
変形（１年単位）
(1) 8時00分～16時30分

135,600円～135,600円

正社員以外 不問 03030- 4275991
普通自動車免許一種

(1) 7時30分～16時30分

166,440円～226,600円 (2) 9時00分～18時00分

正社員 59歳以下 03030- 4276491

(1) 8時50分～17時35分

132,840円～132,840円

正社員以外 不問 03030- 4279291
普通自動車免許ＡＴ

(1) 7時00分～15時45分

148,000円～156,240円 (2) 9時45分～18時30分

正社員以外 不問 03030- 4267991
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

133,728円～151,200円

正社員以外 不問 03030- 4271191
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時15分

141,290円～141,290円

正社員以外 不問 03030- 4272091
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- 4273391
１級建築施工管理技士 変形（１年単位）
普通自動車免許一種 (1) 8時00分～17時00分

256,700円～455,600円

正社員 59歳以下 03100- 3389991
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 03010-29683491
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
フォークリフト技能資格 (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- 6042091
普通自動車免許ＡＴ

警備員指導教育責任者資格 (1) 9時00分～18時00分

228,000円～300,000円

正社員 18歳～59歳 04010-81738391
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 04010-81837991
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時00分

209,700円～349,500円

正社員 64歳以下 04010-81905191
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分

357,100円～565,100円

正社員以外 不問 03020- 2225191
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

133,728円～151,200円 (2)20時30分～ 5時30分

正社員以外 18歳以上 03030- 4264091
変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～15時45分

140,640円～194,720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- 4266691

(1) 8時00分～17時00分

188,000円～305,500円

正社員 不問 44010-34955691
大型自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分

188,000円～235,000円

正社員 不問 44010-34992891
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     （12月16日時点の内容です）

　　１２月９日　から　１２月１６日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は　１２月２６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
事業所名
求人番号

合板加工工

1人

工場内において下記の業務を行います。
・床板（フローリング）や型枠（コンパネ）の元
となる合板に、表面研磨加工や塗装加工を施す機
械のオペレーター
・フォークリフトによる加工工程の段取り等を担

岩手県宮古市磯鶏二丁目
６－１

ホクヨーコート株
式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

工具修理、取付、整備

1人

当社において下記の業務を行っていただきます。
・電動工具、エンジン工具、石油ストーブ等の取
付、修理、整備等
・店舗内およびお客様宅等へ訪問し作業（山田町
～宮古市）

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

岩手県宮古市、他

窓口事務

1人

郵便局窓口にて下記の業務に従事します。
・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。

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

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
援業務を行っていただきます。
・知的、精神障がいがある入居者への食事作り、
通院介助、買い物支援等
・上記に付随する業務

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あり（4ヶ

月未満）

岩手県宮古市

精密部品の検査

1人

空調の効いた明るい工場内で座って作業して頂き
ます。
拡大鏡や顕微鏡を使用し携帯電話、デジタルカメ
ラなどに用いられる精密電子部品（コネクタ）の
検査をして頂きます。細かい作業が得意な方に最

岩手県宮古市田鎖９地割
５５番地１

株式会社　エム・
アイ・テイー　東
北工場雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

指導員

1人

障がい福祉サービス事業所で指導員として下記の
業務に従事していただきます。
・職業指導、生活支援全般
・リサイクル事業の回収作業の指導
・施設外就労の作業指導

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中家４５－２

ＮＰＯ法人　きぼ
うハウス

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

福祉に理解のある方 岩手県下閉伊郡岩泉町、他

職業指導員／就労継続支援
Ｂ型

1人

障がいの方の適正に合わせて仕事を選定し、内職
作業、製品作成等実際に一緒に仕事をしながら技
術指導を行っていただきます。
・利用者の記録、送迎（施設車、主にワンボック
ス）製品管理、販売等

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

建築施工管理技士（１級）

1人

◆建築施工管理技士業務全般
・公共土建築工事現場等の施工管理業務になりま
す。
・建築工事の施工管理、積算見積業務
・施工計画を作成し、工程管理、安全管理など工

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

岩手県宮古市、他

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。

岩手県盛岡市西松園４丁
目２６－１４　

株式会社　クォー
ル

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業（宮古支店）

1人

◎主に建築資材、キッチン等の住設機器の取扱も
多い営業が　メインです。販路は殆ど県内で、内
陸、沿岸と多方面です。自社工場で屋根材をオー
ダーメイドにて加工、生産をし、販売をしており
ます。

