
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
(1)8時00分～16時45分

1人 173,600円～208,320円

正社員 59歳以下 03010- 1407531
助産師 交替制あり

(1)8時30分～17時15分
1人 217,900円～217,900円 (2)16時30分～1時15分

(3)0時30分～9時15分

正社員 45歳以下 03010- 1436631
看護師 交替制あり

(1)8時30分～17時15分
1人 198,700円～215,000円 (2)16時30分～1時15分

(3)0時30分～9時15分

正社員 45歳以下 03010- 1438131
看護師、准看護師

いずれか (1)8時30分～17時00分
1人 普通自動車免許一種 185,280円～185,280円

正社員 35歳以下 03010- 1496031
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
（自家用車使用） (1)9時00分～17時00分

5人 180,000円～400,000円

正社員 59歳以下 03010- 1522731
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

5人 206,785円～454,928円

正社員 59歳以下 03010- 1532631
介護福祉士 変形（1ヶ月単位）

介護職員初任者研修修了 (1)9時00分～18時00分
1人 いずれか 183,000円～225,000円 (2)15時00分～9時00分

正社員 59歳以下 03030-  189331
介護福祉士 変形（1ヶ月単位）

介護職員初任者研修修了 (1)9時00分～18時00分
1人 いずれか 163,000円～205,000円

正社員 59歳以下 03030-  190131
介護福祉士 変形（1ヶ月単位）

介護職員初任者研修修了 (1)15時00分～9時00分
1人 いずれか 163,000円～205,000円

正社員 59歳以下 03030-  191031
介護福祉士 変形（1ヶ月単位）

(1)7時00分～16時00分
1人 170,000円～231,800円 (2)8時00分～17時00分

(3)9時30分～18時30分

正社員 59歳以下 03030-  192831
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
2人 160,000円～300,000円

正社員 64歳以下 03090-  103431
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時45分～18時00分
1人 181,000円～231,000円 (2)10時45分～20時00分

(3)12時00分～21時15分

正社員 35歳以下 15070-  568431
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時45分～18時00分
1人 181,000円～231,000円 (2)10時45分～20時00分

(3)12時00分～21時15分

正社員 35歳以下 15070-  575531
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～16時30分

2人 188,000円～188,000円 (2)11時30分～20時00分
(3)16時00分～0時30分

正社員 18歳～64歳 03010- 1167731
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20分～17時20分

1人 いずれか 158,200円～175,200円 (2)16時30分～1時30分
(3)0時30分～9時30分

正社員 59歳以下 03030-  170731
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 165,000円～200,000円

正社員 35歳以下 ＰＣ基本操作できれば尚可 03030-  171331
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時30分

1人 144,113円～144,113円

正社員 64歳以下 03030-  173931
保育士 変形（1ヶ月単位）

(1)7時00分～15時45分
1人 181,600円～201,600円 (2)8時15分～17時00分

(3)8時30分～17時15分

正社員以外 不問 03030-  175031
1

（1月13日時点の内容です）

１月１０日　から　　１月１３日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は１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

助産師Ａ（沿岸地域の県立
病院７病院）

・助産業務　等　＊採用後３年間は沿岸地域の県立
病院７病院のいずれかで勤務し、その後、県内２０
病院６地域診療センターのいずれかに勤務します。
＊採用予定日は、原則として令和５年４月１日です

岩手県盛岡市内丸１１－１
盛岡合同庁舎７階
岩手県医療局

岩手県医療局

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

事業所名
求人番号

交通安全施設設置工／正社
員（宮古市）

・道路におけるセンターライン、サイドラインや横
断歩道を引いたり、店舗の駐車場ライン引き作業を
します・また、「止まれ」等の標識、ガードレー
ル、カーブミラー等の交通安全に関わる施設の設置
作業を行います・各作業現場まで車の運転をします

岩手県滝沢市木賊川４０９
－３

協積産業　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

令和５年２月末現在、
同職として業務に
通算して３年以上

従事した経験を有する方

看護師（宮古市） デイサービスセンターにおいて下記の業務を行って
いただきます。
・利用者の看護および介護業務全般
・その他、付随する業務および指示された業務
＊令和５年４月よりの採用となります。

岩手県岩手郡雫石町町裏７
５－１

株式会社　ＪＡライ
フサポート

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師Ａ（沿岸地域の県立
病院７病院）

・看護業務　等　＊採用後３年間は沿岸地域の県立
病院７病院のいずれかで勤務し、その後、県内２０
病院６地域診療センターのいずれかに勤務します。
＊採用予定日は、原則として令和５年４月１日で
す。

岩手県盛岡市内丸１１－１
盛岡合同庁舎７階
岩手県医療局

岩手県医療局

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

令和５年２月末現在、
同職として業務に
通算して３年以上

従事した経験を有する方

パソコンの基本操作が
でき、ワープロ・表計算
への入力ができる。

建設業仮設足場工事の作業
員（宮古営業所）

＊仮設足場の組立・撤去作業　＊社内での雑務、現
場での写真撮り・採寸等
若年者また高齢者や足場作業主任者など無資格者は
高所作業はありません。現場内での資材運搬等など
有資格者の補助的作業となります。

岩手県盛岡市乙部５地割６
１－１

有限会社　新鋭

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

建設業仮設足場工事の営業
その他（宮古営業所）

架設足場リースの営業　・主に建設、建築、塗装業
等の事業所を訪問していただきます。・社内での雑
務、現場での写真撮り・採寸等。＊業務は直行直帰
が主で、週１度程度出社し報告などを行って頂きま
す。＊自家用車を使用。

