
普通自動車免許ＡＴ
(1) 9時00分～18時00分

200,000円～430,000円

正社員 59歳以下 03010-30139581

(1) 8時30分～17時30分
184,000円～184,000円

有期雇用派遣 不問 03010-30259981
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
180,800円～271,200円

正社員 不問 03030- 4407481
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
180,800円～271,200円

正社員 不問 03030- 4408781
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時00分
145,000円～148,000円 (2)10時00分～19時00分

(3)16時30分～ 9時30分

正社員以外 不問 03030- 4409881
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時00分

141,200円～141,200円 (2)10時00分～18時30分

正社員以外 不問 03030- 4411081
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
132,500円～148,000円

正社員 64歳以下 03030- 4413681
普通自動車免許ＡＴ

介護福祉士 (1) 8時00分～17時00分
163,750円～173,750円

正社員以外 不問 03030- 4415581
普通自動車免許一種

社会福祉士 (1) 8時15分～17時15分
146,400円～214,900円

正社員 64歳以下 03030- 4417781
普通自動車免許一種

介護福祉士又は (1) 8時15分～17時15分
看護師 153,100円～175,100円

正社員以外 不問 03030- 4418881
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
140,000円～140,000円

正社員 不問 03030- 4419281
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～18時00分

140,000円～175,000円 (2) 8時30分～13時00分
(3) 8時30分～17時00分

正社員以外 59歳以下 03040- 6130481
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分

140,000円～175,000円 (2) 8時30分～12時30分
(3) 8時30分～17時00分

正社員以外 59歳以下 03040- 6132881
土木施工管理技士１級

又は (1) 8時30分～17時30分
土木施工管理技士２級 400,000円～449,600円
普通自動車免許ＡＴ

正社員以外 不問 04010-83598781

(1) 8時30分～17時15分
124,644円～143,208円

正社員以外 不問 03030- 4391981
介護支援専門員

普通自動車免許ＡＴ (1) 8時15分～17時15分
200,000円～255,000円

正社員 64歳以下 03030- 4396281
看護師

普通自動車免許ＡＴ (1) 8時15分～17時15分
190,000円～285,000円

正社員 64歳以下 03030- 4397181
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
127,500円～127,500円

正社員 64歳以下 03030- 4398081

1

事務

1人

一般事務及び庶務事務が主な業務になります。
・書類作成
・請求管理や労務管理等の補助業務
・電話、来客対応など
・業務上、銀行等に行っていただく場合がありま

岩手県宮古市向町２番３
４号

有限会社　介護施
設　あお空

雇用期間の定めなし

パソコン（ワード・エク
セル）の基本操作

岩手県宮古市

訪問看護「看護」

1人

利用者宅を訪問し、看護業務を行います。
・健康相談、バイタルチェック、それに伴う報告
書作成
・訪問地域は旧宮古市内
・社用車（ＡＴ車）使用

岩手県宮古市黒森町６－
３０

株式会社　ファミ
リング

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護支援専門員「介護」

1人

介護支援専門員として、主に以下の業務を行って
いただきます。
・利用者のケアプラン作成
・介護認定調査
・利用者宅への訪問相談業務など

岩手県宮古市黒森町６－
３０

株式会社　ファミ
リング

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務補助員／税務課（臨時
職員）

4人

宮古市役所税務課に勤務となります。　　　
○市税等の申告に来庁した方の受付、申告書・世
帯台帳・申　告資料等の整理
○その他庶務等職員補助業務（市税等申告に係る
業務補助）

