
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

160,000円～320,000円

正社員 64歳以下 02020-12260481
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

209,200円～285,000円

正社員 59歳以下 03010-19659381
危険物取扱者（乙種）

(1) 8時30分～17時15分
165,000円～187,000円

正社員以外 59歳以下 03010-19748681
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
183,200円～217,550円

正社員 不問 03030- 2997981
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

140,000円～140,000円

正社員 39歳以下 03030- 3000781
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

145,000円～230,000円

正社員 59歳以下 03030- 3001881
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時45分～18時15分
146,200円～146,200円

正社員以外 不問 13130-25269281
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
187,500円～297,000円 (2) 8時00分～16時00分

正社員以外 不問 03010-19574781
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
186,400円～186,400円

正社員 35歳以下 03011-  624781
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
フォークリフト技能者 (1) 8時00分～17時15分
車両系整地掘削用運転 160,000円～200,000円

正社員 64歳以下 03030- 2980581
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

140,000円～150,000円

正社員 64歳以下 03030- 2982781
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時30分
167,500円～180,000円

正社員 59歳以下 03030- 2985181

(1) 8時30分～17時30分
121,032円～164,000円

正社員 59歳以下 03030- 2986081

(1) 9時30分～19時30分
155,000円～190,000円 (2) 9時30分～13時30分

正社員 不問 03030- 2987381
変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～15時45分

135,200円～190,400円 (2) 9時00分～17時45分
(3)10時00分～18時45分

正社員以外 不問 03030- 2989981
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時30分
162,000円～237,600円

正社員 64歳以下 03030- 2992281
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 7時45分～17時00分
218,500円～276,000円

正社員 64歳以下 03030- 2993181
薬剤師 変形（１年単位）

(1) 9時00分～17時30分
300,000円～350,000円 (2) 9時00分～13時00分

正社員 不問 03030- 2994081

1

薬剤師

2人

医師の処方箋に基づき、飲み合わせや副作用、用
法・用量などのチェックを行い、患者さんに合わ
せた調剤を行っていただきます。また、調剤に伴
う事務処理も併せて担当していただきます。その
他、服薬に関する説明やＯＴＣ医薬品の販売業務

岩手県宮古市向町２－４
０

合資会社　健康堂
薬局

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

建築大工　　　　　　「建
設」

1人

建築工事、主に一般住宅の大工工事に従事してい
ただきます。各現場において建築工事に伴う土木
作業も全般的に行います。大工業務経験のある方
又は建築系有資格者は優遇いたします。やる気が
ある方は未経験でも歓迎します。

岩手県下閉伊郡山田町山
田第１７地割９８番地

有限会社　木下建
設

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

建築技術者（見習い）「建
築」≪急募≫

2人

建築現場の管理および施工者の補助をしていただ
きます。いずれは建築技術者を目指していただく
ことから、設計図の見方や大工技術の習得をして
いただきます。雨の日は工場で木材の製造業務を
していただきます。

岩手県宮古市実田１丁目
５－１３

株式会社　ヤマウ
チ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職「介護」

1人

施設入所者の生活介護業務を行います。入所者の
日常生活の車椅子、歩行、食事介助や水分補給、
口腔清拭、手洗い、排泄介助、オムツ交換、入
浴、更衣介助、寝具交換、臥床介助、ふれあいケ
アなどになります。パソコン使用し業務報告もあ

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中家４０

社会福祉法人　恩賜
財団済生会支部岩手
県済生会　特別養護
老人ホーム　百楽苑

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン入力ができるこ
と（初級程度） 岩手県下閉伊郡岩泉町

歯科助手

1人

医師のアシスタント業務となります。医師の指示
のもと診療の補助、治療器具の準備、片付け、洗
浄、消毒、院内の清掃などを行います。業務に慣
れてきたら受付業務も担当していただきます。


岩手県宮古市実田一丁目
７－１７

くらた歯科医院

雇用期間の定めなし

パソコン（ワード・エク
セル）操作のできる方

岩手県宮古市

生産管理

1人

生産管理及び付随する業務全般
・部材入出庫管理（受入れ・員数チェック等）
・受発注あわせて、生産計画の立案・納期回答な
どの対外折　衝あり
・製品の出荷作業、ＰＣ作業、棚卸業務など

