
大型自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 207,000円～276,000円

正社員 不問 01230-19724271
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

132,000円～132,000円

有期雇用派遣 不問 03010-22631271
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

161,000円～184,000円

正社員 59歳以下 03030- 3911171
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
118,449円～137,709円

正社員以外 59歳以下 03030- 3912071
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

129,000円～140,000円 (2) 8時30分～12時30分

正社員 59歳以下 03030- 3914671
中型一種（８ｔ限定）

(1) 7時30分～16時00分
160,000円～180,000円

正社員 59歳以下 03030- 3915571

(1) 8時00分～17時00分
129,600円～183,600円

正社員 18歳～64歳 03030- 3916471
変形（１年単位）
(1) 6時00分～21時00分

143,000円～143,000円 (2)12時00分～21時00分
(3) 6時30分～15時30分

正社員 30歳以下 03030- 3917771
変形（１年単位）
(1) 6時00分～21時00分

129,600円～129,600円 (2)12時00分～21時00分
(3) 6時30分～15時30分

正社員以外 59歳以下 03030- 3918871
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
295,200円～344,400円

正社員 40歳以下 12050- 8728271
普通自動車免許一種

(1) 5時00分～ 7時30分
雇用期間の定めなし 280,000円～300,000円 (2)17時00分～21時00分

正社員 不問 27080-25101871
普通自動車免許一種

(1) 5時00分～ 7時30分
雇用期間の定めなし 280,000円～300,000円 (2)17時00分～21時00分

正社員 不問 27080-25102271
普通自動車免許一種

(1) 7時30分～16時30分
145,000円～176,000円 (2) 9時00分～18時00分

(3)10時00分～19時00分

正社員 59歳以下 03030- 3898771
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 7時30分～16時30分

145,000円～176,000円 (2) 9時00分～18時00分
(3)10時00分～19時00分

正社員 59歳以下 03030- 3900871
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
132,000円～132,000円

正社員 不問 03030- 3905371
普通自動車免許一種 交替制あり

（通勤用）
180,000円～300,000円

正社員 64歳以下 03030- 3908471

(1) 8時00分～16時45分
117,260円～134,890円

正社員以外 不問 03030- 3891971
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし 145,000円～176,000円 (2) 9時00分～18時00分

正社員 59歳以下 03030- 3892171
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
128,000円～150,000円

正社員 40歳以下 03030- 3893071
1

一般事務／宮古

1人

主に建設機械のリースを行っております。お客様
（個人の方や企業の方）対応、リース貸出、返却
の際の重機のチェック（様式あり）売上実績の資
料作成、仕入、売上の伝票処理及びパソコン入
力、電話・来客応対、その他一般事務全般を行っ

岩手県宮古市板屋一丁目
２番７号

株式会社　イブキ
産業

雇用期間の定めなし

パソコン（初級程度） 岩手県宮古市

一般事務

1人

事業所内において、納品書のチェック・請求書の
作成を中心とした事務を担当していただきます。
その他、電話対応・見積書等の作成・パソコン入
力・社用での外出業務もあります。

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根２－４３－６

有限会社　サトー
（ホームワン　サ
トー）

パソコン（ワード・エクセ
ル等）基本操作

岩手県下閉伊郡山田町

用務員／小川小学校

1人

学校訪問者の対応、電話応対、除草、草刈りや清
掃のほか、冬期は駐車場や通路の除雪作業等も
行っていただきます。学校敷地内の環境整備が主
な仕事となります。刈払機の安全衛生教育受講者
は尚可。未受講の場合は雇用期間中に受講してい

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字松橋２１－１

岩泉町教育委員会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

フロント兼サービススタッ
フ

1人

フロント業務、宿泊、会食、法事等利用客の案
内、電話対応予約管理（パソコンで管理します）
会計精算等行っていただきます。フロント業務終
了後、ホールスタッフとして食事処（２０席程
度）での接客や料理の配膳、片付けの他レジ業務

