
普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分

168,000円～168,000円

正社員以外 不問 03010-15149081
医療事務技能２級

(1) 8時00分～17時15分
270,000円～270,000円 (2) 8時00分～15時00分

正社員以外 不問 03030- 2368481
変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～16時00分

141,200円～158,700円 (2) 9時30分～18時30分
(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030- 2369781

(1) 8時30分～17時15分
129,990円～150,570円

正社員以外 不問 03030- 2370081
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

146,880円～146,880円

正社員以外 不問 03030- 2372681
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
車両系基礎工事用運転 (1) 8時00分～17時30分

184,800円～346,500円

正社員 不問 03030- 2373981
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
車両系基礎工事用運転 (1) 8時00分～17時30分

184,800円～346,500円

正社員 不問 03030- 2374581
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時15分
132,430円～164,000円

正社員以外 不問 03030- 2376781土木施工管理技士1級又
は

土木施工管理技士2級 (1) 8時30分～17時30分
普通自動車免許ＡＴ 352,000円～400,000円

正社員以外 不問 04010-41826881
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～17時00分
157,000円～157,000円

正社員以外 60歳以上 03010-15067281
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～16時45分

124,320円～124,320円 (2)12時00分～20時45分
(3)15時45分～ 0時30分

正社員以外 18歳以上 03010-15072481
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～18時00分
177,000円～177,000円

正社員 59歳以下 03010-15074881
中型一種（８ｔ限定）

(1) 8時00分～17時00分
160,000円～160,000円

正社員 59歳以下 03030- 2365681
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
130,000円～160,000円

正社員 45歳以下 03030- 2367581
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
236,240円～433,300円

正社員 59歳以下 04010-41254181
原動機付自転車免許 変形（１年単位）
普通自動車免許ＡＴ (1) 8時00分～17時00分

いずれか 177,500円～217,000円

正社員以外 65歳以上 04020- 5113281
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
160,000円～180,000円

正社員 40歳以下 03010-14986681
変形（１年単位）
(1) 7時00分～16時00分

131,727円～204,140円 (2) 8時30分～17時30分
(3)10時30分～19時30分

正社員以外 不問 03030- 2363081

1

介護職員／夜勤なし（土日
休日）「介護」

1人

グループホーム入所者の介護業務全般を行いま
す。入所者９名の身の回りの世話、食事、入浴、
排泄、リハビリ等の介助や見守りなどを行いま
す。また、食事の準備や後片付け、洗濯、清掃、
その他雑務等行います。未経験者でも歓迎しま

岩手県宮古市中里団地４
－１１

グループホーム愛
宕の丘（有限会社
川崎タクシー）雇用期間の定めなし

又は 7時00分～19時30分
の間の8時間

岩手県宮古市

自動車硝子のサービス担当
及び水の宅配（宮古営業

1人

○自動車硝子取付作業全般

　カーフィルム貼り付け作業、ボディーコーティ
ング作業等
　＊基本的に２人１組で作業を行いますので、初

岩手県盛岡市東見前９－
７２

株式会社　セント
ラルオートガラス

雇用期間の定めなし

簡単なパソコン操作（入
力程度）ができる方 岩手県宮古市

（臨）綜合警備業務【岩手
県宮古市】（６５歳以上）

10人

交通誘導、駐車場警備、列車見張り等の仕事で
す。

＊安全誘導業務です。
＊研修を７日間、本社（石巻市）にておこないま

宮城県石巻市双葉町１番
１９号

ＡＳＰ　株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

施工管理補助（土木課）
［岩手県］

1人

未経験の方でも歓迎致します。
建設現場での現場監督の補佐（土木）に従事して
頂きます。
・デジカメ等を使用した写真の管理・整理
・ＰＣを操作（エクセル・ワード）し、書類の作

宮城県仙台市青葉区本町
２丁目１０－３３　第２
日本オフィスビル７階

株式会社　オンサ
イト

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

製造技術

1人

生産設備（電気回路基板製造、検査、加工）を稼
働させるプログラム作成、デバック、生産資料の
作成、整理など。最初は先輩社員の指導の下、補
助作業から始め、徐々にスキルアップをはかりま
す。

