
登録販売者（医薬品） 交替制あり

雇用期間の定めなし 175,000円～305,000円

正社員 59歳以下 01240- 2979281
薬剤師 交替制あり

(1) 9時00分～16時00分
315,000円～315,000円 (2)10時00分～17時00分

正社員以外 不問 01240- 3119581
栄養士 交替制あり

(1) 5時30分～14時30分
132,000円～165,000円 (2)11時00分～20時00分

正社員以外 不問 03010- 3497881
調理師 交替制あり

(1) 5時30分～14時30分
132,000円～165,000円 (2)11時00分～20時00分

正社員以外 不問 03010- 3501881
交替制あり
(1) 5時30分～14時30分

125,400円～128,700円 (2)10時30分～19時30分

正社員以外 不問 03010- 3502281
調理師 交替制あり

(1) 6時00分～15時00分
132,000円～165,000円 (2)11時00分～19時30分

正社員以外 不問 03010- 3503181
交替制あり
(1) 6時00分～15時00分

125,400円～128,700円 (2)11時00分～19時30分

正社員以外 不問 03010- 3505381
栄養士 交替制あり

(1) 5時00分～14時00分
132,000円～165,000円 (2)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03010- 3507981
調理師 交替制あり

(1) 5時00分～14時00分
132,000円～165,000円 (2)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03010- 3510281
交替制あり
(1) 5時00分～14時00分

125,400円～128,700円 (2) 9時00分～18時00分
(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03010- 3511181
栄養士 交替制あり

(1) 5時50分～14時50分
132,000円～165,000円 (2)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03010- 3513381
調理師 交替制あり

(1) 5時50分～14時50分
132,000円～165,000円 (2)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03010- 3514681
交替制あり
(1) 5時50分～14時50分

125,400円～128,700円 (2)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03010- 3515981
栄養士 交替制あり

(1) 5時50分～14時50分
132,000円～165,000円 (2)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03010- 3516581
調理師 交替制あり

(1) 5時50分～14時50分
132,000円～165,000円 (2)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03010- 3517481
電気主任技術者３種
普通自動車免許一種 (1) 8時30分～17時20分
（ＡＴ限定不可） 209,200円～285,000円

正社員 59歳以下 03010- 3549681
交替制あり
(1) 8時00分～17時00分

134,400円～142,800円 (2)20時00分～ 5時00分

有期雇用派遣 不問 03010- 3672781
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時30分
140,000円～170,000円

正社員 45歳以下 03030-  689781
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
135,000円～168,000円 (2) 9時00分～18時00分

(3) 7時00分～16時00分

正社員 64歳以下 03030-  690081
1

介護職員「介護」

1人

地域密着型特別養護老人ホームと併設ショートス
テイ利用者の介護を担当していただきます。入
浴、食事、排泄、更衣、口腔ケア、レクリエー
ション、アクテイビテイー、看取り介護、認知症
ケア、施設内環境整備、見守り、利用者・家族へ

岩手県下閉伊郡田野畑村
奥地１３番地

社会福祉法人　山
栄会　特別養護老
人ホーム　リアス
倶楽部

雇用期間の定めなし

老人介護の経験者
又は 7時00分～22時00分の
間の8時間

岩手県下閉伊郡田野畑村

生活支援員／ワークハウス
アトリエＳＵＮ≪急募≫

1人

知的・精神障がい者の就労継続支援施設で、菓子
製造・手芸品製作・清掃作業等の作業補助及び職
場規律等の指導を行い、社会的自立を支援する仕
事です。生産活動の作業補助は主に菓子製造とな
ります。又、利用者の日々の様子をパソコンに記

岩手県宮古市保久田３－
２１

特定非営利活動法
人　宮古地区いき
いきワーキングセ
ンター

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード・エ
クセル）できる方

岩手県宮古市

生産業務補助（宮古市）

2人

派遣先事業所において下記の業務を行っていただ
きます。原材料をフォークリフトで運搬・生産で
発生するスクラップ品（金属くず）の回収・梱包
材が入荷した際に所定の場所までの運搬、棚入
れ・完成品の梱包業務。

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

月以上）

岩手県宮古市

自家用電気工作物の保安業
務（県内９事業所）

2人

自家用電気工作物の保安業務（契約事業場の保守
点検・試験）を行う。自家用電気工作物の工事維
持・運用に係る実務を４年以上経験しているこ
と。資格取得前の経験は１／２に換算（８年）。
実務経験の証明取得が可能な方。

