
保育士 変形（1ヶ月単位）
(1)7時30分～16時00分

1人 153,800円～165,000円 (2)8時30分～17時00分
(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030- 3310621

(1)9時00分～18時00分
2人 142,600円～142,600円

簡単なＰＣ入力

正社員 59歳以下 薬局での業務経験あれば尚可 03030- 3313021
普通自動車免許一種

(1)8時45分～17時00分
1人 140,000円～180,000円 (2)8時45分～12時00分

正社員 62歳以下 03030- 3293721
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)7時30分～16時30分
1人 166,900円～188,000円 (2)9時00分～18時00分

(3)12時00分～21時00分

正社員以外 69歳以下 03030- 3294821
看護師、助産師、保健師 変形（1ヶ月単位）
※准看護師所持の方は要相談 (1)8時30分～17時30分

1人 いずれか 200,080円～286,480円 (2)15時00分～9時00分

正社員以外 不問 03030- 3298321
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 146,888円～146,888円

正社員以外 40歳以下 03030- 3299621
看護師
准看護師 (1)8時30分～17時15分

1人 いずれか 216,000円～238,500円
普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 03030- 3300521
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時15分
1人 208,500円～208,500円

正社員 59歳以下 03030- 3301421
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時15分
1人 144,000円～159,000円

正社員以外 不問 03030- 3302321
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時15分
1人 147,400円～147,400円

正社員以外 不問 03030- 3303621
介護職員初任者研修修了 変形（1ヶ月単位）
ホームヘルパー２級 (1)8時30分～17時15分

1人 いずれか 191,000円～218,500円
普通自動車免許一種

正社員以外 不問 03030- 3306021
車両系建設機械運転技能 変形（1年単位）

あれば尚可 (1)8時00分～20時00分
1人 160,000円～250,000円 (2)20時00分～8時00分

正社員 18歳～64歳 03030- 3307721
調理師

あれば尚可 (1)9時00分～18時00分
1人 155,520円～155,520円

正社員以外 59歳以下 03030- 3285721
調理師

あれば尚可 (1)10時30分～21時30分
1人 180,000円～300,000円

調理、ホール経験

正社員 20歳以上 あれば尚可 03030- 3289421
調理師

あれば尚可 (1)10時30分～21時30分
1人 180,000円～300,000円

調理、ホール経験

正社員 不問 あれば尚可 03030- 3291121
調理師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 153,360円～153,360円

正社員以外 不問 03030- 3292021
保育士
看護師

6人 准看護師 154,100円～192,100円

正社員以外 不問 03030- 3278221
普通自動車第二種免許 交替制あり

大型自動車免許 (1)7時00分～16時00分
1人 あれば尚可 148,027円～148,027円 (2)8時00分～17時00分

(3)9時00分～18時00分

正社員 59歳以下 乗務員経験あれば尚可 03030- 3279521
1

タクシー乗務員 タクシー乗務業務、スクールバス等での送迎業
務。・主な業務はタクシーの運転　・出庫前の車両
点検　・料金収受　・乗務記録　・洗車等　○ス
クールバスは、必要に応じて稼働いたします。＊経
験があれば尚可＊大型自動車一種免許があれば尚可

岩手県宮古市大字津軽石９
－７０－１

合名会社　津軽石タ
クシー

雇用期間の定めなし
又は15時00分～0時00分
の間の8時間

岩手県宮古市

保育士（いわいずみ・こが
わ・おもとこども園）

各こども園にて園児の保育業務をしていただきま
す。・園児の遊び、食事介助、寝かしつけ、おたよ
り記載　・教室の整理整頓　・行事運営　※クラス
担任の補助業務をしていただきます。


岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字惣畑５９番５

岩泉町役場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は7時30分～19時00分

の間の8時間程度
岩手県宮古市

幼稚園教諭免許・
小学校教諭免許の

いずれか

調理係 園児の給食調理業務を担当していただきます。
・園児の給食・離乳食の調理業務
・食器類の洗浄
・その他付随する業務


岩手県宮古市津軽石第４地
割４０番地８

社会福祉法人　慈愛
会　津軽石保育所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

調理補助・ホール／ＳＹＵ
ＷＡ　ＳＹＵＷＡ

厨房内において調理の補助的作業及びホールにおい
て接客業務を行っていただきます。○厨房内におい
て調理の補助的作業・調理者の指示により、野菜
カットや調理の下ごしらえ、準備、盛付け、飲み物
作り、食器・調理器具の洗浄、食材の在庫確認等

岩手県宮古市八木沢第４地
割９７－７

ビツクベル　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理補助・ホール 厨房内において調理の補助的作業及びホールにおい
て接客業務を行っていただきます。○厨房内におい
て調理の補助的作業・調理者の指示により、野菜
カットや調理の下ごしらえ、準備、盛付け、飲み物
作り、食器・調理器具の洗浄、食材の在庫確認等

岩手県宮古市八木沢第４地
割９７－７

ビツクベル　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

レストラン調理補助 道の駅山田にあるレストランでの調理補助業務
・料理の盛り付け　・食器洗浄作業（浄作業には食
器洗浄機を使用）・調理場の片付け等　スタッフは
４名おります。＊正社員登用制度あり

岩手県下閉伊郡山田町船越
第６地割１４１番地

山田町特産品販売協
同組合

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

発電維持・運搬作業（ボイ
ラー管理）

木質バイオマス発電所内において
・機械への燃料の投入作業
・構内での木材の運搬作業
・バックホー、ローダー等の運転
・装置の運転、操作、点検、保守等の業務

岩手県宮古市川井第６地割
３５

株式会社　ウッティ
かわい

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ホームヘルパー 町内の利用者様宅への訪問介護業務に従事していた
だきます。・身体介護、入浴介助及び家事の支援、
通院介助などを行っていただきます。・訪問時には
法人車を使用していただきます。

岩手県下閉伊郡山田町山田
第１５地割８２番地２

社会福祉法人　山田
町社会福祉協議会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

※資格が無い場合も
相談に応じます。
ボイラー運転経験

あれば尚可

配食サービススタッフ 山田町内の独居等高齢者宅への配食サービス業務に
従事します。・町内の契約利用者宅を訪問、夕食の
お弁当をお届けします・午前中は前日のお弁当の回
収・訪問の際は併せて安否確認を行います＊１日１
０件程度を担当します

岩手県下閉伊郡山田町山田
第１５地割８２番地２

社会福祉法人　山田
町社会福祉協議会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

生活支援相談員 山田町内の被災者や高齢者等の相談支援の役割を担
い、主に下記の業務を行います。・各災害公営住宅
や個人宅を訪問しての相談支援・入居者や在宅生活
者の困り事や必要とする支援の把握・各制度の説明
や関連機関の案内・サロン開催の手伝い

岩手県下閉伊郡山田町山田
第１５地割８２番地２

社会福祉法人　山田
町社会福祉協議会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

介護支援専門員 利用者のケアマネジメント業務に従事します。・利
用者や家族との相談　・介護サービス計画の作成
（３０件程度）・要介護認定の申請等手続き　・介
護事業所との連絡調整　＊外出の際は社用車（ＡＴ
車）を使用します。

岩手県下閉伊郡山田町山田
第１５地割８２番地２

社会福祉法人　山田
町社会福祉協議会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

看護師、准看護師 訪問入浴に関わる看護業務をしていただきます。・
ご利用者のお宅に訪問しバイタルチェック、入浴介
助など　・訪問は入浴車（法人車）にて３名体制で
行います　・月１回程度の訪問介護業務があります

岩手県下閉伊郡山田町山田
第１５地割８２番地２

社会福祉法人　山田
町社会福祉協議会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

介護支援専門員
（ケアマネージャー）

クリンクルー／正社員以外 下記の業務に従事していただきます。・建物清掃全
般　・施設等ガラス清掃　・新築物件引き渡し前清
掃　・施設等床清掃、ワックスがけ　＊ごくまれに
施設守衛業務（見回り等）をお願いする場合あり