岩手県宮古市宮町一丁目
１－３０

宮古市役所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

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

受付医療事務（宮古・磯鶏
店）

1人

・受付（処方せんの受取り）
・清掃
・待合室での患者応対
・パソコン操作による窓口負担金計算、一部負担
金の徴収

岩手県花巻市星が丘一丁
目８番７号

株式会社　ワーク
イン（つくし薬局
本社）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

受付医療事務（宮古・舘合
店）

1人

・受付（処方せんの受取り）
・清掃
・待合室での患者応対
・パソコン操作による窓口負担金計算、一部負担
金の徴収

岩手県花巻市星が丘一丁
目８番７号

株式会社　ワーク
イン（つくし薬局
本社）雇用期間の定めなし

又は 8時30分～18時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

一般事務

1人

事務業務全般を担当していただきます。
・給与計算、勤怠管理、社会保険関係の書類作成
・専用ソフトを使用してのデータ入力
・電話・来客応対
・書類整理・保管

岩手県下閉伊郡田野畑村
菅窪２０５‐４

ほほえみ水道

雇用期間の定めなし
　

パソコン操作（エクセ
ル・ワード） 岩手県下閉伊郡田野畑村

相談員（復興支援担当）

1人

福祉コミュニティの復興を目的とした相談対応
や、イベント運営など地域の支援が主な業務とな
ります。
・パソコンを使用し、報告書等のデーター入力も
あります

岩手県宮古市小山田２丁
目９番２０号

社会福祉法人　宮
古市社会福祉協議
会雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

パソコン操作 岩手県宮古市

社会福祉士／正社員「介
護」

1人

各センターにおいて、地域に暮らす人たちの介護
予防や、日々の暮らしのサポートをする地域包括
支援センターの業務を担当していただきます。
・職員２名体制で行っていただきます
・外出の際には当社会福祉協議会の施設車を使用

岩手県宮古市小山田２丁
目９番２０号

社会福祉法人　宮
古市社会福祉協議
会雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員「介護」

1人

デイサービスセンターにおいて介護業務を担当
・介護業務（身の回りの世話・食事・入浴・排泄
等の介助）
・ワイドタイプのワゴン車（施設車）で、通所者
の送迎運転業務

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－１００－３

社会福祉法人　正
受会　平安荘デイ
サービスセンター雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

介護職 岩手県下閉伊郡山田町

事務≪急募≫

1人

品質管理書類作成を行っていただきます。
・水産加工の日々の生産管理記録作成（パソコン
使用）管理
・ラベル発行確認業務
・送り状作成、電話、来客対応

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

パソコン操作（ワード、
エクセル）できる方

岩手県下閉伊郡山田町

調理員（２交替）

1人

当施設利用者の給食調理業務となります。
・給食（朝、昼、夕食）１回約１１０食分の調理
・食器洗浄
・清掃　等
・立ち仕事となり、食材運搬等体力を要します。

岩手県宮古市崎山第５地
割９４番地

社会福祉法人　若
竹会　わかたけ学
園雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県宮古市

介護職員／正社員以外（有
料老人ホーム）「介護」

1人

有料老人ホーム入居者（定員２１名）の介護業務
全般となります。
・食事介助
・排せつ介助
・通院介助（社用車使用）

岩手県宮古市刈屋１２－
３

特定非営利活動法
人　愛福祉会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

建設作業員「建設」

3人

復興関連の公共建築工事や大手ハウスメーカーの
建築工事を請負っています。以下の業務を行って
いただきます。
・鉄骨組立、足場組立、内装作業、高所作業等
・その他付随する業務

岩手県下閉伊郡山田町織
笠第１６地割３番地３１

株式会社　宇野ビ
ルド

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

土木作業員「建設」

3人

復興関連の公共建築工事や大手ハウスメーカーの
建築工事を請負っています。以下の業務を行って
いただきます。
・住宅基礎、型枠工事等
・その他付随する業務

岩手県下閉伊郡山田町織
笠第１６地割３番地３１

株式会社　宇野ビ
ルド

雇用期間の定めなし

型枠工事 岩手県下閉伊郡山田町

一般事務【宮古市】

1人

派遣先事業所での一般事務
専用システムへのデータ入力（商品注文内容・見
積書や請求書データ）、書類作成や発行、書類整
理、電話応対、その他社員のサポート業務
※就業期間は２０１９年７月末までの予定