岩手県盛岡市向中野二丁
目１４番２１号

一般財団法人　東
北電気保安協会
岩手事業本部雇用期間の定めなし

電気主任技術者の資格を有
し４年以上の保安に関する

実務経験がある事 岩手県盛宮古市、他

調理師（山田町）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと利用者
様への食事提供業務。調理、盛付、食器洗浄な
ど。利用者数：１２０名程度＊雇用について１年
毎の契約更新あり（但し、勤務内容に問題がない
限り）

岩手県盛岡市大通３丁目
３番１０号　七十七日生
盛岡ビル　９階

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

栄養士（山田町）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと利用者
様への食事提供業務。帳票、献立作成、栄養管理
業務全般。調理、盛付、食器洗浄など。利用者
数：１２０名程度＊雇用について１年毎の契約更
新あり（但し、勤務内容に問題がない限り）

岩手県盛岡市大通３丁目
３番１０号　七十七日生
盛岡ビル　９階

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店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（宮古市）

1人

入居者様への食事提供業務。調理・盛付・食器洗
浄などを担当していただきます。入所者数＝１０
０名程度＊雇用について１年毎の契約更新有り
（但し、勤務内容に問題が無い限り）

岩手県盛岡市大通３丁目３
番１０号　七十七日生盛岡
ビル　９階

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上） 岩手県宮古市

調理師（宮古市）

1人

入居者様への食事提供業務。調理・盛付・食器洗
浄などを担当していただきます。入所者数＝１０
０名程度雇用について１年毎の契約更新有り（但
し、勤務内容に問題が無い限り）

岩手県盛岡市大通３丁目３
番１０号　七十七日生盛岡
ビル　９階

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上） 岩手県宮古市

栄養士（宮古市）

1人

入居者様への食事提供業務。調理・盛付・食器洗
浄・献立・帳票作成。栄養管理業務全般。入所者
数＝１００名程度＊雇用について１年毎の契約更
新有り（但し、勤務内容に問題が無い限り）

岩手県盛岡市大通３丁目
３番１０号　七十七日生
盛岡ビル　９階

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

調理員（宮古市）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと入所者
様への食事提供業務。調理、盛付、食器洗浄など
厨房内業務全般。入所者数：６５名程度＊雇用に
ついて１年毎に契約更新有り（但し、勤務内容に
問題が無い限り）

岩手県盛岡市大通３丁目
３番１０号　七十七日生
盛岡ビル　９階

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

調理師（宮古市）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと入所者
様への食事提供業務。調理、盛付、食器洗浄など
厨房内業務全般。入所者数：６５名程度＊雇用に
ついて１年毎に契約更新有り（但し、勤務内容に
問題が無い限り）

岩手県盛岡市大通３丁目
３番１０号　七十七日生
盛岡ビル　９階

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

栄養士（宮古市）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと入所者
様への食事提供業務。帳票、献立作成、栄養管理
業務全般。入所者数：６５名程度＊雇用について
１年毎の契約更新あり（但し、勤務内容に問題が
ない限り）

岩手県盛岡市大通３丁目
３番１０号　七十七日生
盛岡ビル　９階

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

調理員（宮古市）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと入居者
様への食事提供業務。調理・盛付・食器洗浄など
。入所者数：２５名程度＊雇用について１年毎の
契約更新有り（但し、勤務内容に問題が無い限
り）

岩手県盛岡市大通３丁目
３番１０号　七十七日生
盛岡ビル　９階

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

調理師（宮古市）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと入居者
様への食事提供業務。調理・盛付・食器洗浄など
。入所者数：２５名程度＊雇用について１年毎の
契約更新有り（但し、勤務内容に問題が無い限
り）

岩手県盛岡市大通３丁目
３番１０号　七十七日生
盛岡ビル　９階

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

調理員（宮古市）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと入院患
者様への食事提供業務。調理、盛付、食事洗浄な
ど厨房内業務全般。入院患者数：８０名程度＊雇
用について１年毎の契約更新あり（但し、勤務内
容に問題が無い限り）≪急募≫

