
車両系基礎工事用運転
(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 01010-12416581

(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 01010-12418781
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
233,000円～233,000円

正社員 不問 03010- 7933881
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分

140,000円～280,000円

正社員 不問 03030- 1273181
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
140,000円～140,000円

正社員 不問 03030- 1274081
普通自動車免許ＡＴ

(1) 7時00分～15時45分

138,880円～156,240円 (2) 9時45分～18時30分

正社員 59歳以下 03030- 1277981
大型自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
大型車運転経験 188,600円～210,200円

正社員 不問 03060- 1946481
薬剤師

（取得見込可） (1) 8時30分～17時15分
雇用期間の定めなし 236,100円～236,100円

正社員 36歳以下 03070- 1906181
看護師

（取得見込可） (1) 8時30分～17時15分

190,500円～211,100円 (2)16時30分～ 1時15分
(3) 0時30分～ 9時15分

正社員 36歳以下 03070- 1907081
理学療法士又は

作業療法士 (1) 8時30分～17時15分
（取得見込可） 175,700円～187,000円

正社員 36歳以下 03070- 1908381
介護福祉士 交替制あり

（取得見込可） (1) 7時00分～15時45分

161,200円～161,200円 (2) 8時00分～16時45分
(3) 8時30分～17時15分

正社員 36歳以下 03070- 1909681
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時30分
雇用期間の定めなし 140,000円～245,000円

正社員 59歳以下 04010-21835581
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分

264,000円～385,000円

正社員 64歳以下 04010-21937081
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分

198,000円～352,000円

正社員 64歳以下 04010-21952181
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

車両系建設機械 (1) 8時00分～17時00分
小型移動式クレーン 242,000円～352,000円

正社員 64歳以下 04010-21958481
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
180,000円～270,000円

正社員 64歳以下 03010- 7917881
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時15分
194,400円～194,400円

正社員以外 不問 03010- 7718181
理容師 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～18時30分

150,000円～350,000円

正社員 不問 03010- 7795981
調理師

(1) 4時00分～13時00分
190,000円～200,000円 (2)11時30分～20時30分

正社員以外 不問 03020-  782281
1

調理師（山田町／作業員宿
舎）大沢寮

1人

※三陸道工事の作業員宿舎での給食調理業務全般
を担当して頂きます。＊宿舎増築増員によるス
タッフ増員の求人です。＊一度に作る給食数は最
大１７０食、朝、昼、夕食を担当して頂きます。
＊厨房内通常５～６名（交替制）で対応していま

岩手県釜石市桜木町１丁
目６番４１号

株式会社　ニッコ
クトラスト　東日
本支社雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

調理経験者 岩手県下閉伊郡山田町

理容師（宮古店）

1人

『理容・美容クイック宮古店』において、理容業
務全般に従事していただきます。注文に応じて、
カット、シャンプー、顔そり、カラー等を行いま
す。お客様の対応や会計など、その他付随する業
務を行っていただきます。＊未経験者でも応募可

岩手県盛岡市緑が丘４丁
目１－６２【求人票郵送
先指定あり】

株式会社　クォー
ル

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務局運営に係る業務（宮
古市配置）復興支援員

3人

三陸ジオパーク推進協議会事務局の運営（経理、
庶務的業務を担当して頂く場合もあります）（主
な担当業務）・各地域協議会、ガイド団体等と連
携したジオパーク活動の推進・各地域の現地ジオ
パーク推進員等（復興応援隊）との連絡調整・Ｄ

岩手県盛岡市内丸１０－
１　岩手県政策地域部地
域振興室内

いわて定住・交流
促進連絡協議会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

会議資料等を作成でき
るパソコン操作

（ワード、エクセル・
パワーポイント等）

     （3月26日時点の内容です）

　　３月１９日　から　３月２６日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　４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

土木作業員（岩手県岩泉
町）

2人

復興関連工事に伴う一般土木作業全般。 札幌市中央区南９条西９
丁目１－３５

株式会社　エヌエ
スアイ

岩手県下閉伊郡岩泉町

事業所名
求人番号

重機オペレーター（岩手県
岩泉町）

2人

復興関連工事に伴う重機オペレーター業務全般。 札幌市中央区南９条西９
丁目１－３５

株式会社　エヌエ
スアイ

重機オペレーター経験３
年以上

岩手県下閉伊郡岩泉町

重機オペレーター・作業員
「建設」

2人

・重機による宅地造成、地盤改良作業。（コング
ロエンジニアリング（株）からの受注業務）・補
助的作業として検査用の土採取、現場清掃、写真
撮影を行っていただきます。・冬期には除雪作業
あり。