岩手県宮古市築地一丁目
１－３８

浄土ヶ浜海舟　株
式会社

雇用期間の定めなし

パソコン操作(初級程度) 又は 6時00分～22時00分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

ペットグルーマー、ペット
ショップスタッフ

1人

ペットの美容業務、ペットホテルのペットのお世
話、ペットショップでの接客業務、電話応対、顧
客管理、在庫管理、ディスプレイ等も行います。
当ショップでお預かりしているペットの送迎業
務、散歩や食事等のお世話、施設全体の清掃業

岩手県宮古市上鼻二丁目
５－５

株式会社　ＤＯＧ
１ハートフル

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売及び配達

1人

増設される工具売場を主に担当していただきま
す。お客様への商品の説明、商品の陳列、その他
商品の在庫・発注管理など。また、社用車（マ
ニュアル車）での商品の配達も行っていただきま
す。商品管理で簡単なパソコン入力作業がありま

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根２－４３－６

有限会社　サトー
（ホームワン　サ
トー）雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

販売員

1人

店舗内での商品の販売業務となります。レジ業務
やお客様対応、商品の陳列、その他商品の在庫・
発注管理などを行います。商品管理で簡単なパソ
コン入力作業があります。お客様への商品説明や
ご案内もしていただきます。接客が好きな方を希

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根２－４３－６

有限会社　サトー
（ホームワン　サ
トー）雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

寮の管理・賄い（大沢第二
寮）

2人

宿舎の管理業務・入退寮の把握・簡単な事務処理
調理業務・朝夕の食事提供
＊６０歳以上の応募も歓迎します。

堺市堺区出島海岸通２丁
３番２４号

青雲産業　株式会
社

調理経験者 岩手県下閉伊郡山田町

寮の管理・賄い（下条地区
大沢寮）

2人

宿舎の管理業務・入退寮の把握・簡単な事務処理
調理業務・朝夕の食事提供
＊６０歳以上の応募も歓迎します。

堺市堺区出島海岸通２丁
３番２４号

青雲産業　株式会
社

調理経験者 岩手県下閉伊郡山田町

土木作業員

2人

自社は大手ゼネコンの下請けとして安定した仕事
を行っています。主な仕事は、コンクリート製品
の据付・防水（カルバート・防水水槽・擁壁な
ど）です。関東一円・東北地方などを現場として
います。重量物を扱いますので体力を必要とする

千葉県君津市賀恵淵１１
１７－７番地

株式会社　千南興
業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

営業係（フロント及びレス
トラン係等）

1人

セールス活動及びフロント業務としてチェックイ
ン・チェックアウト業務、売店・ラウンジ担当、
電話応対（予約管理・受付）、その他付随する業
務を行っていただきます。レストラン業務として
バイキング朝食・夕食の配膳、宴会場のセッティ

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎１
８－２５－３

休暇村　陸中宮古

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業係（フロント及びレス
トラン係等）／正社員

1人

セールス活動及びフロント業務としてチェックイ
ン・チェックアウト業務、売店・ラウンジ担当、
電話応対（予約管理・受付）、その他付随する業
務を行っていただきます。レストラン業務として
バイキング朝食・夕食の配膳、宴会場のセッティ

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎１
８－２５－３

休暇村　陸中宮古

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

警備員・交通誘導警備員
（正社員／宮古）

5人

各種電話工事や建設工事に伴い、道路において歩
行者や一般車両、工事車両が安全に通行できるよ
うに誘導を行います。また、イベント会場や駐車
場、お祭り等において人や車両の誘導を行ってい
ただきます。入社後は営業所にて当社担当スタッ

岩手県宮古市西ケ丘２丁
目１２番１号

トータルセキュリ
ティー　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

収集車運転及び運搬

2人

収集車を運転して山田町内の事業ごみ、家庭ごみ
を収集し、ごみ処理場までの運搬を行います。ト
ラック（２ｔまたは４ｔ車）を運転し山田町内の
水産会社や市場から海産物を収集し、当事業所で
大型車への積込みを行います。フォークリフト資