岩手県盛岡市大通３丁目
３番１０号　七十七日生
盛岡ビル　９階

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

調理師（宮古市）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと入院患
者様への食事提供業務。調理、盛付、食器洗浄な
ど厨房業務全般。入院患者数：８０名程度＊雇用
について１年毎の契約更新あり（但し、勤務内容
に問題が無い限り）≪急募≫

岩手県盛岡市大通３丁目
３番１０号　七十七日生
盛岡ビル　９階

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

栄養士（宮古市）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと入院患
者様への食事供業務。献立、帳票作成、栄養管理
業務全般。入院患者数：８０名様程度＊雇用につ
いて１年毎の更新あり（但し、勤務内容に問題が
無い限り）≪急募≫

岩手県盛岡市大通３丁目
３番１０号　七十七日生
盛岡ビル　９階

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

（パ）調剤薬剤師（宮古中
央店）

2人

調剤薬局における調剤業務全般。第１類医薬品販
売業務に従事していただきます。

札幌市東区北２４条東２
０丁目１番２１号

株式会社　ツルハ
（ツルハドラッ
グ）雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満） 又は 9時00分～17時00分の
間の6時間程度

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

登録販売者（宮古市、紫波
町、盛岡市）

1人

ドラッグストアにおける医薬品・日用品等の接客
販売、商品管理などの業務全般に従事していただ
きます。登録販売者の資格を有する者に限る。

札幌市東区北２４条東２
０丁目１番２１号

株式会社　ツルハ
（ツルハドラッ
グ）

又は 8時30分～23時00分の
間の8時間程度

岩手県宮古市、他

     （2月8日時点の内容です）

　　２月５日　から　２月８日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　２月２２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３０年２月１５日発行  



(1) 8時50分～17時35分
122,816円～122,816円

正社員以外 不問 03030-  692681
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
建築士１級又は２級 (1) 9時00分～17時30分

施工管理技士1級又は2級 160,000円～400,000円
(取得見込可)

正社員 59歳以下 03030-  693981
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時00分
雇用期間の定めなし 198,800円～198,800円 (2)16時30分～ 0時30分

正社員 40歳以下 03030-  694581
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時45分～17時45分
160,000円～212,000円 (2)10時45分～19時45分

(3)12時15分～21時15分

正社員 35歳以下 15070- 1454081

(1) 8時00分～17時00分
220,000円～320,000円

正社員以外 不問 03010- 3077581
普通自動車免許一種

簿記検定（日商３級） (1) 8時00分～17時00分
176,000円～176,000円

有期雇用派遣 不問 03010- 3085481
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時15分
198,000円～500,000円

正社員 33歳以下 03010- 3178081
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時30分
200,000円～200,000円 (2)17時00分～ 0時30分

正社員 18歳～34歳 03010- 3248281
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
187,050円～187,050円

正社員以外 不問 03030-  669681
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-  671781
普通自動車免許一種

(通勤用) (1)12時00分～21時00分
146,600円～146,600円

正社員以外 不問 03030-  673281
普通自動車免許一種

(通勤用) (1) 8時00分～17時30分
143,900円～180,800円

正社員以外 不問 03030-  675081
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分

181,600円～231,700円 (2) 8時30分～12時30分

正社員 59歳以下 03030-  681281
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(通勤用) (1) 8時00分～17時00分
介護福祉士 175,160円～175,160円 (2) 9時00分～18時00分

(3)10時00分～19時00分

正社員 不問 03030-  682181
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00分

145,000円～145,000円 (2) 9時00分～18時00分

正社員 30歳以下 03030-  683081
普通自動車免許一種 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
180,180円～207,900円

正社員以外 59歳以下 03100-  402881
車両系基礎工事用運転 変形（１年単位）
大型特殊自動車一種 (1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 配管技能士（２級） 175,560円～254,100円 (2) 8時00分～16時30分
普通自動車免許一種

正社員 不問 03100-  428281
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1)12時00分～22時00分
250,000円～350,000円

正社員 59歳以下 04011-  706181
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(ペーパードライバー不可) (1)10時00分～19時00分
225,000円～275,000円

正社員 不問 13010-15515081
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(ペーパードライバー不可) (1)10時00分～19時00分
250,000円～270,000円