岩手県盛岡市山岸３丁目
２０－８

株式会社　アイ・
クリーン

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木作業員／経験者「建
設」

1人

住宅やアパートの基礎工事、足場組立、工作物等
解体工事、土砂等の掘削、盛り上げ工事などに従
事していただきます。現場は宮古市、山田町、釜
石市となり、直行直帰となりますが、通勤車がな
い方は乗合も相談可能です。＊大型免許、車両系

岩手県宮古市田の神１丁
目２－２６

飯岡興業　株式会
社

雇用期間の定めなし

建設業で働いた経験があ
る方「建設」

岩手県宮古市、他

土木作業員「建設」

1人

住宅やアパートの基礎工事、足場組立、工作物等
解体工事、土砂等の掘削、盛り上げ工事などに従
事していただきます。現場は宮古市、山田町、釜
石市となり、直行直帰となりますが、通勤車がな
い方は乗合も相談可能です。

岩手県宮古市田の神１丁
目２－２６

飯岡興業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

世話人

1人

グループホームにおいて、入居者１９名の生活支
援を行います。知的、精神障がいがある入居者へ
の食事作り、通院介助、買い物支援を行っていた
だきます。外出の際は社用車を使用していただき
ます。

岩手県宮古市田老字西向
山１２１－６

社会福祉法人　翔
友　みやこライフ
ステーション雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

薬剤師（岩泉町）

3人

■調剤及び製剤、患者さんへの服薬指導等を行っ
ていただきます。院内又は外来においての薬剤師
業務・調剤及び製剤・服薬指導・薬歴管理・薬剤
管理など＊平成３１年４月採用予定です

岩手県北上市花園町一丁
目６番８号

社会福祉法人　恩
賜財団　済生会支
部　岩手県済生会

岩手県下閉伊郡岩泉町

ダンプ運転手

1人

１０ｔダンプで、砕石・砂利・砂・土・産業廃棄
物等の運搬をしていただきます。宿泊所を用意し
ておりますが、通勤も可能です。その後現場は変
わりますが主に県内沿岸地域です。≪沿岸地域に
在住の方、歓迎致します≫≪経験があれば、男女

岩手県奥州市胆沢南都田
字蛸の手６０

小野寺建材

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

大型車の整備経験（オ
イル交換やタイヤ交換

等）

看護師（岩泉町）「看護」

2人

■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。・病棟、外来にお
いての看護業務・診療の補助・療養上の介助など
＊平成３１年４月採用予定です。

岩手県北上市花園町一丁
目６番８号

社会福祉法人　恩
賜財団　済生会支
部　岩手県済生会雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

理学療法士又は作業療法士
（岩泉町：百楽苑）

1人

■機能訓練業務及び利用者への包括的な援助・入
所者が食事や着替えなどで自立した生活を送れる
ように援助を行う。・個別機能訓練計画の作成お
よび個別機能訓練の実施。・入所者の日常生活の
維持、向上を図る機能訓練を行う。＊原則として

岩手県北上市花園町一丁
目６番８号

社会福祉法人　恩
賜財団　済生会支
部　岩手県済生会雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

サービス（宮古営業所）
［宮古市］

1人

・建設機械及び車両等（油圧ショベル、発電機、
ダンプ等）のメンテナンス、修理業務をしていた
だきます。

宮城県仙台市青葉区中央３
丁目２－１　青葉通プラザ
３Ｆ

株式会社　セント
ラル　仙台営業本
部

岩手県宮古市

介護福祉士（岩泉町：百楽
苑）

2人

■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【身体介護】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・居室清掃等【そ
の他】介護記録※平成３１年４月採用予定です。

岩手県北上市花園町一丁
目６番８号

社会福祉法人　恩
賜財団　済生会支
部　岩手県済生会雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

職長［宮古市／釜石市／下
閉伊郡岩泉町］

5人

道路の新設、住宅造成、改良や災害復旧工事の現
場でのバックホー等重機作業・その他、土木工事
に付随した作業を施工する作業員の職長業務で
す。＊経験と能力に応じた現場での作業をお願い
します。若手からベテランの方まで、積極的に採