岩手県宮古市板屋３－１
１－１５

株式会社　エム・
アイ・エス東北工
場雇用期間の定めなし

パソコン操作可能な方 岩手県宮古市

塗装工（見習い可）「建
設」

1人

建築塗装（戸建て、アパート等建物全般の塗装）
業務に従事していただきます。鋼構造物塗装や吹
付塗装の補助作業も行います。現場は主に宮古市
内となりますが、県内（花巻、盛岡、大船渡等）
への出張もあります。

岩手県宮古市宮町２－５
－６

有限会社　橋本塗
装

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員（大通）≪急募≫

1人

大通店において鮮魚類の店頭販売業務を行ってい
ただきます。商品の説明、レジ、袋詰め、品出
し、陳列など、接客業務をメインとした店内業務
です。また、地方発送等の対応もあります。

岩手県宮古市大通三丁目
６－４５

株式会社　佐々由

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

木材加工

1人

チップの製造にかかる作業全般となります。ある
程度の大きさに裁断された丸太を、破砕用の機械
に投入する作業です。
ショベルローダーとフォークリフトを使用して丸
太を運搬します。

岩手県宮古市川井２－２ 有限会社　川井林
業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

戸建住宅基礎工（見習い）
　　　　　　　　　「建

3人

個人邸の住宅基礎工事の補助作業

＊入社後は現場の準備・片付けなど、
　型枠大工職人の全体的なサポートをしながら、
　ノウハウを覚えていただきます。　

岩手県岩手郡葛巻町葛巻
第２８地割６３番地２３

株式会社　集和建
工

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

ダンプカー運転手（宮古
市）

1人

当社砕石プラントにおけるダンプカー運転業務他
を行っていただきます。
・ダンプカー運転（砕石）岩手県内の運搬になり
ます。遠距　離はありません。
・プラントの保守点検

岩手県盛岡市本宮５－５
－５

株式会社　タカヤ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

急募／軽四セールスドライ
バー（三陸営業所）宮古市

2人

＊軽四自動車（会社所有）で小口荷物を配達する
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

製造技術（幹部候補）

1人

電子機器基板にチップなどの電子部品を取り付け
る実装機械、またはハンダ付け等の後付け工程に
おける設備を操作していただきます。経験を積ん
で、作業の進捗状況確認や技術指導を行う管理者
となる方を求めます。

岩手県宮古市松山６－４
６

株式会社　ウェー
ブクレスト　宮古
工場雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

製造技術（正社員）

2人

電子機器基板にチップなどの電子部品を取り付け
る実装機械、またはハンダ付け等の後付け工程に
おける設備を操作していただきます。経験を積ん
で、作業の進捗状況確認や技術指導を行うリー
ダーとなる方を求めます。

岩手県宮古市松山６－４
６

株式会社　ウェー
ブクレスト　宮古
工場雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木作業員「建設」

2人

大槌町内～宮古市内の各現場において、一般土木
作業全般に従事していただきます。一般住宅、外
溝工事（Ｌ型擁壁、地崎ブロック、インターロッ
キング、駐車場、フェンス、その他）。


岩手県下閉伊郡山田町織
笠９－１２－４

株式会社　越田土
建

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町、他

設備保守管理業務（宮古
市）

1人

請負先の宮古市役所に於いて設備保守管理を行っ
ていただきます。
・電気設備、給排水設備、空調設備の運転操作、
監視業務
・設備保守のための日常的な巡視点検

岩手県盛岡市南大通２丁
目８－１【求人票郵送先
指定あり】

株式会社　寿広

雇用期間の定めなし

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

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こと 岩手県宮古市、他

事業所名
求人番号

営業（宮古営業所）

2人

・輸送提案、製品（砕石等）販売、廃棄物処理提
案等を各担　当に分けて業務にあたっていただき
ます。固定の得意先が　多く、新規開拓は少ない
です。


青森県八戸市西白山台五
丁目１３－１３

株式会社　大興

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

     （8月10日時点の内容です）

　　８月６日　から　８月１０日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　８月２３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８月１６日発行  