正社員 不問 13010-15517681
建築士１級又は２級 変形（１年単位）
普通自動車免許一種 (1)10時00分～19時00分

(ペーパードライバー不可) 305,000円～445,000円

正社員 不問 13010-15519581
2

〈急募〉宮古営業所／設計
監理者

2人

自社受注住宅の設計監理（営業とお客様を訪問し
住宅のプランニング、設計のまとめ、積算チェッ
ク、施工現場の法的チェック等）を行います。全
てマニュアルが完備されていますので、未経験者
の方もご安心ください。中途入社によるハンデは

東京都千代田区九段南２
－３－１
青葉第１ビル２階

アエラホーム株式
会社

雇用期間の定めなし

パソコン(ワード・エクセ
ル・メール)操作できる方

岩手県宮古市

急募 宮古営業所/支店事務
(ハウスコーディネーター)

2人

主業務はハウスアドバイザーのサポート業務（プ
ラン、見積作成、商談記録作成、融資立合等）・
施工管理サポート業務（お客様との仕様打合せ、
修正図面作成、公的書類届出等）他、モデルハウ
スでの受付やお子様対応等、支店の庶務的な業務

東京都千代田区九段南２
－３－１
青葉第１ビル２階

アエラホーム株式
会社

雇用期間の定めなし

パソコン(ワード・エクセ
ル・メール)操作できる方

岩手県宮古市

〈急募〉宮古店／ハウスア
ドバイザー（営業）

2人

モデルハウスにお越しいただいたお客様に対する
営業業務です。高品質、超省コスト、圧倒的な商
品力を誇るアエラホームの販売を行っていただき
ます。当社が独自開発をしたマニュアル＆ツール
を使用することで、未経験者の皆さんでも容易に

東京都千代田区九段南２
－３－１
青葉第１ビル２階

アエラホーム株式
会社

雇用期間の定めなし

パソコン(ワード・エクセ
ル・メール)操作できる方

岩手県宮古市

土木作業員、型枠大工、重
機オペレーター、配管工

1人

主に久慈管内の土木、建築等の現場作業に従事し
ていただきます。【主な業務内容】土木工事作
業・土砂の掘削や積み込み、埋め戻し・重機オペ
レーター及び大型車両などの運転など。

岩手県久慈市山形町川井
８－１５－７

プレステック　株
式会社

岩手県宮古市、他

（まるまつ宮古店）店長・
店長候補

1人

入社後、店舗業務からスタートし、接客・調理の
基本作業を覚えます。店舗業務をマスターした
後、店舗の指導と運営に関わる店長として仕事を
していきます。店長経験後は、複数店舗の管理、
指導と運営をします。又能力、適正に応じて、本

宮城県富谷市成田９丁目
２－９

株式会社　カルラ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

重機オペレーター「建設」

3人

土木工事現場での重機運転手。バックホー等を運
転し、掘削、積込み作業、現場の状況により、土
木作業等にも従事。現場は、久慈管内及び下閉伊
郡となります。（主に久慈管内となりますが、田
野畑周辺・宮古管内となる場合もあります。）

岩手県久慈市夏井町鳥谷
８－５０－５

株式会社　正栄

雇用期間の定めなし

土木工事経験者 岩手県下閉伊郡田野畑村、他

石油類販売

2人

ガソリンスタンドでの業務に従事していただきま
す。主に給油、オイル交換、タイヤ交換、パンク
修理、洗車、灯油配達の仕事となります。配達は
主に町内（１０ｋｍ以内の範囲）です。入社後、
危険物の資格取得に向けて取り組んでいただきま

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字三本松１９－２

株式会社　協栄商
会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

岩手県宮古市

介護職員／正職員「介護」

1人

入所者の介護業務となります。入所者（１００
名）の身の回りのお世話・食事・入浴・排せつ・
移動などの介助、リネン交換・掃除・洗濯などの
手助けを行っていただきます。夜勤は６名体制で
行っています。

岩手県下閉伊郡山田町山
田１６－９－１０

社会福祉法人　正
受会　特別養護老
人ホーム平安荘雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

臨時加工員（赤前工場）

5人

主にイサダの箱詰め作業を担当していただきま
す。赤前工場ではイサダを機械により洗浄し、高
温乾燥処理を行っております。その後、検品作業
を行い、検品されたイサダを注文に応じてパッキ
ングや箱詰めをしていただきます。また、イサダ