岩手県宮古市田の神二丁目
３番１１号

株式会社　サンズ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師 有料老人ホーム（入居定員１０名程度）にて、ご入
居者様に対する看護業務や生活全般の介護サービス
を提供していただきます。
１年毎の更新契約（基準日３月３１日）となりま
す。

岩手県宮古市保久田３－４
６

株式会社　咲希　咲
希訪問看護ステー
ション

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

簡単なＰＣ入力（定型フォーム
への簡単な入力）があります、
看護師業務経験あれば尚可

支援員・介護職 利用者の支援及び介護業務を行います。・日常の食
事、入浴、レクレーション等の介助　・施設車を運
転し送迎（各施設により使用車は異なりますが、軽
自　動車、ハイエースなど）・シフトにより（１）
～（４）の時間の交替勤務

岩手県下閉伊郡山田町山田
１－１１－３

社会福祉法人　親和
会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

事務および現場業務 当組合は総務、共済、指導、購買、販売、自営があ
ります。主に下記の業務があります。・一般事務、
共済の手続き、船の登録・許可にかかる事務　・ガ
ソリンスタンドでの販売、船への給油　・うにや鮑
など水揚げに関する現場作業等

岩手県下閉伊郡岩泉町小本
字家の向２２１－１

小本浜漁業協同組合

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

薬剤師補助 下記の業務に従事していただきます。・薬剤師補助
業務（調剤補助業務）・処方箋受付、会計　・レセ
プト請求業務　・薬剤管理、発注業務　・ＰＣへの
データ入力業務　・その他、店内の清掃や整理整頓
等の付随する業務全般

岩手県宮古市実田２丁目５
番９号

有限会社　ミドリ薬
局

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

簡単なパソコン操作
（ワード・エクセル

基本操作）

事業所名
求人番号

保育士 園児の保育業務に従事していただきます。
・主に食事、排泄、昼寝などの手伝い、行事運営等
となります。・園児は５１名おりますが、経験年数
などにより配属するクラスを決定します。

岩手県宮古市保久田１－５ 社会福祉法人　三宝
会　宮古保育園

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

（10月17日時点の内容です）

１０月１１日　から　　１０月１７日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は１０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

◎ 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。

令和４年１０月２０日発行

TEL 0193－63－8609

ハローワーク 宮古

宮古公共職業安定所

フルタイム



普通自動車第二種免許 交替制あり
大型自動車免許 (1)7時00分～16時00分

1人 あれば尚可 148,027円～148,027円 (2)8時00分～17時00分
(3)9時00分～18時00分

正社員 64歳以下 乗務員経験あれば尚可 03030- 3280321
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時00分
2人 160,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03030- 3282921
普通自動車免許一種

ＰＲプランナー資格あれば尚可 (1)9時00分～18時00分
1人 190,000円～300,000円

正社員以外 不問 03030- 3283121
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時15分