普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～16時30分

144,000円～160,000円

正社員以外 不問 03030- 2995381
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～16時30分
144,000円～160,000円

正社員以外 不問 03030- 2996681
大型自動車免許一種 変形（１年単位）
車両系基礎工事用運転 (1) 8時00分～17時00分
車両系整地掘削用運転 181,600円～249,700円

正社員 不問 03100- 2081681
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時15分～18時00分
131,877円～139,635円

正社員以外 不問 07020- 7486781
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時00分
220,000円～320,000円

正社員 59歳以下 13040-93199581
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
220,000円～255,000円

正社員 59歳以下 13040-93200081
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
170,000円～250,000円

正社員 59歳以下 13040-93201381

(1) 8時30分～17時15分
171,200円～227,200円

正社員以外 不問 03010-19932981
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
150,000円～160,000円

正社員 59歳以下 03030- 3005381
変形（１ヶ月単位）
(1) 6時00分～15時00分

137,500円～154,000円 (2) 8時45分～17時45分
(3)10時30分～19時30分

正社員以外 不問 03030- 3009481
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分
200,000円～230,000円

正社員 25歳以下 04010-54507081
薬剤師 交替制あり

(1) 9時00分～18時00分
305,000円～550,000円 (2)10時00分～19時00分

正社員 59歳以下 01240-16848381
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 01240-16849681
登録販売者（医薬品） 交替制あり

175,000円～305,000円

正社員 59歳以下 01240-16857681

(1) 8時00分～17時00分
220,000円～320,000円

正社員 不問 03010-19768781
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1)18時00分～ 9時00分
140,500円～146,500円 (2) 9時00分～18時00分

正社員以外 18歳以上 03010-19769881
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 7時00分～16時00分
147,100円～171,000円 (2) 7時30分～16時30分

(3) 9時00分～18時00分

正社員以外 不問 03030- 3003181
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時00分
139,050円～154,500円

正社員以外 不問 03030- 3004081
変形（１年単位）
(1) 9時45分～19時00分

165,000円～200,000円

正社員 35歳以下 04010-54237481
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時15分
220,000円～220,000円

正社員以外 不問 13010-98851181

2

技術職／整備職（宮古）

2人

●機械のメンテナンス●
各種機械（バックホウやブルトーザ等）の出荷前
／返却後　点検がメインの仕事です。
故障箇所がある場合は、修理も実施しています。
●機械の荷積み、荷降ろし●

東京都港区芝大門１－７
－７


株式会社　カナモ
ト

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町、他

フロント職（宮古）

1人

◆受注受付◆　　　　　　　　　　　　　　　　
来所または電話にて注文する顧客（建設会社等）
の使用機械
の確認・伝票発行等の受注対応がメインです。
◆在庫管理◆　　　　　　　　　　　　　　

東京都港区芝大門１－７
－７


株式会社　カナモ
ト

雇用期間の定めなし

ＰＣ操作 岩手県下閉伊郡山田町、他

営業職（宮古）

1人

●顧客への提案●
既存・新規顧客の建設会社・建設現場を訪問し、
工事の工程に応じた建設機械の提案を行います。
※顧客訪問時の車は、入社後貸与予定。
●資料作成●

東京都港区芝大門１－７
－７


株式会社　カナモ
ト

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町、他

一般事務（岩泉町）

2人

以下の業務等を行っていただきます。
・パソコン（主にエクセル・ワード）による書類
作成
・各帳簿付け、現金および預金管理
・来客対応（お茶出し含む）、電話対応

福島県いわき市常磐湯本
町天王崎１番地３８　Ｓ
ビル２階

株式会社　ショウ
ビ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

運転手

1人

◆１０ｔダンプ運転手業務

　・現場から発生する残土の運搬
　・現場内での土の運搬
　・採石場から、採石・砂などを現場へ運搬

岩手県久慈市山形町川井
９－３２－２

蒲野建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

経験者 岩手県宮古市、他

和菓子職人見習

1人

和菓子製造補助を行っていただきます。製造工程
の補助業務全般を行います。和菓子（栗しぼり、
まんじゅう類など）の成形、窯入れ・窯出しなど
です。また、器具の洗浄や作業場の清掃を行いま
す。現在７人で作業を行っており注文に合わせて