岩手県下閉伊郡山田町境
田町２－１

株式会社　川秀

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

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

生コン車運転手≪急募≫

1人

生コン車の運転をしていただきます。現場は宮古
市内または山田町内がメインとなります。生コン
車未経験の方は、研修を予定しており、経験者が
同乗いたします。毎年１月１日からの１年更新、
正社員登用制度あり。

岩手県宮古市大字津軽石
第１０地割字向川原３５
－３７

岩手三八五流通株
式会社宮古支店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

大型運転経験 岩手県宮古市、他

ホール係（宮古市）

1人

パチンコ・スロット店での接客サービス・ホール
業務全般・お客様対応、ご案内・ホール内巡回、
遊技台管理・デリバリーサービス（タバコ、
ジュースなど）・灰皿交換、清掃等。業務で車を
運転する場合があります。≪急募≫

岩手県盛岡市緑が丘４－
１－５０

株式会社　新栄

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業員（宮古出張所）

1人

当社取扱商品のルート販売営業（社用車によ
る）・現場打合せ・商品取付のための実測・見積
書作成・商品手配、納品管理・受注後の現場管
理、工程管理等。盛岡統括営業所他営業所、出張
所のいずれかの勤務となります（各営業所、出張

岩手県盛岡市向中野２－
２－２０【郵送先指定あ
り】

三和シャッター工
業株式会社　東日
本事業本部東北
盛岡統括営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

経理事務（宮古市）

1人

派遣先事業所において、下記の業務を行っていた
だきます。未払い金計上、請求情報入力、振替伝
票処理、小口現金管理、口座管理、ネットバンキ
ング対応、振込対応、入金処理、電話・来客対
応・その他指示された業務。

岩手県盛岡市大通３丁目
３番１０号　七十七日生
盛岡ビル　９階

テンプスタッフ・
カメイ　株式会社
盛岡オフィス雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県宮古市

ＣＡＤオペレーター（経験
者）

2人

建設現場でのＣＡＤオペレーター。ＣＡＤによる
図面の作成、修正・ワード、エクセルでの書類作
成、ファイリング。Ｖ－ｎａｓ、ＡｕｔｏＣＡＤ
経験者優遇。宿舎費本人負担なし。赴任・帰任旅
費、その他支援制度あり（会社規定による）

岩手県盛岡市東仙北２丁
目３番８号　東仙北ハイ
ツＢ－１２

株式会社　クリエ
イトワークス　盛
岡営業所雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市、他

CAD(建設系)実務経験者
PC操作(Word·Excel)
建設会社での実務経験

カウンター及びホールス
タッフ

3人

パチンコ、スロット店のカウンタースタッフ及び
ホールスタッフとして、お客様に快適に遊戯をし
ていただくためのサービスを提供する仕事です。
管理者候補としての採用となります。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中家２６－１

株式会社　ジェッ
ク

岩手県下閉伊郡岩泉町

販売・店舗運営職（リー
ジョナル社員）

2人

ホームセンターでの接客、販売、売場づくり、商
品管理、店長代行業務などの仕事です。生活用品
から建築・農業用品まで、幅広い品揃えで、お客
様の層も広く、得意分野とやりがいを見つけやす
い仕事です。各種研修、商品知識勉強会、資格取

新潟市南区清水４５０１
番地１

株式会社コメリ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

設計管理業務「建設」≪急
募≫

1人

一戸建住宅の建築について施工主とのプラン・仕
様・追加工事などの打合せ、調整。施工業者見積
の調整、施工業者との打合せ、各工程の確認、完
成引渡しの立合い。その他関係官庁への申請業務
などを行います。

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎１
１地割１６－１９

フェニーチェホー
ム南洋　株式会社

雇用期間の定めなし

パソコン、ＣＡＤ操作が出
来る方

岩手県宮古市

窓口事務

1人

郵便局窓口にて、切手・はがき・収入印紙の販
売、郵便物・ゆうパックの引受を担当します。
６ヶ月～１年程度の経験を積み本人の習熟度合を
考慮した上で金融窓口業務にもつきます。正社員
登用制度あり。