岩手県盛岡市盛岡駅前通
１５－２０　東日本不動
産盛岡駅前ビル　６Ｆ

アデコ　株式会社
盛岡支社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） パソコン入力ができ、エ

クセル・ワードの既存
データの修正できる方。 岩手県宮古市

事業所名
求人番号

コンサルティング営業（損
保・生保）（釜石支社）

2人

損害保険および生命保険のコンサルティング営業
を担当して
いただきます。
（主な担当業務）
　・損害保険・生命保険のご案内

岩手県盛岡市上堂３丁目
２－１５　工藤ビル１・
２階

株式会社　東海日
動パートナーズ東
北　岩手支店雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

     （12月17日時点の内容です）

　　１２月１０日　から　１２月１７日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は　１２月２７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１２月２０日発



普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）
(1) 9時00分～18時00分

135,000円～175,000円

正社員 59歳以下 03030- 4399381
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時15分～17時15分

133,000円～172,000円 (2) 7時00分～16時00分
(3)10時00分～19時00分

正社員 59歳以下 03030- 4400281
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時00分

141,200円～141,200円

正社員以外 不問 03030- 4404681
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
140,410円～195,960円 (2) 9時00分～18時00分

正社員以外 不問 03030- 4405981
普通自動車免許ＡＴ 特定曜日のみ(2)
損保・生保　保険資格 (1) 8時30分～17時00分

136,000円～250,000円 (2) 8時30分～12時00分

正社員 59歳以下 03030- 4416481

(1) 0時00分～ 9時00分
155,000円～165,000円

正社員以外 18歳以上 03030- 4379781
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時00分
141,200円～141,200円 (2) 6時30分～15時00分

(3)12時15分～20時45分
正社員以外 不問 03030- 4382681

介護職員初任者研修又は
その他社会福祉専門職 (1) 8時15分～17時15分
中型一種（８ｔ限定） 147,100円～153,100円

正社員以外 不問 03030- 4383981
普通自動車免許一種
大型特殊自動車一種 (1) 8時30分～17時15分
車両系整地掘削用運転 146,880円～146,880円

正社員以外 不問 03030- 4384581
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
200,970円～231,000円

正社員 59歳以下 03030- 4385481

(1) 8時00分～17時00分
131,674円～131,674円

正社員 不問 03030- 4387881
介護支援専門員

普通自動車免許ＡＴ (1) 8時30分～17時30分
172,600円～223,800円

正社員 59歳以下 03030- 4388281
調理師 変形（１年単位）

150,000円～180,000円

正社員 64歳以下 03080- 4628581
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
132,284円～160,000円

正社員 不問 03100- 3282281
普通自動車免許ＡＴ
その他の保安関連免許 (1) 9時00分～18時00分

258,000円～350,000円

正社員 18歳～59歳 04010-83125081
中型自動車免許一種 変形（１年単位）
中型一種（８ｔ限定） (1) 8時15分～17時15分

175,081円～203,237円

正社員 59歳以下 03010-30478381
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分
200,000円～250,000円

正社員以外 59歳以下 03010-30544481
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

140,000円～170,000円

正社員 40歳以下 03030- 4438381
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

132,017円～151,594円

正社員以外 59歳以下 03030- 4440481
普通自動車免許ＡＴ

131,000円～154,000円

正社員 不問 03030- 4441781
土木施工管理技士２級
土木施工管理技士１級 (1) 8時30分～17時30分

350,000円～480,000円

正社員 59歳以下 04010-84684181
2

発注者支援業務［宮古市］

3人

国土交通省東北地方整備局による公共工事の発注
者支援、
施工管理、工事関係資料作成、積算等の補助業務
に従事して頂きます。


宮城県仙台市青葉区小田
原５丁目２－５６　スタ
ジオサイキビル２階

株式会社　エム
エーシー　仙台支
店雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

国交省発注土木工事の
施工管理経験者

調理員／正社員

1人

調理員として以下の業務に従事していただきま
す。
・有料老人ホーム入居者（定員２１名）及びデイ
サービス利　用者（１５名）の食事提供
・調理、盛り付け、食器洗浄など