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字下宿３７

有限会社　中松屋

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

菓子販売員

2人

菓子包装及び店内の販売業務を行います。和菓子
の個包・箱詰め・包装や、店頭における接客応
対、販売、会計を行います。また注文による町内
配達や、店内の清掃業務なども行います。配達の
際には社用車（ライトバン）を運転します。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字下宿３７

有限会社　中松屋

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

1人

　シャッター、ドアの取付工事及び自主検査。
　当社独自の教育システムにより、短期間で責任
をもって育　成・指導します。

＊契約社員での教育期間（６ヶ月）終了後、請負

東京都文京区西片１丁目
１７番３号

文化シヤッター
株式会社

岩手県宮古市

雇用期間の定めなし 1人

　ａｕショップ店内業務全般

・商品説明
・新規申込、機種変更に関わる手続き
・各種料金プラン案内

宮城県仙台市若林区沖野
２丁目５－５

東北テレメディア
開発　株式会社

岩手県宮古市

建具取付工事／契約社員／
宮古営業所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

1人

家屋調査士補助業務に従事していただきます。現
場では杭打や作業用具の運搬など測量補助作業を
行います。事務所においてはＣＡＤを使っての図
面作成、パソコンによる書類作成を行います。現
場は沿岸地域となり移動は社用車使用となりま

岩手県宮古市向町２番６
号

八木土地家屋調査
士事務所

岩手県宮古市

ａｕショップスタッフ［宮
古市］

自動車運転経験１年以上
パソコン（ワード・エク

セル）の基本操作

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

1人

特別養護老人ホームの介護業務に従事していただ
きます。入所者６０名（長期入所５０名、短期入
所１０名）の方への入浴や食事など、生活全般に
わたって支援を行う介護サービスの仕事です。夜
勤に対応できる方を希望いたします。

岩手県宮古市茂市１－１
１５－１

社会福祉法人新里
紫桐会　特別養護
老人ホーム紫桐苑

岩手県宮古市

調査士補助

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

1人

契約先に設置した警報機器が侵入、火災等の情報
を感知した際に出動し対応する業務及び付随する
業務。

＊夜間の勤務があり、体力を要します。

岩手県盛岡市津志田西一
丁目２４－１５

ＡＬＳＯＫ岩手
株式会社

岩手県宮古市

介護員「介護」／紫桐苑

雇用期間の定めなし 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

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

岩手県宮古市、他

警備職（夜勤あり／宮古
市）

ＣＡＤ（建設系）実務経
験者

パソコン操作（エクセ
ル・ワード）

建設会社での実務経験

雇用期間の定めなし 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

ＣＡＤオペレーター（経験
者）

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

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）

又は 9時00分～17時00分
の間の6時間程度

岩手県宮古市

登録販売者（宮古市、紫波
町、盛岡市）

雇用期間の定めなし 1人

　調剤薬局において、
＊調剤業務全般
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）

岩手県宮古市

（パ）調剤薬剤師（宮古中
央店）

雇用期間の定めなし 1人

ＮＴＴ局舎内での電気通信工事
・各種装置の搬入据付
・ケーブル配線、端末処理
・各種装置への電源継込


宮城県名取市堀内字北竹
６０

東北通信装機　株
式会社

岩手県宮古市、他

薬剤師（宮古中央店／調
剤）

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

1人

介護老人保健施設の利用者への給食調理業務に従
事していただきます。朝食・夕食の調理は約８５
食分、昼食は通所リハビリ利用者を含め、約１２
０食分の調理を行っていただきます。

岩手県下閉伊郡岩泉町乙
茂字上９－１２

社団医療法人　緑
川会

岩手県下閉伊郡岩泉町

電工［岩手県内］

雇用期間の定めなし 1人

チラシ作成及び事務一般の仕事を行っていただき
ます。チラシ作成は社長が作った原案を基にパソ
コンで作成します。その他、電話・来客対応、社
内外清掃など、付随する業務を行います。外出用
務（配達や集金）は社用車を使用します。