岩手県宮古市磯鶏沖８－
１８

日本郵便株式会社
磯鶏郵便局

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

公立小中学校事務／期限付
臨時職員

10人

宮古教育事務所管内の各小中学校において、学校
職員の給与事務、旅費事務、市町村費予算の支出
事務、学校集金事務、来客受付、応対や学校に届
く文書の収受事務などを行います。勤務時間は配
属される学校によって異なりますが概ね８：００

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）

パソコン基本操作（ワー
ド・エクセル等）

岩手県下閉伊郡山田町、他

医療事務

1人

医療事務に係る業務を行っていただきます。窓口
での患者様との対応（受付・精算等）、電話対
応、レセプト入力業務、その他付随する業務を行
います。主に薬剤部門においての業務となり、上
記仕事内容の他、調剤補助も行います。

岩手県宮古市大通一丁目
３－２４

後藤泌尿器科皮膚
科医院

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード・エ
クセル）可能な方



普通自動車免許一種 変形（１年単位）
(ペーパードライバー不可) (1)10時00分～19時00分

270,000円～360,000円

正社員 不問 13010-15528481
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
雇用期間の定めなし 148,000円～198,000円

正社員 64歳以下 03010- 3695981
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 328,261円～526,277円

正社員 不問 03010- 3732681
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 328,261円～526,277円

正社員 不問 03010- 3751481
介護支援専門員
(取得見込可) (1) 8時30分～17時30分

普通自動車免許一種 172,600円～223,800円

正社員 59歳以下 03030-  697881
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30分

138,600円～277,200円

正社員 64歳以下 03030-  700781

(1) 9時30分～18時30分
125,550円～125,550円 (2)10時30分～19時30分

正社員以外 不問 03030-  702281
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～16時45分
125,644円～125,644円

正社員以外 不問 03030-  703181

(1) 8時30分～17時15分
125,644円～125,644円

正社員以外 不問 03030-  704081
大型自動車免許二種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
199,000円～232,600円

正社員 59歳以下 03030-  712081
大型特殊自動車一種 変形（１年単位）

(1) 6時00分～15時00分
217,600円～254,600円 (2) 7時00分～16時00分

(3) 8時00分～17時00分

正社員 59歳以下 03030-  713381
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時00分
200,000円～250,000円

正社員 40歳以下 03030-  715981
普通自動車免許一種

(1) 9時00分～17時00分
200,000円～300,000円

正社員以外 不問 03030-  717481
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時30分～17時15分

133,212円～133,212円

正社員以外 不問 03030-  719881
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～18時00分

150,000円～160,000円

正社員以外 不問 04010-10880881
変形（１ヶ月単位）
(1) 9時00分～18時00分

150,000円～160,000円

正社員以外 不問 04010-11100081
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分

150,000円～160,000円

正社員以外 不問 04010-11101381

(1) 9時00分～17時15分
123,800円～143,400円

正社員以外 不問 03010- 3909181

(1) 8時00分～17時00分
176,000円～176,000円

有期雇用派遣 不問 03010- 3949881
介護職員初任者研修 変形（１ヶ月単位）

又は介護福祉士 (1) 7時00分～16時00分
雇用期間の定めなし 普通自動車免許一種 143,000円～161,000円 (2) 8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分
正社員 不問 03030-  720181

介護職員初任者研修
普通自動車免許一種

160,000円～200,000円

正社員 不問 03030-  723681
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

130,000円～150,000円

正社員 35歳以下 03030-  725581
3

営業販売員

1人

営業販売を担当していただきます。主に一般企
業、官公庁、学校などを訪問し、事務用品、教材
全般、教科書、消耗品、楽器等の注文、販売、集
金を行います。営業エリアは下閉伊管内となりま
す。移動は社用車使用となり、慣れるまでは担当

岩手県宮古市新町２番１
４号

株式会社　小成

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員「介護」

1人

グループホームゆうゆう八木沢において介護業務
全般を行っていただきます。食事、入浴、排泄支
援、見守り、介助、レクリエーション、通院同
行、簡単な食事作り等に従事していただきます。

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

岩手県宮古市

ホームヘルパー(正社員/地
域ヘルパー)「介護」急募

1人

市内に住む利用者様のご家庭を訪問し、食事・入
浴・排せつの介助や、炊事・掃除・洗濯といった
日常生活の手助けなど家事及び身体介護のサービ
スを提供します。１日に対応する利用者は平均６
人程です。訪問の際は自家用車を使用して頂きま