岩手県宮古市刈屋１２－
３

特定非営利活動法
人　愛福祉会

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

水産加工員

2人

水産物（鮮魚、若布等）の加工処理を行っていた
だきます。
・おもに手作業での魚の選別・箱詰作業や若布の
芯取りなどの作業
・水揚げされた水産物により作業は異なります

岩手県宮古市臨港通４－
８

株式会社宮古製氷
冷凍工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

木材加工

1人

マンションの建築内装工事で使用する造作材の生
産部所において、機械への材料投入や化粧シート
貼り作業を行っていただきます。

＊未経験の方でも指導しますのでご応募お待ちし

岩手県宮古市大字田鎖１
地割６番１

丸石商事株式会社
宮古工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

町営住宅の管理業務全般
（山田町）

1人

山田町町営住宅の指定管理者として町営住宅の管
理を担当していただきます。
　・入居者より修繕依頼を受付け、協力業者手
配、工事管理
　・修繕・保守工事管理

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

岩手県下閉伊郡山田町

ＰＣ基本操作（ワー
ド・エクセル等）
住宅設備工事等

３ｔ車配送員（宮古市）

1人

・水回り商品の専門商社である（株）藤村商会の
専属配送を　していただくお仕事です。

・宮古市～久慈市の得意先や現場に配送する日勤
のお仕事で　す。配送件数は１日平均で１５件程

岩手県盛岡市湯沢１６－
１５－１２

岩手庄子運送　株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業所長候補［宮古市］

1人

警備関係の営業・業務・管理全般を行って頂きま
す。
具体的には
・新規顧客の開拓
・各種契約書の作成、契約の締結

宮城県仙台市青葉区国分
町１丁目７－１８　白蜂
広瀬通ビル２階

東洋ワークセキュ
リティ　株式会社

雇用期間の定めなし

営業経験者 岩手県宮古市

事務員（岩泉営業所）

1人

◆岩泉営業所にて、事務全般の仕事を行っていた
だきます。
【主な仕事内容】
＊パソコンを使用した各種文書作成
＊帳票管理

岩手県久慈市長内町３７
－１２－８

有限会社　陸中商
会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

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

介護支援専門員「介護」

1人

当法人が運営する居宅介護支援事業所での業務と
なります。
・ケアプランの作成
・公用車を使用して利用者宅への家庭訪問
・各種書類の申請、手続き

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

販売員

1人

本社店舗において、パン、ケーキ、和菓子類の販
売業務を行っていただきます。
・接客、レジ操作、包装、陳列等
・他２～３名販売員がおります
・配達業務は予定しておりません

岩手県宮古市保久田２－
２０

有限会社　西野屋

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ダンプ運転手

1人

大型ダンプ（１０ｔ）の運転業務を行います。
・建設資材（砂利等）の運搬
・積み込みはバックホーにて行い、特に手作業で
の積み込み作業はありません
・主な現場としては、田野畑・岩泉・普代・宮

岩手県下閉伊郡田野畑村
和野１５－２４

県北運輸有限会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

田老現場事務所作業員（臨
時職員）

1人

宮古市田老総合事務所にて田老現場事務所作業員
として勤務となります。
・田老地区内の市道・農道・林道等の維持管理業
務
・道路補修など主に土木作業

岩手県宮古市宮町一丁目
１－３０

宮古市役所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

介護相談員兼運転技士／清
寿荘デイサービスセンター

1人

デイサービス利用者おおよそ２５名の方々の日常
介護業務
・食事介助や入浴介助、排泄介助、レクリエー
ション補助など
・８人乗りリフト付き車両により送迎。送迎は市

岩手県宮古市小山田２丁
目９番２０号

社会福祉法人　宮
古市社会福祉協議
会雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県宮古市

生活支援員

1人

生活支援に係る業務全般となります。
・当施設利用者の日中活動（軽作業）や通院、買
い物（２～３名）の付き添いなどで、社用車を運
転

岩手県宮古市崎山第５地
割９４番地

社会福祉法人　若
竹会　わかたけ学
園雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）
岩手県宮古市