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

営業所長候補

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

医療事務

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　

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
月以上）

岩手県宮古市

土木作業員

10人

・土木工事に伴う作業
・道路改良工事
・上下水道工事
・造成工事
・砂防工事

宮城県仙台市青葉区一番町
１丁目１６－２３　一番町
スクエアビル２Ｆ　Ａ－１

東日本建設　株式
会社

雇用期間の定めなし

土木工事作業の経験ある方 岩手県宮古市、他

土木施工管理（契約社員）
「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次下請け工事現場
等の施工管理、各種土木工事

岩手県釜石市大渡町２丁
目６番２３号　ＴＲＹビ
ル２階南Ｂ

株式会社　クリエ
イトワークス　釜
石営業所雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市、他

コネクター製造オペレー
ター

1人

空調の効いた明るい工場内で下記の業務を担当し
て頂きます。プレス機、射出成形機、自動組立機
などのオペレーション業務。自動で動きますので
停止が発生した時の対応や材料補給などの軽作業
となります。

岩手県宮古市田鎖９地割
５５番地１

株式会社　エム・
アイ・テイー　東
北工場雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

介護職「介護」

2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

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
月未満）

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

土木作業員

3人

一般土木作業全般
・生コン打設
・重機オペレーター
・枠組み
・大型ダンプの運転

大分県大分市大字松岡５
１６２番地の１

幸大株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

大型ダンプ運転手（大分本
社または岩手支店）

2人

「セイエイ開発　本社（大分市松岡）または岩手
支店（岩手市宮古市藤の川）」にて、大型ダンプ
（１０ｔ）運転手業務
作業現場や災害復旧現場にて、土や砕石の運搬を
行います。

大分県大分市大字松岡５
１６２番地の１

セイエイ開発

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 

令和元年１２月１９日発行  



普通自動車免許一種
(1) 8時00分～16時45分

133,000円～137,000円

正社員以外 64歳以下 03030- 4260891
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

136,868円～136,868円

正社員 不問 03030- 4262591
普通自動車免許ＡＴ フレックス

(1) 8時30分～17時30分

150,400円～202,200円

正社員 不問 03030- 4251791
普通自動車免許ＡＴ フレックス

(1) 8時30分～17時30分

158,300円～211,600円

正社員 不問 03030- 4252891

(1) 8時00分～17時00分

147,000円～189,000円 (2) 8時00分～16時20分

正社員 40歳以下 03030- 4253291
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分

126,400円～128,000円

正社員 64歳以下 03030- 4254591
変形（１ヶ月単位）
(1) 5時00分～14時00分

136,000円～166,000円 (2) 8時30分～17時30分
(3) 9時45分～18時45分

正社員以外 不問 03030- 4255191
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時30分

141,000円～245,000円

正社員 59歳以下 03060- 7684291
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時30分

195,000円～320,000円

正社員 59歳以下 03060- 7686191
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時15分

139,200円～206,000円

正社員以外 不問 04010-80991891
大型自動車免許

(1) 8時00分～17時00分

218,000円～218,000円

正社員 不問 04080- 4605291
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～17時30分

179,000円～240,000円

正社員 35歳以下 13090-53950991

(1) 8時00分～17時00分

216,000円～237,600円

正社員 不問 02050- 3302691
大型自動車免許

車両系建設機械(整地) (1) 8時00分～17時00分

259,200円～280,800円

正社員 不問 02050- 3303991
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時45分～17時30分

160,000円～180,000円

正社員 35歳以下 03010-29412391
看護師

普通自動車免許ＡＴ (1) 8時30分～17時15分

156,600円～258,800円 (2)16時30分～ 1時15分
(3) 0時30分～ 9時15分

正社員以外 18歳以上 03030- 4243891
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分

196,000円～228,000円

正社員 不問 03030- 4244291
２級土木施工管理技士
１級土木施工管理技士 (1) 8時00分～16時30分
普通自動車免許一種 200,000円～250,000円

正社員 不問 03030- 4245591
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時30分

162,000円～259,200円

正社員以外 不問 03030- 4246191
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分

140,400円～140,400円

正社員以外 不問 03030- 4247091
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乳製品製造