宮城県仙台市若林区六丁
の目中町１８－１５　斎
喜六丁の目ビル２１２

株式会社　ナス
キー

雇用期間の定めなし

職長業務の経験 岩手県宮古市、他

現場スタッフ・バックホー
等オペレーター［宮古／釜

5人

道路の新設、住宅造成、改良や災害復旧工事の現
場でのバックホー等重機作業・その他、土木工事
に付随した作業に従事していただきます。＊経験
と能力に応じた現場での作業をお願いします。若
手からベテランの方まで、積極的に採用しており

宮城県仙台市若林区六丁
の目中町１８－１５　斎
喜六丁の目ビル２１２

株式会社　ナス
キー

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

バックホー等オペレーター
［宮古／釜石市／下閉伊郡

5人

道路の新設、住宅造成、改良や災害復旧工事の現
場でのバックホー等重機作業・その他、土木工事
に付随した作業に従事していただきます。＊経験
と能力に応じた現場での作業をお願いします。若
手からベテランの方まで、積極的に採用しており

宮城県仙台市若林区六丁
の目中町１８－１５　斎
喜六丁の目ビル２１２

株式会社　ナス
キー

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

建設工事作業員「建設」

1人

建設工事の作業を行っていただきます。主な工事
内容・道路工事（道路標識、道路標示、防護柵な
ど）・エクステリア工事（フェンス、インター
ロッキング、ウッドデッキ、カーポートなど）・
公園工事（遊具、ベンチ、防災資材、区画線な

岩手県盛岡市本宮７丁目
１２－４１

株式会社　東北工
商

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

◎ 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３月２９日発行  



普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～16時30分

149,175円～157,950円

正社員以外 不問 03030- 1262781
簿記検定（全商３級） 変形（１年単位）
普通自動車免許ＡＴ (1) 9時00分～18時00分

140,000円～150,000円

正社員 59歳以下 03030- 1264281
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
258,000円～279,500円

正社員 不問 03030- 1268681
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
161,250円～193,500円

正社員 不問 03030- 1269981
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
168,000円～203,000円

正社員 60歳以下 03030- 1254781
小学校教諭免許

(1) 8時00分～16時30分

157,700円～263,700円

正社員以外 不問 03030- 1256281
交替制あり
(1) 6時00分～14時45分

144,320円～154,365円 (2)11時30分～20時15分
(3)13時15分～22時00分

正社員以外 不問 03030- 1258081
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分

152,000円～152,000円

正社員 64歳以下 03030- 1259381
自動車整備士（３級） 変形（１年単位）
普通自動車免許一種 (1) 8時00分～17時00分

130,000円～150,000円

正社員 30歳以下 03030- 1261481
中型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
168,000円～193,200円

有期雇用派遣 不問 04010-21277681
準中型自動車免許 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時30分

160,000円～210,000円

正社員以外 不問 13130- 9513481
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

146,200円～146,200円

正社員以外 不問 13130- 9530781
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

130,000円～140,000円

正社員 不問 03030- 1242681
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 9時00分～17時00分

150,000円～200,000円

正社員 35歳以下 03030- 1243981
普通自動車免許ＡＴ

(1)10時00分～20時00分

127,872円～155,520円

正社員以外 不問 03030- 1246781
普通自動車免許一種

(1) 9時30分～18時30分

197,000円～292,500円

正社員 35歳以下 03030- 1247881
歯科衛生士

普通自動車免許ＡＴ (1) 8時30分～17時15分

143,616円～153,612円

正社員以外 不問 03030- 1250681
普通自動車免許ＡＴ

塗装技能士(１級)又は (1) 8時00分～17時00分
塗装技能士(２級) 196,000円～228,000円

正社員 不問 03030- 1283381
普通自動車免許ＡＴ

(1) 7時00分～16時30分
200,000円～400,000円

正社員 不問 03030- 1292381
交替制あり
(1) 7時00分～16時00分

153,900円～153,900円 (2) 8時00分～17時00分
(3)12時00分～21時00分

正社員 59歳以下 03030- 1293681
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
328,261円～526,277円