2人 あれば尚可 134,160円～141,960円 (2)7時30分～16時15分

正社員 59歳以下 未経験者も歓迎します！ 03010-24048021

(1)8時30分～17時15分
1人 178,250円～178,250円

有期雇用派遣労働者 不問 03010-23863321
変形（1ヶ月単位）

1人 155,000円～158,000円

介護・子育て経験

正社員以外 不問 あれば尚可 03010-23969421
普通自動車免許一種

５トン限定準中型自動車免許 (1)8時15分～17時15分
1人 あれば尚可 180,000円～240,000円

正社員 59歳以下 ワード、エクセル 03010-23769921
準中型自動車免許
中型自動車免許 (1)8時00分～17時00分

2人 大型自動車免許 158,400円～158,400円
あれば尚可

正社員以外 不問 03010-23803221
２級土木施工管理技士 変形（1年単位）

1級土木施工管理技士あれば尚可 (1)8時00分～17時00分
3人 ２級建築施工管理技士 180,000円～290,000円 (2)8時00分～16時30分

正社員以外 不問 普通自動車免許一種 03100- 2258021
普通自動車免許ＡＴ 変形（1年単位）

(1)9時00分～18時00分
1人 209,600円～265,100円

正社員 59歳以下 同業の経験あれば尚可 03020- 1988421

(1)8時00分～17時00分
3人 244,000円～322,600円

正社員 64歳以下 04010-60708721

(1)8時00分～17時00分
3人 355,400円～571,800円

正社員 64歳以下 04010-60722921
２級土木施工管理技士

1級土木施工管理技士あれば尚可 (1)8時00分～17時00分
3人 451,100円～531,100円

正社員 64歳以下 04010-60743221
１,２級電気工事施工管理技士

あれば尚可 (1)8時00分～17時00分
3人 348,800円～466,800円

正社員 64歳以下 04010-60784221

2人 161,800円～181,800円

正社員以外 18歳以上 13040-15469822
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
3人 220,000円～300,000円

建設・土木作業経験

正社員 不問 あれば尚可 02060- 3516421
普通自動車免許一種

(1)7時30分～16時15分
1人 147,000円～147,000円

正社員以外 不問 03010-23656921
大型自動車免許 変形（1年単位）

車両系建設機械運転技能 (1)8時00分～17時00分
1人 小型移動式クレーン 148,500円～300,000円

正社員 64歳以下 03030- 3266121
看護師 変形（1ヶ月単位）
准看護師 (1)8時30分～17時30分

1人 いずれか 181,000円～273,000円

正社員 59歳以下 03030- 3267021
普通自動車免許一種 交替制あり

(1)8時15分～17時00分
1人 138,288円～138,288円 (2)10時15分～19時00分

正社員以外 不問 販売経験あれば尚可 03030- 3268721

2

タクシー乗務員 タクシー乗務業務、スクールバス等での送迎業務
・主な業務は、タクシーの運転　・出庫前の車両点
検　・料金収受　・乗務記録　・洗車等　○山田町
内小・中学校の登下校時のスクールバス（定員４５
名）運　転を行います。

岩手県下閉伊郡山田町中央
町６番２７号

有限会社　マリンタ
クシー

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

広報、クリエイター 業務内容・広報活動に関する企画立案・プレスリ
リースや説明資料の作成等・メディア及び報道関係
対応・ｗｅｂサイトの管理、運営・社内広報活動・
ＳＮＳを活用した情報の発信・山田町のＰＲ活動に
伴うイラスト、チラシ作成・その他付随する業務

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第１４地割３１－２

佐々総業　株式会社

広報業務、ｗｅｂサイトの
編集業務あれば尚可、
基本的なＰＣ操作スキル、
Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ、ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

設備作業員（見習い可） 冷却設備（水産加工会社の冷凍冷蔵庫等）および周
辺機器の工事、点検、整備、水産加工機械等の製
作、点検、整備等を行います。現場は主に宮古市内
または沿岸地区で移動には社用車を使用します。作
業内容が様々な為、未経験者でも指導していきます

岩手県宮古市田鎖第９地割
３６番地３

有限会社畠山冷設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

《急募》医療事務（宮古） 業務拡大につき大募集　外来受付　新患受付や再来
の患者様の保険証の確認や診察への誘導を行います
また患者様に行われた診察や検査、処置の内容の確
認をコンピュータを使い確認しお会計の計算を行い
ます

メディカルクラーク
（医療事務技能審査）

岩手県盛岡市盛岡駅西通２
－９－１　マリオスビル１
２Ｆ

株式会社　ニチイ学
館　盛岡支店

雇用期間の定めなし ワード・エクセル入力、
操作経験のある方

岩手県宮古市

保育補助（宮古市）「資格
不要」

県立宮古病院内保育所に於いて保育補助業務を行っ
て頂きます。・健康観察、身の回りのお世話（食
事・排泄の補助など）・その他、上記に付随する業
務および指示された業務（園児数　約１５名）
※勤務開始日は相談に応じます

岩手県盛岡市上田１丁目２
－１６　（あゆみ保育所
内）

株式会社　プライム
ツーワン　東北支局

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は7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（宮古市） 宮古市中心部【一般事務のお仕事です♪】・作業日
報の集計やＷｏｒｄでの書類作成・報告書類の作
成・ファイリング、印刷・製本作業・専用システム
へのデータ登録作業・電話応対や来客対応、お茶出
し、郵便物対応など