1人

当公社の乳製品工場においてヨーグルト製造を担
当していただきます。
・仕事の内容は、機械での充てん（パック）作業
・使用した機器の洗浄
・出荷作業などの工程があります。

岩手県下閉伊郡田野畑村
尾肝要３９－１

一般社団法人　田
野畑村産業開発公
社雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡田野畑村

牧場管理／長嶺牧場

2人

長嶺牧場において以下の業務に従事していただき
ます。
・育成牛の飼養業務全般
・牧草収穫作業
○正社員への登用制度あり。

岩手県下閉伊郡田野畑村
尾肝要３９－１

一般社団法人　田
野畑村産業開発公
社雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡田野畑村

土木施工管理技士「建設」

1人

現場管理業務全般に従事していただきます。
・主に土木現場にて管理業務
・道路・水路・上下水道等の土木工事現場におい
て、施工計画の作成・工程管理、安全管理等
・各現場への移動は、社有車を使用

岩手県下閉伊郡岩泉町二
升石字坂の下３－１

有限会社　三上建
設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

現場管理経験
パソコン操作（エクセル・

ワード）できる方

塗装工「建設」

2人

宮古市内の各現場において、建築塗装作業全般の
業務です。
・一般住宅や集合住宅の建築塗装作業
・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

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
・主に岩泉町内への訪問看護業務（社用車使用）
＊夜勤の出来る方希望、夜勤専従も可能。

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

補聴器の販売及び付随する
業務（宮古店・大船渡店）

1人

聴こえについてお困りの方々に対し、コミュニ
ケーションの手段として補聴器を販売する業務で
す。
＊補聴器販売にはパソコンを使用します。指導・
サポートいたします。

岩手県盛岡市盛岡駅前通
８－１４

株式会社　岩手リ
オン補聴器セン
ター雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード・エ
クセル等）必須 岩手県宮古市、他

重機オペレーター【岩手
県】

1人

◇災害復旧工事現場における重機オペレーター業
務全般に従事していただきます。
　工事現場でのバックホー等の運転及び土木作業
です。
　

青森県上北郡東北町字仏
沢３－４９

有限会社　東北推
進工業

雇用期間の定めなし

重機オペレーターの経験あ
る方

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

土木作業員【岩手県】

2人

◇災害復旧工事現場の土木作業に従事していただ
きます。
　・河川ブロック積み重ね
　・掘削、埋戻し等
　

青森県上北郡東北町字仏
沢３－４９

有限会社　東北推
進工業

雇用期間の定めなし

土木作業の経験ある方 岩手県下閉伊郡岩泉町、他

営業（医療用品・介護用品
等）

1人

【急募】岩手県で働きたい方を募集します。
○得意先である医療機関、福祉施設、医療・介護
関係、卸業者へのルート営業、新規開拓。
○ガーゼ、脱脂綿、包帯、大人用紙おむつ、救急
用品等、医療や介護の現場で使われる業務用ディ

東京都板橋区志村１丁目
３２－１８

イワツキ　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

パソコン操作（ワード、エ
クセルの基本操作、文字入

力等が出来る方）

大型ダンプ運転手

1人

〇大型ダンプによる運搬業務に従事して頂きま
す。
・大型ダンプ（１０ｔ）で土砂や砕石等の運搬業
務
・主な現場：岩手県普代村、田野畑村、岩泉町、

宮城県気仙沼市最知北最
知１９７－９

株式会社　ナダベ

雇用期間の定めなし

運転経験者 岩手県下閉伊郡岩泉町、他

アクティブ・レンジャー
（自然保護官補佐）

1人

国立公園の保護管理にかかる、自然保護官業務の
補佐（室内の事務を含む）
（１）国立公園の保護管理（国立公園の巡視、管
内施設の維持管理、利用マナーの指導、歩道・標
識類の点検や簡易補修、自然情報の収集、動植物

宮城県仙台市青葉区本町
３丁目２－２３　仙台第
２合同庁舎６階

東北地方環境事務
所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

基本的なパソコンの操作登
山の経験 岩手県宮古市

メンテナンスエンジニア
（宮古営業所）

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、修理業務を行っていた
だきます。

入出庫業務や出張整備、配送等を含みます。

岩手県奥州市水沢工業団
地１丁目５

株式会社　セント
ラル

雇用期間の定めなし

建設機械のメンテナンス・
修理経験がある方

岩手県宮古市

サービス（宮古営業所）

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、修理業務を行っていた
だきます。
入出庫業務や出張整備、清掃業務、配送等を含め
ます。