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－５１－６

マルヨ産業運送
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

看護助手「看護」

1人

当医院内において、医師の指示のもと、診察介
助、患者さんの呼出し、検査伝票の入力、内視鏡
の洗浄、院内清掃等を行っていただきます。人と
接することが好きな方を歓迎します。パソコン等
の知識は不要です。

岩手県宮古市西町三丁目
３番７号

林整形外科・内科
医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

しいたけ菌床及び製造

2人

しいたけ菌床の製造、しいたけの栽培、出荷業務
を担当していただきます。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
となります。正社員登用制度あり。パート勤務か
ら慣らしながらの仕事ができます。

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

砂利・砂プラント作業員／
松山プラント≪急募≫

1人

松山プラント内での砂利、砂等の生産に関する業
務に従事していただきます。ベルトコンベアーで
運ばれる砂利に含まれているゴミ等の処理、機械
管理、保守点検等を行います。車両系建設機械免
許がある方は、車両の運転等も行います。本社出

岩手県宮古市上鼻二丁目
６番７５号

株式会社　伊藤礦
業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

水産加工（山田町）

3人

派遣先の事業所において、下記の作業を担当して
いただきます。魚を並べる等のライン作業・加工
品の梱包、ラベル貼り、箱詰め作業・その他、上
記に付随する作業。長靴、合羽、手袋支給。


岩手県盛岡市向中野３丁
目１８番２０号　２Ｆ
アクエリアスビル

株式会社　エムア
ンドエム　盛岡営
業所雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

事業所名
求人番号

大型ダンプ運転手（岩手県
下閉伊郡岩泉町）

2人

土木工事現場にて、大型ダンプの運転他を行って
いただきます。
＊週４０時間勤務


北海道札幌市白石区本郷
通５丁目南２番１６号

エヌ・エス工業

大型ダンプ運転経験３年以
上

岩手県下閉伊郡岩泉町

     （9月25日時点の内容です）

　　９月１９日　から　９月２５日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　１０月５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。 

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。 

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９月２８日発行  



看護師又は 交替制あり
准看護師 (1) 8時30分～17時15分

174,624円～262,752円 (2)20時30分～ 9時15分

正社員以外 不問 03030- 3895671

(1) 8時30分～17時15分
125,048円～173,768円

正社員以外 不問 03030- 3896571
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時30分
150,000円～480,000円 (2)17時30分～ 8時30分

正社員 40歳以下 03030- 3897471
大型特殊自動車一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 7時00分～16時00分
雇用期間の定めなし 277,200円～323,400円 (2) 8時00分～17時00分

正社員以外 不問 02060- 3499971
介護福祉士 変形（１ヶ月単位）

(1) 7時30分～16時30分
154,000円～210,000円 (2) 8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

正社員 40歳以下 03030- 3884171
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時30分

181,050円～319,500円

正社員 59歳以下 03030- 3886371
準中型自動車免許 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
184,800円～231,000円

正社員以外 64歳以下 03030- 3887671

(1) 8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 184,000円～230,000円

正社員 不問 01230-19234271
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
145,000円～160,000円

正社員 64歳以下 03030- 3878371
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時30分～17時00分

135,000円～150,000円

正社員 45歳以下 03030- 3879671
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時30分～17時00分

135,000円～150,000円

正社員 45歳以下 03030- 3880771

(1)10時30分～18時00分
123,825円～123,825円

正社員以外 59歳以下 03030- 3882271

2

看護師「看護」

1人

当病院内において、看護業務全般に従事していた
だきます。医師の指示に基づいて、病棟（５０
床）での診療介助並びに必要な医療処置、その他
付随する院内業務を行っていただきます。平成３
０年１月１日から採用予定です。

