域支援に従事していただきます。

岩手県盛岡市内丸１９－
１

学校法人　岩手医
科大学

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

保健師の実務経験をお持ち
の方

岩手県宮古市

看護師（宮古地区）「看
護」

1人

宮古地域こころのケアセンターにおいて下記の業
務を行っていただきます。被災者に対する相談・
支援活動、支援者支援、地域内連携促進のコー
ディネート、住民への普及啓発、人材育成・研
修、地域支援に従事していただきます。

岩手県盛岡市内丸１９－
１

学校法人　岩手医
科大学

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

看護師の実務経験をお持ち
の方

岩手県宮古市

岩手県下閉伊郡／計測工

1人

トンネル工事に伴う計測業務（作業指導あり） 東京都台東区北上野１－３
－４　アクシルコート上野
３０２号

ＥＣＯ・Ｂｏａｒ
ｄ　合同会社

計測作業経験 岩手県下閉伊郡岩泉町

（派）事務用機器操作［宮
古市］

1人

請求書処理業務・小口現金取扱業務・勤務整理業
務・その他付随業務
＊初回２ヶ月その後６ヶ月毎契約更新

宮城県仙台市青葉区中央４
丁目１０－３　仙台キャピ
タルタワー６階

株式会社　ＪＲ東
日本パーソネル
サービス東北支店雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）
エクセル、ワード基本操作 岩手県宮古市

トラック運転手

1人

当事業所の宮古冷凍倉庫所属の運転手として、以
下の業務を担当していただきます。トラックで市
場から工場への魚の搬送及び工場から冷凍倉庫へ
の加工食品の搬送業務に従事して頂きます。現
在、大型トラックを手配中のため、主に４トント

大船渡市立根町字細野１ 株式会社　翔洋

雇用期間の定めなし

大型トラックの運転経験
（必須）

岩手県宮古市

事務補助員／福祉課（臨時
職員）

1人

宮古市役所福祉課に勤務となります。主な仕事内
容は福祉課において、資料整理等の事務補助、パ
ソコンを使用したデータ入力、書類作成、来客対
応、その他庶務等職員補助業務となります。

岩手県宮古市新川町２－
１

宮古市役所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） パソコン（ワード・エクセ

ル）操作のできる方
岩手県宮古市

オペレーター

1人

各現場において、重機オペレータ、砕石製造（掘
削作業）ダンプ車への砕石積込となります。就業
場所は田野畑の現場となります。やる気のある方
を希望します。経験者の方は優遇します。

岩手県宮古市黒田町６－
１

株式会社　国際資
源サービス

岩手県下閉伊郡田野畑村

サービススタッフ

3人

８月に山田町で新規オープン予定の宿泊兼日帰り
温泉施設「うみねこ温泉湯らっくす」において、
日帰り入浴及び宿泊するお客様に対しての受付、
接客、館内清掃をお願いします。食堂の最繁時に
は配膳補助等もしていただきます。８月上旬オー

岩手県下閉伊郡山田町川
向町１０－５

天翔水産　株式会
社

雇用期間の定めなし

又は 8時00分～19時00分の
間の8時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

調理人

2人

８月に山田町で新規オープン予定の宿泊兼日帰り
温泉施設「うみねこ温泉湯らっくす」において、
日帰り入浴及び宿泊するお客様に対しての食事・
飲食の提供に関する一切の業務をお願いします。
調理師免許あれば尚可。８月上旬オープン予定

岩手県下閉伊郡山田町川
向町１０－５

天翔水産　株式会
社

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

岩手県下閉伊郡山田町

運営全般（マネージャー）

1人

８月に山田町で新規オープン予定の宿泊兼日帰り
温泉施設「うみねこ温泉湯らっくす」において、
日帰り入浴及び宿泊するお客様に対しての受付、
接客及び宿泊の予約等、施設運営全般の業務をお
願いします。簡単なパソコン操作があります。

岩手県下閉伊郡山田町川
向町１０－５

天翔水産　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

ドライバー

1人

食料品や雑貨などを配送していただきます。配送
ルートは宮古市内、久慈市は２～３トン車、盛岡
市は６トン車運転となり日により異なります。
３ヶ月間、ドライバーと２人でまわり、仕事を覚
えて頂く期間がありますので、未経験者の方でも