岩手県奥州市水沢工業団
地１丁目５

株式会社　セント
ラル

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理員

1人

ほほえみの里利用者（おおよそ入所者１００名、
通所者６０名）の食事調理業務全般。
・下ごしらえ、調理、食器の洗浄
・その他調理場の清掃や付随する業務


岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
９地割３９番地２７

医療法人　仁泉会
介護老人保健施設
ほほえみの里雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

運行管理者

1人

・タクシーの配車、電話対応
・運行記録の管理、書類の作成および保存
・乗務員の勤怠、労務、健康の管理
＊土日祝勤務できる方を希望
＊パソコン操作（入力程度）出来る方希望

岩手県下閉伊郡山田町川
向町７番４号

有限会社　山崎タ
クシー

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

造林・伐採作業員・重機オ
ペレーター

1人

当組合において下記の作業を行っていただきま
す。
・地拵、植林、下刈等の造林作業
・チェンソーで立木を切り、重機で造材、集材、
はい積み

岩手県宮古市川井２－１
７０－１

川井地区国有林材
生産協同組合

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業

1人

・お客様のライフプランに合わせた保険をはじめ
とする商品のコンサルティング業務
・お客様を訪問し保険契約更新等の際の会社案
内、情報提供


岩手県宮古市実田１丁目
３－３

有限会社　村上保
険サービス

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

営業事務

1人

コンサルティングサポート業務
・保険会社が提供するソフトを使用して、保険見
積等作成
・その他の文書作成（ワード・エクセル使用）
・保険金、給付金請求サポート

岩手県宮古市実田１丁目
３－３

有限会社　村上保
険サービス

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

水産加工／正社員

1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
・その他、加工場清掃等の付随する業務
＊＊山田町内より送迎あります。ご相談ください
＊＊

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

事務員兼生活支援員

1人

【事務】
・法人、事業所の会計・出納関連
・法人、事業所の諸規定整備関連
・法人（理事会・評議員会）関連
・事業所の給付費請求事務関連

岩手県下閉伊郡山田町山
田１６－９－１０

社会福祉法人やま
だ共生会やまだ共
生作業所雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード・エ
クセル） 岩手県下閉伊郡山田町



看護師
(1) 8時00分～17時15分

220,000円～320,000円 (2) 8時00分～15時30分

正社員 不問 03030- 4248391
大型自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 7時30分～17時00分

161,250円～215,000円

正社員 不問 03030- 4249691
変形（１ヶ月単位）

139,000円～170,000円

正社員 不問 03030- 4250491
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 04010-80717791

3

現場管理補助（空調・衛生
設備）

1人

※未経験・ブランクのある方も歓迎します！
空調・衛生設備工事における管理業務補助（現場
監督）を行っていただきます。
・工程管理（写真撮影及び管理、作業員への作業
内容の伝達及び確認）

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

一般事務

1人

一般事務業務全般に従事
・パソコンを使用して日報等へのデータ入力、各
種書類等の作成、電話応対、来客対応
・事務所内の清掃、その他付随する業務
※事務経験者優遇いたします

岩手県下閉伊郡田野畑村
奥地３３

田野畑交通　有限
会社

雇用期間の定めなし

又は 9時00分～19時00分の
間の8時間

岩手県下閉伊郡田野畑村
パソコン基本的操作（ワー
ド・エクセル入力程度）

大型ダンプ・生コン車運転
手

1人

大型ダンプカーまたは大型生コン車などの運転業
務に従事していただきます。
・現場は久慈市、野田村、普代村、田野畑村、岩
泉町、宮古市などになります。
・経験者は優遇いたします。

岩手県下閉伊郡田野畑村
奥地３３

田野畑交通　有限
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

看護師「看護」

1人

当医院において、外来患者様への看護業務全般に
従事していただきます。
・医師の指示に基づき、来院患者の診察介助



岩手県宮古市大通一丁目
５－２

岩見神経内科医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

～  ハ ロ ー ワ ー ク か ら の お 知 ら せ  ～ 
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