岩手県宮古市西町１丁目
７番３６号

有限会社　東北ペ
イント

パソコン操作（ワード・
エクセル）の出来る方

岩手県宮古市

調理員

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

1人

・病院職員への電子カルテシステムの使い方の指
導
・問合せ内容の記録と日報報告
・電子カルテ端末及び周辺機器のトラブル対応
　（復旧・修理・インストール）

岩手県盛岡市松尾町１７
－８

株式会社　アイ
シーエス

岩手県宮古市

事務≪急募≫

電子カルテシステムのヘル
プデスク業務（宮古市） 病院での実務経験（事務

等）または、情報システ
ム保守経験（システム問
合せ、障害対応）等を有

する



普通自動車免許ＡＴ フレックス
(1)10時00分～17時00分

220,000円～240,000円 (2)14時00分～19時00分

正社員 44歳以下 03010-19992781

(1) 8時30分～17時15分
124,644円～143,208円

正社員以外 不問 03030- 3012081
変形（１ヶ月単位）
(1) 5時00分～14時00分

137,700円～137,700円 (2)10時30分～19時30分

正社員以外 不問 03030- 3013381
普通自動車免許ＡＴ
土木施工管理技士２級 (1) 8時30分～17時15分

160,105円～229,600円

正社員以外 不問 03030- 3014681
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時15分
154,365円～207,665円

正社員以外 不問 03030- 3015981
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

137,700円～137,700円

正社員以外 不問 03030- 3016581

3

出荷事務

1人

当組合加工場では、海藻類を原料として、塩蔵品
や乾燥物の加工・製造作業を行っています。出荷
事務所において商品の受注や出荷事務業務を担当
していただきます。主に取引先からの注文受付、
伝票作成、売上げ計上。また出荷業務では送り状

岩手県宮古市田老三丁目
２番１号

田老町漁業協同組
合（加工場）

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）操作のできる方

岩手県宮古市

道路パトロール車の運転手
（技能補助）

1人

県が管理する道路（国道・県道・主要地方道）の
道路パトロールの運転業務に従事していただきま
す。主な運転範囲は岩泉町、田野畑村にて主に道
路監視業務及び軽維持作業、車両運転、パソコン
での日誌作成等となります。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字松橋２４－３

沿岸広域振興局
土木部　岩泉土木
センター雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

工事監督支援業務（技術補
助）「建設」

1人

県営建設工事に係る監督職員（正職員）の補助業
務を行うものです。なお、補助業務とは工事現場
の確認、巡回、報告等となります。事業所内にお
ける正職員の事務補助。パソコンによるデータ入
力等行っていただきます。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字松橋２４－３

沿岸広域振興局
土木部　岩泉土木
センター雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

建設業の従事経験者又は
公共事業等発注機関の工

事監督経験者
PC操作(ワード,エクセル)

調理員

1人

入院患者２３５名の食事調理にあたり、主に盛り
付け、配膳、下膳、食器洗浄機による作業をして
いただきます。調理員は２０名で交代勤務です
が、勤務時間などについては相談に応じます。入
職後は、業務を行いながら責任を持って指導しま

岩手県宮古市板屋一丁目
６－３６

医療法人財団　正
清会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

事務補助員／秘書広報課
（臨時職員）

1人

宮古市役所秘書広報課に勤務となります。広報製
作の事務補助（原稿の整理、入力、写真の整理、
取材補助）、パソコンを使用した書類作成、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

総合職営業員（宮古事務
局）

1人

◇宣伝企画・教室運営全般・家庭教師派遣・教育
相談や進　　路指導等
＊完全マンツーマン指導の小中高生の教育相談。
＊生徒の成績管理、教師の指導方法をアドバイ
ス。　　　　＊公立小中学校、私立高校、大学、

岩手県盛岡市開運橋通５
－６　第五菱和ビル２Ｆ

株式会社　ＫＡＴ
ＥＫＹＯグループ
岩手県家庭教師協
会　盛岡事務局

雇用期間の定めなし

又は 9時00分～22時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市