岩手県宮古市大字津軽石
１９－１８

株式会社　宮古マ
ランツ

雇用期間の定めなし

ＰＣ基本操作 岩手県宮古市

運転手

1人

当社車両（４ｔ車）で、総合建設資材（セメン
ト、配管、住宅設備等）の配送を行います。配送
範囲は市内を予定しています。積み込み、積み降
ろしは手作業となります。車両は配送前点検で毎
日実施します。

岩手県宮古市西町一丁目
７－３２

有限会社　東北物
流運輸

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業スタッフ（合掌堂　宮
古店）

2人

仏壇・仏具・墓石に伴う営業販売等を行っていた
だきます。
お客様の大切なお買いもののサポートをさせてい
ただくお仕
事です。お客様にご満足いただけるよう、しっか

岩手県盛岡市津志田南３
丁目１４番６５号【求人
票郵送先指定あり】

株式会社　サン
ファミリー　（愛
グループ）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

クリーンスタッフ（ウイン
ズ宮古）

1人

『ウインズ宮古』においてのクリーンスタッフ業
務。
弊社パチンコ店にて店舗内外の清掃業務全般に従
事していただきます。
　

岩手県盛岡市上堂４丁目
１－２０

株式会社　公楽

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

会員事業スタッフ【シニア
様歓迎！！】（宮古支店）

3人

☆皆様の豊富な人生経験・人間力を最大限活かし
ていただけます☆
―お仕事の内容は―
典礼会館や結婚式場のＰＲ・ご相談の対応
会員募集活動、店頭イベント活動等

岩手県盛岡市津志田南３
丁目１４番６５号【求人
票郵送先指定あり】

株式会社　サン
ファミリー　（愛
グループ）雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

（請）施工監理担当［宮古
市］

2人

道路整備に伴う事業促進業務の施工監理担当とし
て従事していただきます。
１．担当工事を円滑に進めるため支援・指導をし
ていただき　　ます。
２．段階確認の現場立会を行います。

宮城県仙台市若林区東七
番丁１６１番

株式会社エイト日
本技術開発　東北
支社雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県宮古市

介護員／デイサービス「介
護」

1人

通所介護事業所の介護に関する業務全般
身の回りの世話、食事、入浴、排泄、リハビリ等
の介助や見守りなどを行います。また、食事の準
備や後片付け、レクリエーション業務、洗濯、清
掃、その他雑務等があります。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字森の越４番地１４

社会福祉法人　岩
泉町社会福祉協議
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

クレーンオペレーター「建
設」

1人

建設現場において、クレーン機械操作をしていた
だきます。一般新築住宅材料吊・防潮堤建設現場
等の積み込みなどの業務となります。現場により
直行直帰の場合もあります。経験のない方は、試
用期間中は土木作業から始めていただきます。

岩手県下閉伊郡山田町境
田町１１地内　岩手県山
田町仮設店舗Ａ棟７

佐々総業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

ＣＡＤオペレーター

1人

事務所または建設現場において、図面作成のため
のＣＡＤ作業業務を行っていただきます。経験が
ない方は、土木作業から覚えていただきます。



岩手県下閉伊郡山田町境
田町１１地内　岩手県山
田町仮設店舗Ａ棟７

佐々総業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

農産販売員（８時～１７
時）

1人

◎農産部に配属となり
１）加工（野菜、フルーツのカット等）
２）パッケージ作業（オートパッカーによる値札
シール貼　　　り等）
３）陳列・補充（商品検収・品出し・整理整頓）

岩手県下閉伊郡山田町山
田５－４１－１

株式会社　キクコ
ウストア　山田イ
ンター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

一般事務補助／宮古土木セ
ンター

1人

宮古土木センターにおいて、職員の指示のもと、
パソコン（ワード・エクセル）を使用してのデー
タ入力作業、各種書類のコピー作業、郵便物の発
送・収受、電話・来客対応等となります。


岩手県宮古市五月町１番
２０号　宮古地区合同庁
舎内

岩手県沿岸広域振
興局

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）操作できる方 岩手県宮古市

介護職／グループホーム
「介護」

2人

９名の要介護高齢者である利用者の方の、日常生
活介護となります。食事の調理、入浴、排せつの
介助、レクリエーション等もあります。社用車
（軽自動車）を運転し、利用者の方と買い物や通
院などの同行もあります。採用後、おおむね３ヶ