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）

岩手県下閉伊郡山田町

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

薬剤部補助

1人

薬剤業務に従事していただきます。薬剤師の補助
業務全般。処方箋に基づき薬の仕訳、処方箋管
理、ＰＣデータ入力等。外出用務の際は社用車を
使用します。経験ない方でも指導しますので安心
してご応募下さい。日・当直勤務（電話受付・院

岩手県宮古市保久田８－
３７

特定医療法人　弘
慈会　宮古第一病
院雇用期間の定めなし

パソコン操作が出来る方 岩手県宮古市

大型ダンプ運転手

1人

○土木工事に係る大型ダンプの運転業務
＊採石・残土の運搬工
現場での土木作業はありません。


青森県五所川原市大字沖
飯詰字鴻ノ巣２８３

株式会社　荒井興
業

大型ダンプ運転経験
［年数不問］

岩手県宮古市

介護福祉士「介護」

1人

入院患者（１病棟４０名位）の食事、入浴、トイ
レ介助などの支援を行います。各病棟には１０～
１５名の介護士がおります。他の職種と共働で患
者さんの身体機能障害からの回復を図ります。シ
フトでの勤務となります。

岩手県宮古市保久田８－
３７

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

塗装工（見習い可）／宮古
≪急募≫

2人

一般住宅や集合住宅の塗装工事をおこないます。
コンプレッサー（エアスプレー）やエアレススプ
レーを使用して屋根や外壁を塗る作業です。現場
等へは、原則として社用車を使用し、乗合いで移
動します。盛岡・仙台へ１週間程の出張をお願い

岩手県宮古市大字田鎖１
２－１０－５

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

土木作業員「建設」

2人

山田町内及び宮古市内・釜石市内の当社受注工事
現場において、土砂の運搬（４ｔ車）など土木作
業全般及び、免許のある方はダンプ・建設機械運
転業務に従事していただきます。大型自動車第一
種免許・大型特殊免許・車両系建設機械等の資格

岩手県下閉伊郡山田町石
峠４－３７－１０

吉川建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

土木作業経験「建設」
岩手県下閉伊郡山田町

(H29.3.12以降免許取得
の方)

土木作業員（岩手県下閉伊
郡岩泉町）

2人

復興関連工事に伴う一般土木作業全般。
＊週４０時間勤務



北海道札幌市豊平区平岸
４条７丁目１１番７号

株式会社　ジェイ
エムシー


 岩手県下閉伊郡岩泉町

製造全般（ロール作業並び
にプレス工）≪急募≫

1人

工業用ゴム材料のロール作業とプレス工に従事し
ていただきます。ロール練り作業が中心となりま
す。未経験の方でも指導いたしますので、すぐに
現場作業に参加できます。体力を使う仕事になり
ます。

岩手県宮古市刈屋１４－
５２－１

株式会社　オー
レックス　岩手工
場雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

セレモニースタッフ

2人

本社ではお客様とセレモニーの打ち合わせなど行
います。場合によりご自宅に訪問し打合せもあり
ます。ホールではセレモニーを行う為の準備、進
行、参列者の誘導、ご家族と打合せなどを行いま
す。本社３名、やすらぎホール２名の社員がおり

岩手県宮古市板屋二丁目
７－２１

合同会社　さかき
仏具葬儀社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般事務（本社・やすらぎ
ホール）

2人

葬儀依頼受付（電話、来客対応）パソコンを使用
して葬儀の日程表、見積書、請求書作成、清掃等
になります。やすらぎホールでは、上記仕事の他
に葬儀終了後ホール片付けがあります。本社まで
葬儀に必要な物を取りに行って頂く事もあります

岩手県宮古市板屋二丁目
７－２１

合同会社　さかき
仏具葬儀社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員《急募》

1人

紳士服、婦人服、子供服、肌着、寝具等を総合的
に接客販売していただきます。その他、レジ作
業、商品の陳列、商品の整理、各売場の在庫管
理、店内の清掃等の業務を行っていただきます。
お客様と笑顔で接することが出来る方、お待ちし

岩手県宮古市末広町２－
８

有限会社　高幸洋
品店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市