正社員 64歳以下 04010-22079181
2

測量補助業務［下閉伊郡山
田町］

2人

工事竣工まで測量補助及び現場管理補助をするお
仕事です。測量及び土木現場施工管理補助になり
ます。＜主な仕事内容＞測量補助、現場管理補
助、丁張り、写真管理、安全管理、書類作成等＊
赴任・帰任・帰省旅費を実費支給。＊遠隔地の方

宮城県仙台市宮城野区榴
岡３丁目１０－７　サン
ライン第６６ビル７階

株式会社　ナス
キー　仙台東口支
店雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

　
測量の実務経験のある方
ご経験が浅い方も可能で

す

介護職員「介護」

1人

特養老人福祉施設における介護サービスを行いま
す。入所者１１０名、短期入所１０名、全室個室
ユニットケアにあたります。１ユニット１０名、
夜勤は２ユニット２０名で介護業務にあたりま
す。介護サービス内容は、食事・入浴・排泄・機

岩手県宮古市西ヶ丘四丁
目５３－８

社会福祉法人　恵
心会　特別養護老
人ホーム　慈苑雇用期間の定めなし

老人介護経験 岩手県宮古市

事務

1人

トンネル工事現場の給料計算他雑用全般をを担当
していただきます。パソコンを使用して給料計算
から支払、書類作成、現場資材管理等関係書類の
作成をしていただきます。その他、来客・電話対
応等付随する業務を行っていただきます。雇用開

岩手県宮古市根市第２地
割２０－８

吉田西豊建設株式
会社　川井出張所

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード、
エクセル）出来る方

岩手県宮古市

塗装工「建設」

3人

建築塗装作業全般の業務です。宮古市内の各現場
において、一般住宅や集合住宅の建築塗装作業を
していただきます。現場への移動は社用車を使用
し、乗り合いでの移動等相談に応じます。

岩手県宮古市大字山口４
丁目１－１

有限会社　菊池塗
装店

雇用期間の定めなし

塗装経験者 岩手県宮古市

配達員（ガス）

1人

宮古・山田・釜石地域にＬＰガスの配達および検
針業務を担当していただきます。営業所内におい
て、伝票等の事務処理業務を行う。２ｔ車の運転
となります。


岩手県宮古市日立浜町９
－１

株式会社　アベキ
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

経理事務

1人

事務所内において、売上管理、入出金管理現金出
納簿（パソコンを使用し会計専用ソフトに入力）
見積、請求書作成、車検や点検の案内作成、電話
来客対応、銀行等への外出用務（社用車使用）社
内清掃等を行います。営業活動は予定ありませ

岩手県宮古市田鎖１３－
２６－１

有限会社　カーセ
ンター丸正

雇用期間の定めなし

パソコン操作 岩手県宮古市

型枠大工（経験者）「建
設」

2人

型枠工事、擁壁工事等を行います。宮古市、山田
町、岩泉町内での型枠組立、解体、片付けの作業
が主となります。増員による募集で、経験者を希
望します。

岩手県宮古市崎山第６地
割２－６

黒武工業　株式会
社

雇用期間の定めなし

経験者 岩手県宮古市、他

型枠大工（見習い可）「建
設」

2人

型枠工事、擁壁工事等を行います。主に宮古市、
山田町、岩泉町内の建設工事現場での型枠組ばら
しの施工。加工場における資材の加工、パネル製
作などを行っていただきます。見習の方も歓迎し
ます。

岩手県宮古市崎山第６地
割２－６

黒武工業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

一般事務

1人

東日本交通株式会社宮古営業所において、一般事
務全般に従事して頂きます。パソコンを使用して
の手配書等のデータ入力、電話・来客対応、営業
に関わる事務処理、書類作成、見積書、請求書の
作成、事務所内清掃などを行います。

宮古市田老字新田平１６
－１３

東日本交通株式会
社　宮古営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務経験、パソコン操
作(ワード、エクセルを
使って定型フォームへ
の入力ができること)

小学校講師

3人

小学校において担任業務又は教科の少人数指導を
行います。教科指導の準備、生徒指導、朝会から
給食、業間時間や休み時間などを含め１日の生活
を共に過ごし、生徒指導上の指導支援を行いま
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（ワード、
エクセル）できる方