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
４地割１－２０

社会福祉法人　若
竹会　サンホーム
みやこ雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

医療事務

1人

当院において医療事務業務に従事していただきま
す。外来患者の受付、会計、パソコンによるレセ
プトや会計入力、その他、電話対応などを行って
いただきます。


岩手県宮古市大通一丁目
５－２

岩見神経内科医院

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

土木作業員（岩泉町）「建
設」

6人

土木工事により側溝工事等の作業を行っていただ
きます。
現在は岩泉町が現場になります。（１～２ヶ月程
度）
期間中は岩泉町に宿泊（食事付）し、作業を行い

岩手県紫波郡紫波町赤沢
字座比４８

志和商会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

     （6月18日時点の内容です）

　　６月１１日　から　６月１８日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　６月２８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 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 フルタイム 

平成３０年６月２１日発行  



普通自動車免許一種 変形（１年単位）
(1)10時00分～19時00分

144,000円～160,600円

正社員 63歳以下 04010-41196781
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1)10時00分～19時00分
144,000円～160,600円

正社員 63歳以下 04010-41197881
普通自動車免許一種

(1) 8時15分～17時15分
160,000円～250,000円

正社員 35歳以下 03010-14866981
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
128,000円～140,000円

正社員 59歳以下 03030- 2357681
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

176,000円～211,200円 (2)14時00分～22時00分

正社員以外 不問 04010-40740781
原動機付自転車免許 変形（１年単位）
普通自動車免許ＡＴ (1) 8時00分～17時00分

いずれか 195,900円～329,700円

正社員 18歳～64歳 04020- 5050081
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

土木施工管理技士1級又
は

(1) 8時00分～17時30分
土木施工管理技士2級 550,000円～650,000円

正社員 不問 05010-12103981
調理師

204,000円～288,000円

正社員以外 18歳以上 01240-12779181

156,000円～168,000円

正社員以外 18歳以上 01240-12782581
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分
141,700円～182,500円

正社員 30歳以下 03010-14745581
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
357,100円～565,100円

正社員 不問 03010-14757281
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
143,650円～173,550円

正社員 34歳以下 03010-14812081
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～18時00分
148,000円～204,000円 (2)10時15分～19時00分

正社員 35歳以下 03010-14831681

(1) 9時15分～17時00分
180,000円～240,000円 (2) 9時15分～16時15分

正社員 64歳以下 03020- 1345581

(1) 9時15分～17時00分
180,000円～240,000円 (2) 9時15分～16時15分

正社員 64歳以下 03020- 1346481
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

142,000円～180,000円

正社員 40歳以下 03030- 2350481
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時20分

128,000円～130,000円

正社員 不問 03030- 2351781
看護師

普通自動車免許ＡＴ (1) 8時30分～17時15分
152,000円～257,600円

正社員以外 不問 03030- 2352881
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
160,000円～200,000円

正社員 45歳以下 03030- 2353281
調理師 変形（１ヶ月単位）

(1)12時30分～20時30分
180,000円～250,000円

正社員 不問 03030- 2354181

2

調理

1人

調理場において食材の準備、仕込、調理全般を行
います。主に夕食の調理となります。その他状況
により翌日の朝食の仕込も行っていただく場合が
あります。


岩手県宮古市田老字青砂
里１６４－１

株式会社　たろう
観光ホテル

雇用期間の定めなし

調理経験３年以上 岩手県宮古市

浄化槽管理士

1人

一般家庭、店舗、公共施設等の浄化槽に関する業
務（浄化槽保守点検、修繕、清掃時の立会い）を
行います。主に旧宮古市内及び田老・新里地区、
山田町が現場となります。現場への移動には社用
車を使用します。

岩手県宮古市小山田四丁
目５－２４

株式会社　宮古衛
生社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師「看護」

2人

当院において看護業務に従事していただきます。
外来及び入院病棟での看護業務や、診療の補助及
び療養上の介助などを行います。また、主に岩泉
町内への訪問看護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１９－１