販売員／宮古千徳店

1人

コンビニエンスストア（ローソン宮古千徳店）で
の販売に係る業務です。
・接客やレジ、商品の品出し、整理、店舗内外の
清掃等
・仕事に慣れてきた方には、商品の発注などの在

岩手県宮古市上村１丁目
９番３５号

有限会社　かなざ
わ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業（損害保険・生命保
険）

1人

個人・法人のお客様に、損害保険・生命保険を提
案し、契約していただく仕事です。
・既存のお客様へのアプローチ
・マーケット開拓（新規開拓）
・入社後、研修があります。

岩手県宮古市港町１番２
２号

株式会社　塩釜商
会　宮古支店

雇用期間の定めなし

損保・生保としての営業
経験者（どちらかで可）

岩手県宮古市

職業指導員及び生活支援員

1人

利用者の就業指導及び生活支援を行います。
・店舗等での販売接客
・菓子製造
・利用者さんの送迎業務をする場合もあります。
送迎車は軽　自動車、車イス車両を予定しており

岩手県宮古市板屋三丁目
１１－１

社会福祉法人　自
立更生会　宮古ア
ビリティーセン
ター

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

又は 8時30分～18時00分
の間の8時間

岩手県宮古市

調理員（日勤）

1人

当施設利用者の給食調理業務となります。
・給食（朝、昼、夕食）１回約１１０食分の調理
・食器洗浄
・清掃　等
・立ち仕事となり、食材運搬等体力を要します。

岩手県宮古市崎山第５地
割９４番地

社会福祉法人　若
竹会　わかたけ学
園雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県宮古市

自動車鈑金塗装工

1人

事故車等自動車鈑金、塗装業務全般
・自動車の車体のへこみやキズ等の修理、修復箇
所の塗装
・修理車両の引き取り、納車、回送、洗車など

岩手県宮古市長根二丁目
５－１７

有限会社　宮古ボ
デー

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市
介護員「介護」

2人

小規模多機能ホームあすも・グループホームあす
もに勤務
・入浴、排せつ、調理業務、食事等の介護
・その他の日常生活上のお世話


岩手県宮古市田の神２－
４－２８

小規模多機能ホー
ム　あすも　グ
ループホームあす
も

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市



変形（１年単位）
(1) 9時45分～19時00分

170,000円～200,000円

正社員 35歳以下 04010-84748181
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時00分
220,000円～230,000円

正社員 59歳以下 27030-49022581
交替制あり

170,000円～230,000円

正社員 59歳以下 03010-30410681
看護師 変形（１年単位）

普通自動車免許ＡＴ (1) 8時30分～17時15分
250,000円～320,000円

正社員 不問 03020- 2554681
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分

134,120円～136,760円 (2)11時00分～20時00分
(3)16時00分～ 9時00分

正社員 64歳以下 03030- 4433781

(1) 8時30分～17時30分
129,168円～198,720円

正社員以外 不問 03030- 4434881

(1) 8時30分～17時30分
134,000円～209,500円

正社員 34歳以下 03030- 4436181
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
315,800円～558,140円

正社員 59歳以下 04010-84398781
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～17時00分
173,510円～173,510円

正社員 39歳以下 03030- 4420381
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～17時00分
200,000円～300,000円

正社員以外 不問 03030- 4421681
大型自動車免許一種 変形（１年単位）
普通自動車免許一種 (1) 8時00分～17時00分

184,000円～195,500円

正社員 59歳以下 03030- 4424481
理学療法士

普通自動車免許ＡＴ (1) 8時30分～17時30分
180,000円～250,000円

正社員 59歳以下 03030- 4425781
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

206,456円～206,456円 (2)20時00分～ 5時00分

正社員以外 18歳以上 03030- 4427281
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時30分
170,000円～210,000円 (2) 8時00分～15時00分