岩手県盛岡市盛岡駅西通２
－９－１

株式会社　パソナ
パソナ・盛岡

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） Ｗｏｒｄ，Ｅｘｃｅｌ

基本操作
岩手県宮古市

トラック運転手（宮古市） 【トラックでの冷凍品・冷蔵品の配送業務】荷物の
積み込み・積み下し　卸問屋さん・施設などへの配
送　※個人宅などへの配送はありません。※エリア
は岩手沿岸地域、所持免許により２ｔ～１０ｔ車を
使用。

岩手県紫波郡矢巾町流通セ
ンター南３丁目４－３

株式会社　日配運輸

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は0時00分～23時59分

の間の8時間程度
岩手県宮古市

営業（ルートセールス）
（宮古営業所）

本社において下記の業務を行っていただきます。
・得意先へのルートセールス（配送含む）
・営業エリア：岩手県沿岸地区
＊飛び込み営業はありません。


岩手県紫波郡矢巾町大字広
宮沢第５地割３１５番

株式会社　三ツ星商
会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ルート営業（宮古） ・ルート営業（固定顧客管理）・定期的にご契約頂
いているお客様を訪問し、医薬品の補充や健康に関
するアドバイスをする仕事です。・医薬品約６００
アイテムなど、予防医学の観点に立った各種商品の
情報を正確にお客様に伝えていただきます。

岩手県釜石市鵜住居町５－
８－２

株式会社　岩手中京
医薬品

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

技術者 ◆管工事、土木工事の現場施工管理　・発注担当者
との協議　・現場の施工管理、工程管理、安全管理
等　・工事関係資料等の作成　・その他、上記に付
随する業務　＊主に久慈管内と、岩泉町周辺の現場
も行っております。

岩手県久慈市山形町川井第
８地割１５－７

プレステック　株式
会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

土木、管工事、建築関係
の施工管理技士資格で可

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

建築施工管理 〇建築施工管理〇　・民間発注のマンション、商業
施設、病院等の構造物（ＲＣ造）工場等（Ｓ造）の
現場管理業務です・施主との打合わせ、安全管理、
施工図作成・修正業務、設計、施工業務等を行って
いただきます＊６０歳以上の方の応募可能です

ワード、エクセル等
基本操作、建設業界内での
施工管理経験やコンサル
会社での経験または
それに類似する経験を
お持ちの方が対象です

宮城県仙台市青葉区一番町
２丁目２－１３　仙建ビル
３階

株式会社クランク
建設技術事業部

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木施工管理補助（経験３
年以内）

〇土木施工管理補助（経験３年以内）〇　土木関係
の工事現場において、工事の進み具合や安全確認、
工作物の寸法の測定などを複数人で行って頂く仕事
です。お仕事を通して経験を積んで頂き、国家資格
の取得をサポートします。

ワード、エクセル等
基本操作、建設業界内での
施工管理経験やコンサル
会社での経験または
それに類似する経験を
お持ちの方が対象です

宮城県仙台市青葉区一番町
２丁目２－１３　仙建ビル
３階

株式会社クランク
建設技術事業部

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

電気技術者（コンサルティ
ング業務）経験者

・各官公庁（国交省、農政局、防衛省、市町村）発
注による施工監理業務、並びにネクスコ発注による
高速道路等における施工監理及び点検業務等。現場
での検査立会い、業者との打合せ等の業務の他、Ｐ
Ｃ、ＣＡＤを使用しての資料及び図面作成、設計、

宮城県仙台市青葉区一番町
２丁目２－１３　仙建ビル
３階

株式会社クランク
建設技術事業部

ワード、エクセル等基本操作、建設
業界内での施工管理経験やコンサ
ル会社での経験またはそれに類似
する経験をお持ちの方が対象です

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木技術者（コンサルティ
ング業務）経験者

・各官公庁（国交省、農政局、防衛省、市町村）発
注による施工監理業務、並びにネクスコ発注による
高速道路等における施工監理及び点検業務等。現場
での検査立会い、業者との打合せ等の業務の他、Ｐ
Ｃ、ＣＡＤを使用しての資料及び図面作成、設計、