社会福祉法人　恩
賜財団　岩手県済
生会　岩泉病院雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

仕上係

1人

オイルシールの仕上げ加工業務全般を行います。
オイルシールとは、自動車エンジン部分に使用す
る部品で、機械や手作業での仕上げ加工作業とな
ります。初めての方からの応募も可能です。

岩手県下閉伊郡岩泉町袰
野字赤鹿１２１－２

有限会社　岩泉ゴ
ム工業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

成形金型の保守・メンテナ
ンス

1人

プラスチック成形用精密金型の保守メンテナンス
業務となり
ます。成形後の金型のクリーニング及び保守メン
テナンスを行うことで、高品質の成形品を生産す
ることが出来る重要な業務となりますが、自分が

岩手県宮古市大字崎鍬ヶ
崎第９地割３０番地

モルデック株式会
社　宮古工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

商工会議所（商工会）　
共済・福祉制度推進スタッ

2人

＊商工会議所（商工会）会員企業に対する生命保
険
　による従業員の福利厚生制度（退職金・弔慰
金）
　のコンサルティング営業。

岩手県釜石市只越町１－
４－４　釜石商工会議所
会館　３Ｆ

アクサ　生命保険
株式会社　盛岡支
社　釜石営業所雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

商工会議所（商工会）　
共済・福祉制度推進スタッ

1人

＊商工会議所（商工会）会員企業に対する生命保
険
　による従業員の福利厚生制度（退職金・弔慰
金）
　のコンサルティング営業。

岩手県釜石市只越町１－
４－４　釜石商工会議所
会館　３Ｆ

アクサ　生命保険
株式会社　盛岡支
社　釜石営業所雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

営業（宮古店）

1人

宮古店における営業を担当していただきます。
・新車、中古車の営業販売（外販含む）
・自動車保険の契約等
・お客様の車の納車、引取り（実車運転あり）
・登録に関する手続き業務（パソコン入力あり）

岩手県盛岡市津志田町１
丁目１－２０

日産プリンス岩手
販売　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

配送（宮古営業所）

1人

主に取引先の塗装業者様への配送業務を担当して
いただきます。

＊報告書等の作成にパソコンを使用します。
（既定のフォームへの入力）

岩手県紫波郡矢巾町流通
センター南３－９－１

サンリード東北
株式会社

雇用期間の定めなし

パソコン操作できる方
(ワード・エクセル程度) 岩手県宮古市

土木施工管理「建設」

3人

土木施工管理
・現場管理、測量、丁張り、写真管理、出来形管
理等
　主にゼネコン工事の１次、２次下請工事現場施
工管理、各　種土木工事

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なし

岩手県宮古市、他

一般事務職（田野畑村）

1人

・経営支援スタッフ
・市町村商工会地区内事業所の経営支援業務、記
帳指導業務
・市町村商工会又は県商工会連合会の一般事務


岩手県盛岡市盛岡駅西通
り１－３－８

岩手県商工会連合
会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

調理師見習い（福井県・岩
手県）

4人

建設会社寮にて３食の調理と配膳業務を調理師の
指導の下、作業していただきます。

・食器等の洗浄作業


札幌市北区屯田５条１０
丁目１０番２４号

株式会社　ホク
ショク

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 3時00分～20時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市、他

調理師（福井県・岩手県）

4人

・建設会社寮にて３食の調理と配膳業務

・見習調理師への指導（調理業務、寮の運営業
務）


札幌市北区屯田５条１０
丁目１０番２４号

株式会社　ホク
ショク

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

調理師実務経験
又は 3時00分～20時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市、他

土木施工管理業務

2人

○「岩手県岩泉市」における、災害復旧工事に関
する土木施工管理業務に従事して頂きます。

＊現場終了後は他の現場での就労となります。


秋田県秋田市新屋高美町
１－１４

合同会社　元氣

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

綜合警備業務【岩手県宮古
市】

16人

交通誘導、駐車場警備、列車見張り等の仕事で
す。

＊安全誘導業務です。
＊研修を７日間、本社（石巻市）にておこないま

宮城県石巻市双葉町１番
１９号

ＡＳＰ　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

ガソリンスタンド販売ス
タッフ［宮古市］

3人

ガソリンスタンドにおいて、主に給油・接客業務
及び自動車関連商品の販売業務を行って頂きま
す。
給油作業・タイヤ交換・オイル交換や接客マナー
等は、既存のベテラン社員がしっかりとお教えし