岩手県宮古市田鎖３－８ 株式会社　みやこ
ケアセンターみや
こ雇用期間の定めなし

又は 6時00分～19時00分の
間の8時間

岩手県宮古市

一般事務（宮古市）

1人

派遣先事業所において以下の業務を担当していた
だきます。≪総務・経理事務≫未払い金計上、請
求情報入力、振替伝票処理、小口現金管理・口座
管理、ネットバンキング対応、振込対応

岩手県盛岡市盛岡駅西通２
丁目９－１　マリオス　１
５Ｆ

マンパワーグルー
プ　株式会社　盛
岡支店雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満） ワード・エクセルの基本操
作ができる方 岩手県宮古市

一般事務（宮古市）

1人

岩手県信用保証協会宮古支所において、下記の業
務を行っていただきます。現預金出納および付随
する簡易な経理業務・パソコンによるデータ入力
業務（決算書入力他）・来客接客業務

岩手県盛岡市長田町６番
２号

岩手県信用保証協
会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） パソコン操作（ワード・エ

クセル）
岩手県宮古市

＜急募＞宮古営業所／施工
監理者（現場監督）

3人

木造在来住宅の施工管理業務。安全・品質・工程
の管理業務、お施主様の対応も行います。当社が
開発した進捗システムに基づき、写真やツールを
使用して現場管理を行って頂きます。中途入社に
よるハンデは一切ありません。一級・二級建築士

東京都千代田区九段南２
－３－１
青葉第１ビル２階

アエラホーム株式
会社

雇用期間の定めなし

パソコン(ワード・エクセ
ル・メール)操作できる方

岩手県宮古市

福祉用具選定相談員（宮
古）

1人

福祉用具の選定、販売、住宅改修、レンタルに係
る営業、介護用品の販売。営業エリアは宮古市近
郊。施設・個人宅などを訪問します。社用車（ワ
ンボックス）を使用。福祉関係・介護関係のお仕

岩手県盛岡市上ノ橋町８
－８

第一商事　株式会
社

岩手県宮古市

建築施工管理「建設」

3人

工事竣工まで、現場管理をするお仕事です。主に
ゼネコン１次２次下請け工事の建築現場施工管理
になります。（お仕事の内容）現場管理、写真管
理、業者等の打ち合わせ、安全管理、書類作成、

岩手県盛岡市本宮３丁目
３－２０

株式会社　ナス
キー　盛岡営業所

岩手県宮古市、他

施工管理経験がある方
ご経験が浅い方もご相談く

ださい

土木施工管理「建設」

3人

工事竣工まで、現場管理をするお仕事です。主に
ゼネコン１次２次下請け工事の土木現場施工管理
になります。（お仕事の内容）現場管理、測量、
丁張り、写真管理、業者等の打ち合わせ、安全管

岩手県盛岡市本宮３丁目
３－２０

株式会社　ナス
キー　盛岡営業所

岩手県宮古市、他

施工管理経験がある方
ご経験が浅い方もご相談く

ださい

相談員「介護」

1人

介護に関する相談に応じたり、サロン事業の支援
を行います。また、ケアプラン等の作成や、公用
車を使用しての利用者宅への家庭訪問などを行い
ます。その他、必要に応じ、指示された業務に従
事します。雇用開始日：平成３０年４月１日

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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

木造大工（見習い可）「建
設」

1人

木造住宅の新築に関わる大工工事や住宅の増改築
の仕事になります。住宅新築、増改築の際の基礎
工事、また現場内での清掃作業や２トン車・軽ト
ラ車による材料の運搬などをしていただきます。
経験者であれば尚可です。経験がなくても、見習

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中野４５－１１

有限会社　佐藤工
務店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

販売（シフト勤務）≪急募
≫

1人

店内においてスポーツ用品の販売を行っていただ
きます。お客様の対応、商品説明、レジ業務、電
話対応。また商品陳列や補充、品出し、伝票入
力、清掃なども行っていただきます。

岩手県宮古市長町１丁目
６－２２

株式会社　ヴィクト
リア　ネクサスカン
パニー　タケダス
ポーツ　宮古店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 又は 9時30分～19時30分の