岩手県宮古市西町一丁目
７－１６

津軽石運送　有限
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

発電維持・運搬作業（ボイ
ラー管理）

1人

木質バイオマス発電所内で、機械への燃料の投入
作業および構内での木材の運搬作業を行います。
バックホー、ローダー等を運転します。また、装
置の運転・操作・点検・保守等の業務にも従事し
ていただきます。

岩手県宮古市川井６－３
５

株式会社　ウッ
ティかわい

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

集配ドライバー

1人

荷物の配達および集荷（２～４トン車を使用し、
宮古・下閉伊・釜石地区全般への集配を行ってい
ただきます）。積み降ろし作業（主に手積みで重
量物もあります。パレット等積載の荷物はフォー
クリフトを使用し作業します）。フォークリフト

岩手県宮古市津軽石１０
－３５－３７

東北西濃運輸株式
会社　宮古営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

介護職員／ふれあい荘デイ
サービスセンター

1人

デイサービスセンターにおいて介護業務全般に従
事します。利用者の食事、入浴、排泄などの介護
や、レクリエーション活動、送迎などを行ってい
ただきます。利用者は１日平均２０人位（定員２
５人）となっております。

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

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

生活相談員／ふれあい荘デ
イサービスセンター

1人

デイサービスセンターにおいて、生活相談業務、
送迎業務、介護業務、ケアプラン作成などの業務
に従事していただきます。利用者は１日平均２０
人位（定員２５人）となっております。

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

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 岩手県宮古市

職業指導員

1人

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。その他、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、利用者の通院送迎や

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なし

岩手県宮古市

ホール係（正社員）

1人

飲食店のホールスタッフ業務。お客様から注文を
受けたり、料理や飲み物を運ぶ仕事になります。
その他に、宴会の準備や後片付け、皿洗い、店内
の清掃をしていただきます。接客サービスの業務
経験がある方は尚可。

岩手県宮古市大通４丁目
２番１号

有限会社　常盤座
（Ｒｏｊｉ）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ピット軽整備員［宮古市］

3人

オイル、タイヤ交換
カーナビゲーション
その他カー用品取付等

宮城県仙台市太白区西多
賀４丁目４－１７

株式会社　ホット
マン　（イエロー
ハットＦＣ）

岩手県宮古市

店頭販売員［宮古市］

3人

レジ、接客、作業受付
品出し、商品管理
事務処理、お茶汲み等

宮城県仙台市太白区西多
賀４丁目４－１７

株式会社　ホット
マン　（イエロー
ハットＦＣ）

岩手県宮古市

営業兼配送≪急募≫

2人

当社は病院や老人ホーム施設、外食産業などの業
務用（冷凍食品、水産原料、常温加工品等）の食
品卸業を行っております。２ｔクラスのトラック
を運転し、ルート営業及び配送作業を行っていた
だきます。得意先が９割となり、慣れてきたら新

岩手県宮古市小山田四丁
目１－５

株式会社　モリレ
イ宮古営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

事務職

1人

生産・総務・労務に関わる事務業務に従事しま
す。主に生産管理事務、各種伝票の発行、進捗管
理、各種データの入力、電話応対、来客対応、タ
イムカード集計、内職集計等を行って頂きます。

岩手県宮古市刈屋１４－
５２－１

株式会社　オー
レックス

パソコン操作（ワード・エ
クセル）が出来る方

岩手県宮古市

職業訓練指導員（ＯＡ系）

1人

離職者等の支援事業などとして行われるＯＡ系の
講座の実施計画と講座における受講者の指導を
行っていただきます。また、それらに関連する事
務処理業務に従事していただきます。パソコン操
作（アクセス出来れば尚可）に精通している方か