宮城県仙台市青葉区一番町
２丁目２－１３　仙建ビル
３階

株式会社クランク
建設技術事業部

ワード、エクセル等基本操作、建設
業界内での施工管理経験やコンサ
ル会社での経験またはそれに類似
する経験をお持ちの方が対象です

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

現場作業員 ○主にフェンス・ガードレールの組立及び設置作業
に従事していただきます＊初心者大歓迎！お友達と
のご応募も可能です！＊現場は県内又は県外も含め
幅広く展開しております（現在の現場は岩手県内で
現場へは県内の寮から各現場に出向いています）

青森県五所川原市大字広田
字榊森２－１１

株式会社　ＬＥＡＤ
ＴＥＣ各種建設関係免許等

あれば尚可
雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

接客・調理／１０６号宮古
店

深夜契約社員として、２２時～９時の時間帯で、
（１）接客（２）調理（３）清掃（４）金銭管理
（５）棚卸（６）店舗スタッフの教育（７）アルバ
イトの面接などを行って頂くお仕事です。

東京都港区港南二丁目１８
番１号　ＪＲ品川イースト
ビル５階

株式会社　すき家

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は22時00分～9時00分

の間の8時間程度
岩手県宮古市

運転手：宮古 レンタル用建設機械器具の配達に従事していただき
ます。・８ｔ平ボデータイプのトラックの運転　・
有資格者の方は建設重機、小型移動式クレーン（ユ
ニック）の操作があります。・レンタル機械の設置
業務（ハウス組立含む）あります。

岩手県宮古市板屋１丁目２
－７

株式会社　イブキ産
業

雇用期間の定めなし 玉掛け等の資格
あれば尚可

岩手県宮古市

配送（宮古市） 当社、宮古支店において下記の業務を行っていただ
きます。・医薬品を医療機関、薬局等へ配送する仕
事で、営業担当者をサポートする業務（エリア毎
ルート配送：宮古市近郊）

岩手県盛岡市上堂四丁目５
－１

株式会社　スズケン
岩手

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

物産業務（さんてつや
ショップ）

店舗での物産の販売などの業務に従事していただき
ます。・店舗での物品の販売、商品のネット販売、
レジ業務　・ギフト商品の梱包、発送業務　・売上
日報の作成、棚卸など　・その他付随する業務
　　　　　　　　　

岩手県宮古市栄町４番地 三陸鉄道　株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

看護師又は准看護師 当施設利用者への看護業務全般。利用者（定員／入
所者１００名）に対し、・医師の指示による医療処
置、看護、バイタルチェック、服薬管理それらに伴
う記録や報告書作成　・健康相談　・その他付帯す
る業務を行います。

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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市



看護師
(1)8時30分～17時30分

1人 200,000円～230,000円

正社員 59歳以下 03030- 3269821
交通誘導警備業務検定２級

あれば尚可 (1)8時30分～17時30分
2人 161,700円～191,100円 (2)8時30分～17時00分

交通誘導警備の経験

正社員以外 18歳以上 あれば尚可 04010-60285821

3

看護師 当医院において看護業務全般を担当していただきま
す。○外来患者の対応（診療・検査介助、処置、予
防接種、服薬指示等）○診療材料の準備、整理○併
設の介護老人保険施設さくら山へのオンコール対応
あり

岩手県下閉伊郡山田町飯岡
第９地割２３番地１

医療法人　晃生会
近藤医院

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

交通誘導警備業務 ・東北電力・ユアテック企業グループの一員とし
て、岩手県内各地において電気工事作業に伴う歩行
者や通行車両の交通誘導警備を行う仕事です。※現
場は岩手県内の複数箇所です。

宮城県仙台市宮城野区五輪
１丁目１７－４７

株式会社　トークス

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他