間の6時間以上
岩手県宮古市

学校校務員（期限付臨時職
員）

4人

校舎内外の清掃、環境整備等、施設や設備の管理
と補修、草取り、除雪、ごみの処理、消耗品の交
換と管理、学校諸行事の準備など、校内の雑務を
担当していただきます。月に数回山田町役場まで
書類提出があり、その際自家用車を使用すること

岩手県下閉伊郡山田町八
幡町３－２０

山田町役場

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

一般事務補助／建設課（期
限付臨時職員）

1人

当町役場建設課勤務になります。各種資料整理、
パソコンを使用してのデータ入力作業、建設課に
て行う事務補助等が主な業務内容となります。そ
の他、電話及び来客対応をしていただきます。

岩手県下閉伊郡山田町八
幡町３－２０

山田町役場

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）操作が出来ること
岩手県下閉伊郡山田町

バス運転手

2人

町民バス（路線バス）や貸切バスの運転業務を行
います。町民バスは中型、貸切バスは主にマイク
ロバスの運転となります。その他日々の業務とし
て、バスの点検、運転日報、洗車などの付随業務
も行っていただきます。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中家１２番地１

岩泉自動車運輸
株式会社

雇用期間の定めなし

又は 5時30分～21時00分の
間の7時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

ダンプ及び貨物自動車運転
手

3人

各工事現場において、大型ダンプ（１０ｔ車）の
運転業務に従事していただきます。主に土砂、砕
石等の運搬となります。また大型貨物自動車（１
２ｔ車）の運転業務にも従事していただきます。
主に北上市へチップの運搬となります。その他

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中家１２番地１

岩泉自動車運輸
株式会社

雇用期間の定めなし

又は 5時30分～20時00分の
間の7時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

ルート営業

1人

中国産石材販売のルート営業を行っていただきま
す。ルートエリアは主に岩手、秋田、青森県の石
材店などになります。状況によっては宿泊を伴う
場合もあります。また業務の報告や、図面やり取
りでｉｐａｄと携帯電話を使用します。研修終了

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
７地割１０－８

いずみ産業株式会
社東北宮古営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

保険営業

3人

自動車保険・火災保険をはじめとする損害保険、
医療保険・終身保険等の生命保険の営業を行って
いただきます。約１ヶ月間の研修があり、研修期
間中の交通費、宿泊費等は当社負担となります。
将来は保険代理店の従業員になることを前提とし

岩手県宮古市大通４－４
－２２　朝日生命宮古ビ
ル３Ｆ

損害保険ジャパン
日本興亜株式会社
岩手支店　三陸支
社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

運転技士兼事務員／教育委
員会総務課

1人

宮古市教育委員会事務局総務課に勤務となりま
す。本庁舎、県合同庁舎等への文書配送や事務連
絡、公用車の保守管理、県内外出張時の運転業務
その他付随する業務となります。その他職員から
の指示で、市内小中学校への文書等の発送及び収

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）

岩手県宮古市

医療事務［宮古市］

2人

調剤薬局における業務全般・調剤薬局における医
療事務・処方箋や医薬品に関する受付、会計業
務・レセプトコンピューターによる請求事務・そ
の他、付随する業務。１年毎契約更新（基準日：
５月１日）正社員登用制度あり。

宮城県仙台市青葉区一番
町１丁目９－１　仙台ト
ラストタワー２４階

株式会社　アイン
ファーマシーズ
東北支店　［アイ
ン薬局］

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

医療事務［下閉伊郡岩泉
町］

1人

調剤薬局における業務全般・調剤薬局における医
療事務・処方箋や医薬品に関する受付、会計業
務・レセプトコンピューターによる請求事務・そ
の他、付随する業務。１年毎契約更新（基準日：
５月１日）正社員登用制度あり。

宮城県仙台市青葉区一番
町１丁目９－１　仙台ト
ラストタワー２４階

株式会社　アイン
ファーマシーズ
東北支店　［アイ
ン薬局］

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

医療事務［宮古市］

1人

調剤薬局における業務全般・調剤薬局における医
療事務・処方箋や医薬品に関する受付、会計業
務・レセプトコンピューターによる請求事務・そ
の他、付随する業務。１年毎契約更新（基準日：
５月１日）正社員登用制度あり

宮城県仙台市青葉区一番
町１丁目９－１　仙台ト
ラストタワー２４階

株式会社　アイン
ファーマシーズ
東北支店　［アイ
ン薬局］

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市