岩手県宮古市長町二丁目
６－１

職業訓練法人宮古
職業訓練協会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市



精神保健福祉士
(1) 8時30分～17時15分

170,000円～350,000円

正社員以外 不問 03010-14810671
社会福祉士

(1) 8時30分～17時15分
170,000円～350,000円

正社員以外 不問 03010-14812471
臨床心理士

(1) 8時30分～17時15分
170,000円～350,000円

正社員以外 不問 03010-14814871
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時15分
120,950円～140,835円

正社員以外 不問 03030- 2654871
普通自動車免許一種

(通勤用) (1) 8時30分～17時00分
150,000円～160,000円

正社員 不問 03030- 2658071
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
173,250円～184,800円

正社員以外 59歳以下 03100- 1713271
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

土木施工管理技士２級 (1) 8時00分～17時00分
180,000円～240,000円

正社員 59歳以下 03100- 1714971
薬剤師 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし 280,000円～400,000円

正社員 不問 13010-74104771

(1) 8時30分～17時15分
151,800円～183,200円

正社員 31歳以下 03010-14708471
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可) (1) 8時30分～17時30分

145,000円～230,000円

正社員 40歳以下 03030- 2633371
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(通勤用) (1) 8時30分～17時30分
140,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030- 2634671

(1) 6時00分～ 8時00分
124,800円～124,800円 (2)10時00分～16時00分

(3)16時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030- 2636471
普通自動車免許一種

(通勤用) (1) 8時30分～17時30分
131,068円～131,068円

正社員以外 不問 03030- 2645771
普通自動車免許一種

介護福祉士 (1) 8時30分～17時30分
165,000円～180,000円

正社員 64歳以下 03030- 2647271
普通自動車免許一種

(1) 8時40分～17時00分
144,500円～144,500円

正社員以外 不問 04010-39856871
普通自動車免許一種

土木施工管理技士1級又
は

(1) 8時30分～17時15分
土木施工管理技士2級 300,000円～500,000円

正社員 64歳以下 13010-73757571

3

土木技術者（資料作成業
務）／岩手県宮古市

2人

施工計画立案に関する資料作成・設計及び工事発
注に必要な所定の図面、数量、その他の資料作
成・各種設計に用いる協議に関する資料作成・地
元説明に関する資料作成・予算に関する資料作
成。

東京都中央区八重洲１－
６－２　八重洲一丁目ビ
ル８階

ジーエヌティー
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

施工側での土木工事又は同
種業務

エクセル基本操作

金融機関事務［宮古市］

1人

金融業務全般・預金窓口業務全般
＊年度毎の雇用契約更新

宮城県仙台市青葉区北目町
１－１５　Ａｃｅ２１ビル

東北労働金庫

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 基本的なパソコン操作ので

きる方 岩手県宮古市

デイサービス介護職員（介
護福祉士）「介護」

1人

デイサービスの介護業務を行います。デイサービ
スの利用者おおよそ３０名の介護業務（入浴、食
事、排泄介助等の身体介護）、レクリエーション
の実施、ワンボックス車での送迎業務、簡単なパ
ソコン入力、その他清掃業務があります。

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

岩手県宮古市

受付案内事務／鯨と海の科
学館

2人

科学館において、受付、案内業務、チケット販
売、体験学習等の企画運営補助（海藻標本つくり
など）を行います。パソコンを使用し、文書作成
や書式に数字入力などを行って頂きます。

岩手県下閉伊郡山田町大
沢２－１９－１

一般社団法人　山
田町観光協会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡山田町

調理員

1人

当ＮＰＯ法人が管理運営している宿泊施設に宿泊
するお客様へ提供する食事の調理に従事していた
だきます。その他に、宿泊施設館内の清掃業務、
当施設を訪れるお客様への接客業務などもありま
す。主に静峰苑での勤務ですが、シフトにより川

岩手県宮古市鈴久名４－
５－４

特定非営利活動法
人かわい元気社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

生産管理／山田

1人

コネクター用プレス端子加工および金型設計・製
作を主要とした業務を行っております。その内
の、生産管理の担当者を募集します。材料発注・
購入、出庫管理・日報の集計・棚卸その他付随す
る業務を行っていただきます。