岩手県宮古市、他

児童指導員

2人

入所児童の生活支援を行います。知的障害児の食
事介助、入浴介助などを行います。１０歳から２
４歳の入所児童１８名の支援を分担して行いま
す。日勤は７～８人体制、宿直は３名体制で行い
ます。パソコンを使用して日誌への入力をしてい

岩手県宮古市崎山５－８
８

岩手県沿岸知的障
害児施設組合（は
まゆり学園）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

一般及び経理事務

1人

当組合員あての発信文書の作成、売上げ伝票処理
やエクセルを使っての集計等を行います。一人の
職場なので出勤後の清掃・来客者や電話対応があ
ります。月末には給与計算や組合員に対する支払
いなどを行います。年度末には決算から総会資料

岩手県宮古市長町１丁目
８－２９

宮古地区電気工事
業協同組合

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

簿記３級程度（仕訳～
決算）パソコン操作

（エクセル・ワードが
できる事）

自動車整備士（見習い可）

1人

当社において自動車整備業務に従事していただき
ます。軽自動車から大型自動車までの車検・点
検・整備を行います。お客様への説明や、車両の
引き取り及び納車、洗車作業、その他付随する業
務を行っていただきます。※資格のない方は入社

岩手県下閉伊郡岩泉町小
本字大牛内６７－５

工藤建設株式会社
陸中サービスセン
ター雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

（派）運搬［宮古市］

1人

大手建機レンタル会社の営業所にて主なお仕事
は、レンタル商品の運搬をしていただきます。ま
た、付帯する場内移動や付帯する軽作業も行って
いただきます。＊６ヶ月毎契約更新

宮城県仙台市青葉区本町１
丁目１２－３０　太陽生命
仙台駅北ビル９階

株式会社　スタッ
フ・アクティオ
東北支店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上） 岩手県宮古市

セールスドライバー職（三
陸営業所）宮古市（長期）

4人

＊担当エリアの集配・集金・営業（ルート中心）
等＊入社後約３ヶ月は準社員（契約社員）とな
り、独り立ち後に正社員として労働契約を締結し
ます＊正社員登用後の総支給額は２２万円～３４
万円程度です

東京都江東区新砂２－１
－１７

佐川急便株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

軽四セールスドライバー職
（三陸営業所）宮古市（長

3人

＊軽自動車（会社所有）で小口荷物を配達してい
ただくお仕事です



東京都江東区新砂２－１
－１７

佐川急便株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 岩手県宮古市

水産加工／正社員

2人

イカの加工（生処理・皮むき・短冊切り等）、袋
詰め、箱詰めなどの工程を行います。その他、加
工場清掃、在庫管理作業等もあります。



岩手県下閉伊郡山田町船
越９－２１５－１

株式会社丸一水産

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

営業／正社員

1人

商談などが主な業務となります。扱う商品は、海
洋土木資材、住宅設備、土木資材、太陽光発電資
材、鉄鋼及び鉄鋼二次製品、食料品、加工食品な
どとなります。経験者・未経験者問わず、最初の
３ヶ月は弊社営業と同行営業となります。

岩手県下閉伊郡山田町船
越９－２１５－１

株式会社丸一水産

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

寿司の製造・宅配

1人

寿司の製造業務全般、配達・回収業務に従事して
いただきます。寿司はシャリの上に寿司ネタをの
せたり、のりを巻いたり等の仕事です。配達回収
業務も行っていただきます。＊配達範囲は旧宮古
市内で、アイパットを使用し場所を確認しながら

岩手県宮古市末広町７－
２８

すし海道　宮古店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

商品配達及び営業

2人

商品配達及び営業業務となります。注文商品（主
に食品、生活用品等）を１日５０件位配達しま
す。エリアは宮古、下閉伊地域で、コースは曜日
毎に決まっています。１０ｋｇ位の重量物もあり
ます。車両は１．５ｔ～２ｔのパネルトラックを

岩手県宮古市田鎖８－１
２－１

いわて生活協同組
合　共同購入事業
部　宮古センター雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

歯科衛生士／健康課（小山
田）

1人

宮古保健センター健康課（小山田）に勤務となり
ます。乳幼児健康教室、健康相談、健康診査等に
かかる歯科保健指導業務をしていただきます。そ
の他、職員の指示のもと文書作成、郵便物発送・
収受、電話・来客対応となります。

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）操作ができること

岩手県宮古市