正社員 59歳以下 03040- 6137681

3

営業

1人

◎主に建築資材、キッチン等の住設機器の営業が
メインで　
　す。販路は殆ど県内で、内陸、沿岸と多方面で
す。
　また、自社工場で屋根材をオーダーメイドにて

岩手県花巻市卸町１６ 株式会社　坂田建
材

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

各種機械オペレーター

2人

携帯電話やスマートフォンで使用される電子部品
（コネクタ）製造に従事します。
・自動組立機械による組立作業
・プラスチック成形及びプレス作業
・細かな目視作業があります

岩手県宮古市赤前第２地
割２１番地２

東北ヒロセ電機
株式会社　宮古工
場雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

理学療法士

1人

訪問看護サービスでのリハビリテーション
・訪問看護師と共に個別プログラムの計画
・在宅でリハビリ業務
・訪問後の報告書作成
・翌日訪問する利用者の方と電話連絡

岩手県宮古市末広町７－
２９　浜木ビル１階

株式会社　咲希
咲希訪問看護ス
テーション雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

大型自動車運転手

2人

大型ダンプの運転業務に従事していただきます。
・砂利、原石等の運搬
・運転業務が空いた時には、プラント内作業もあ
り
・エリアは主に宮古市、下閉伊地域

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

大型自動車運転経験 岩手県宮古市

企画営業職

3人

・自動車保険、火災保険をはじめとする損害保険
の営業
・医療保険、終身保険などの営業

＊約１ヶ月間の研修があり、研修期間中の交通

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

総合系エリア職員

3人

保険事務および保険代理店の支援業務
・保険事務業務
・保険代理店に対する保険商品説明、アドバイス
・付随する契約書類作成、各種企画の提案


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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

空調・衛生設備施工管理技
士［岩手県］

1人

各建設現場に伴う空調・衛生設備施工管理業務に
従事して頂きます。
・工事現場の写真管理、品質管理
・協力会社に対し、連絡指示、工程の進捗確認
・経験が豊富な方は施主対応、定例会対応も行っ

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

施工管理経験３年以上 岩手県宮古市、他

金型部品加工（マシニング
加工、平面研削）

2人

お客様から頂いた製品図面を基に金型を設計・製
作しております。
・金型部品を工作機械や平面研削盤を使用して加
工する業務　に従事していただきます。


岩手県下閉伊郡山田町石
峠３－１７－４

和田工業株式会社
東北工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

梱包及び出荷作業業務

1人

当社東北工場において梱包から出荷までの業務を
担当していただきます。
・伝票や指示書をもとに製品をダンボール箱に梱
包
・製品を入れたダンボール箱を木製パレットに積

岩手県下閉伊郡山田町石
峠３－１７－４

和田工業株式会社
東北工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

介護職員／小本「介護」

1人

小規模多機能型居宅介護事業所及び、グループ
ホームでの介護業務を行っていただきます。主な
仕事の内容は、利用者の方の日常生活支援、レク
リエーション、送迎付き添い、介護（食事、入
浴、排せつ介助等）となります。

岩手県宮古市向町２番３
４号

有限会社　介護施
設　あお空

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

看護師（山田町）「看護」

2人

◇訪問看護業務にかかる業務全般
＊利用者宅でのバイタルチェック、栄養管理、薬
の管理、
　家族への介護指導等を担当します。
＊医師と看護師スタッフで患者の情報を共有し、

岩手県釜石市大町２丁目
２番２４号

株式会社ウェル
ファー

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

ピット作業員（宮古店）

3人

販売された各種商品の取り付け作業、タイヤ交
換、オイル交換他店長が指示する業務。資格、経
験等は問いませんが自動車関連業界経験者は歓迎
します。


岩手県盛岡市みたけ３丁
目３１－３８

北映商事　株式会
社（オートバック
ス）雇用期間の定めなし

又は 9時30分～19時30分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

配置販売営業（宮古出張
所）

1人

従来の配置販売業（配置薬とよばれる販売手法）
に加え
薬箱を置かせて頂いているお客様からのニーズに
応じて
様々なサービスをご案内、ご提案する仕事です。

大阪府大阪市西区江戸堀
２丁目１－１ 江戸堀セ
ンタービル１２階

モチノキ薬品株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ａｕショップスタッフ［宮
古市］

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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市