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根７－４－１０

株式会社富士工業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

生産管理の経験者
パソコン操作（エクセル・

ワードできる方）

建設機械の整備

1人

建設機械やレンタカーの点検および整備、修理業
務全般に従事していただきます。車の引取りや納
車、洗車も行います。その他、付随する業務をし
ていただきます。中型自動車免許をお持ちでない
方は、入社後取得していただきます。経験者は優

岩手県宮古市大字根市第
２地割字中割目６番１

株式会社　ほくと
う　宮古営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務総合職

2人

大学事務局内における事務業務を行っていただき
ます。（教務、研究支援、入試、学生支援、就職
支援、地域連携、企画、総務、経理、その他、大
学事務局内の事務に関連する業務）＊採用日は平
成３０年４月１日。

岩手県滝沢市巣子１５２
－５２

公立大学法人　岩
手県立大学

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

パソコン操作（ワード、エ
クセル、パワーポイント、

メール等）ができる

薬剤師（下閉伊郡）

1人

調剤・監査・投薬等の店舗業務。給与は経験等に
応じて変動いたしますので、お気軽にご相談くだ
さい。

東京都千代田区丸の内１－
９－２グラントウキョウサ
ウスタワー１０Ｆ

株式会社　ファー
マみらい

岩手県下閉伊郡田野畑村

現場代理人「建設」

1人

現場の管理・監督（公共土木工事等）業務をして
頂きます。公共工事施工管理、工程管理・発注者
との打合わせ事務・現場内の安全管理業務。積算
業務はありません。現場への移動は出社後にして
頂きます。

岩手県久慈市大川目町１
３－１０４－１７

有限会社　十門地
建設

雇用期間の定めなし

現場経験者 岩手県宮古市、他

土木作業員「建設」

3人

土木、建築、公共工事による土木作業の業務をし
て頂きます。河川、道路工事の土木作業・重機の
手元作業・資材の準備、運搬等（４ｔダンプを使
用して資材を運搬します）・現場の片付け等・そ
の他付随する業務

岩手県久慈市大川目町１
３－１０４－１７

有限会社　十門地
建設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

養豚作業員

1人

約１５００頭の養豚業務に従事していただきま
す。餌やり、除糞、豚舎清掃、消毒、繁殖や助産
補助、豚舎の維持修繕等を行います。豚数が２０
００頭に増える予定での増員募集となります。他
飼育員２名おります。

岩手県宮古市老木２９－
５－１

牛伏農場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般事務／保健福祉課

1人

岩泉町役場保健福祉課にて、生活相談窓口の相談
員のシフト作成や伝票処理などの事務をしていた
だきます。生活相談の受付をしていただくことも
あります。業務ではパソコン（ワード・エクセ
ル）を使用します。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字惣畑５９－５

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

パソコン操作（ワード・エ
クセル）を使って文書作

成・印刷・フォームへの入
力ができること

臨床心理士（宮古地区）

1人

宮古地域こころのケアセンターにおいて下記の業
務を行っていただきます。被災者に対する相談・
支援活動、支援者支援、地域内連携促進のコー
ディネート、住民への普及啓発、人材育成・研
修、地域支援に従事していただきます。

岩手県盛岡市内丸１９－
１

学校法人　岩手医
科大学

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

臨床心理士の実務経験をお
持ちの方

岩手県宮古市

社会福祉士（宮古地区）

1人

宮古地域こころのケアセンターにおいて下記の業
務を行っていただきます。被災者に対する相談・
支援活動、支援者支援、地域内連携促進のコー
ディネート、住民への普及啓発、人材育成・研
修、地域支援に従事していただきます。

岩手県盛岡市内丸１９－
１

学校法人　岩手医
科大学

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

社会福祉士の実務経験をお
持ちの方

岩手県宮古市

精神保健福祉士（宮古地
区）

1人

宮古地域こころのケアセンターにおいて下記の業
務を行っていただきます。被災者に対する相談・
支援活動、支援者支援、地域内連携促進のコー
ディネート、住民への普及啓発、人材育成・研
修、地域支援に従事していただきます。

岩手県盛岡市内丸１９－
１

学校法人　岩手医
科大学

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

精神保健福祉士の実務経験
をお持ちの方

岩手県宮古市