宮城県名取市本郷字大門
１６１

株式会社　東日本
宇佐美　東北支店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 6時00分～22時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

一般事務

1人

パソコンを使用した書類作成、請求書作成、デー
タ入力、来客対応、電話応対などの事務業務とな
ります。また役所等への書類提出、銀行回り、集
金等に従事していただきます。その際には社用車
を使用していただきます。

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

パソコン操作（ワード、
エクセル）ができる方 岩手県宮古市

業務全般（宮古営業所）

1人

宮古営業所において以下の業務を担当していただ
きます。

○得意先への商品配送
（エリア：宮古市、岩泉町を中心に近隣地域）

岩手県盛岡市中野２丁目
１５－１

株式会社　三ツ星
商会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

イエローハット店頭販売ス
タッフ［宮古市］

3人

・カー用品の販売、レジ業務、簡単な事務処理業
務
・作業の受付、接客、品出し、発注、売場作り等

※自動車についての難しい知識がなくても大丈

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）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

イエローハット軽整備ス
タッフ［宮古市］

3人

・主にタイヤ交換、オイル交換などのピット作業
全般
・カー用品等の販売、商品陳列、お客様対応

※自動車についての難しい知識や技術がなくても

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）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市



看護師
准看護師 (1) 8時30分～17時15分

122,800円～205,800円

正社員以外 不問 03030- 2359581
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
172,600円～260,000円

正社員 39歳以下 03070- 3663681
調理師 変形（１年単位）

150,000円～180,000円

正社員 64歳以下 03080- 2384981
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
150,000円～250,000円

正社員 59歳以下 03100- 1642581

(1) 8時30分～17時15分
128,940円～149,520円

正社員以外 不問 03030- 2377881
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時30分～18時30分
206,000円～206,000円

正社員 59歳以下 03030- 2381981

3

運転手（本社又は山田営業
所）

1人

◆大型ダンプや大型車両の運転業務を行っていた
だきます。

【主な業務内容】
　・工事現場から大型車両にて運搬

岩手県久慈市長内町３７
－１２－８

株式会社　青松

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

調理師（アイルーム山田
町）

1人

ホテル「アイルーム山田町」に宿泊するお客様に
提供する朝食及び夕食の調理業務を担当していた
だきます。

・簡単な調理、盛付け、配膳、食器洗浄、後片付

岩手県陸前高田市竹駒町
字館６３

株式会社　アグ
リ・フードシステ
ム雇用期間の定めなし

又は 5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

ガス業務全般（宮古営業
所）

1人

■ガス全般業務を行っていただきます

・検針、集金等の営業（販売）業務があります
・契約している住宅等へのガス配送業務
・ガス設備工事

岩手県北上市村崎野２０
－８０

株式会社　丸片ガ
ス

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師「看護」

1人

患者さんの検温、血圧測定、注射、その他医師の
指示に基づき、看護業務全般を行っていただきま
す。

※国保田野畑村診療所での勤務となります。

岩手県下閉伊郡田野畑村
田野畑１４３－１

田野畑村役場

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）の操作ができる方 岩手県下閉伊郡田野畑村

事務補助／水産振興セン
ター（期限付臨時職員）

1人

宮古水産振興センターにおいて、職員の指示のも
と、資料作成、パソコン（ワード・エクセル）を
使用してのデータ入力、書類整理、電話対応、来
客対応、その他、付随する業務に従事していただ
きます。

岩手県宮古市五月町１番
２０号　宮古地区合同庁
舎内

岩手県沿岸広域振
興局

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

パソコン（ワード・エク
セル）の基本操作ができ

ること

営業

1人

ＮＴＴドコモの携帯電話、モバイル商品等の企画
提案営業を行います。個人宅への営業活動はあり
ません。主に企業様への営業となります。入社時
は、先輩社員が同行しての外出となります。個人
で外出するときは、自家用車使用となります。そ

岩手県宮古市板屋１丁目
２番１０－１号

株式会社サンデッ
クス　ドコモ
ショップ宮古千徳
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市