岩手県盛岡市乙部５地割６
１－１

有限会社　新鋭

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員【日勤のみ】 有料老人ホーム（入居定員１０名程度）にて、ご入
居者様に対する介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。○令和５年８月開設予定
の有料老人ホーム（医療特化型の在宅ホスピス住
宅）での業務になります。

岩手県宮古市保久田３－４
６

株式会社　咲希

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員 有料老人ホーム（入居定員１０名程度）にて、ご入
居者様に対する介護雄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。○令和５年８月開設予
定の有料老人ホーム（医療特化型の在宅ホスピス住
宅）での業務になります。

岩手県宮古市保久田３－４
６

株式会社　咲希

雇用期間の定めなし

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

簡単なＰＣ入力
（定型フォームへの簡単な入

力）があります

介護福祉士 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。・長期入所者５０名　短期入所者１０名　計
６０名　・生活全般にわたっての支援を行います。
（食事、入浴、排せつ、余暇活動のサポート等）・
従来型の特養施設　＊見学可能です。

岩手県宮古市茂市第１地割
１１５番地１

社会福祉法人新里紫
桐会　特別養護老人
ホーム紫桐苑

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員【夜勤のみ】 有料老人ホーム（入居定員１０名程度）にて、ご入
居者様に対する介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。○令和５年８月開設予定
の有料老人ホーム（医療特化型の在宅ホスピス住
宅）での業務になります。

岩手県宮古市保久田３－４
６

株式会社　咲希

雇用期間の定めなし

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

介護事業所での
サービス提供あれば尚可

販売・店舗運営職（リー
ジョナル社員）

販売からスタートし、将来的には店長や地域マネー
ジャーとして、店舗運営の中堅幹部を目指していた
だく職種です。まずはホームセンターでの接客、販
売、売場づくり、商品管理、店長代行業務などを通
じて知識と技術を習得していただきます。

新潟県新潟市南区清水４５
０１番地１

株式会社　コメリ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

通信外線工（宮古） ◎ＮＴＴ通信外線工事　・電柱、ケーブル設置、接
続及び試験。Ｂフレッツ開通工事。◎その他モバイ
ル通信設備設置工事　・基地局設置工事　・ＩＯＴ
及びＷｉｆｉ設備設置工事

岩手県二戸市石切所字前田
５５－４

福岡電業　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ
(文章作成、表作成など)

通信及び電気の
外線工事経験者優遇

ユニオン山田／ホールス
タッフ・カウンタースタッ
フ

パチンコ店のホール・カウンターでの接客のお仕事
です。重たい玉運びはありません。メダル運びや景
品交換などの一般業務、その他付随する業務や指示
された業務をお願いします。

岩手県盛岡市東見前５地割
５７－１－２階

株式会社　飛鳥商事

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

販売・店舗運営職（リー
ジョナル社員）

販売からスタートし、将来的には店長や地域マネー
ジャーとして、店舗運営の中堅幹部を目指していた
だく職種です。まずはホームセンターでの接客、販
売、売場づくり、商品管理、店長代行業務などを通
じて知識と技術を習得していただきます。

新潟県新潟市南区清水４５
０１番地１

株式会社　コメリ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

建築鉄骨加工・金属製品製
造（工場）

建築物の柱や梁となる鉄骨製作業務に従事します・
主な業務内容は、工場機械・ロボットオペレーター
（材料となる鉄の切断、孔明けや溶接ロボットの操
作をします）、仮組み（切断と孔明けが施された材
料を仮の溶接で製品の形に組み立てます）、

岩手県宮古市田鎖９地割５
０番１

株式会社　榊鐵工所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護助手 ・患者さん及び施設利用者の方々の食事援助・シー
ツ交換、洗濯介助等の身の回りの世話・処置の手伝
い作業、患者移送、レクリエーション・患者の見守
り等の業務　＊介護職員初任者研修（旧ヘルパー２
級）以上あれば尚可＊体力を必要とする業務あり

岩手県宮古市山口五丁目３
番２０号

社団医療法人　新和
会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

水産加工員 当社において下記の業務に従事していただきま
す。・水産物の生処理等の加工作業・箱詰め　など
＊取り扱う水産物は、イクラ、鮭、さんま、イカな
どです。＊未経験の方でも指導いたします。出来る
ところから始めますので安心してご応募ください。

岩手県宮古市藤原一丁目６
番６号

株式会社　村木水産

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

保育教諭 こども園での教育・保育業務・こども園に入所して
いる児童（０～６歳児）への教育保育＊児童の年齢
により対応人数は異なりますが、常時複数で対応し
ます＊担任は他におりますので担任の補助を行って
いただきます●資格試験により正社員の可能性あり

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第３地割１７７－１０

社会福祉法人　三心
会　幼保連携型認定
こども園　とよまね
こども園雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
岩手県下閉伊郡山田町

幼稚園教諭免許
（専修・１種・２種）

◎ 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５年１月１９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



変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分

1人 156,100円～180,000円 (2)9時30分～18時30分
(3)12時00分～21時00分

正社員以外 不問 03030-  176831
看護師、准看護師 変形（1ヶ月単位）

いずれか (1)9時00分～18時00分
2人 220,000円～300,000円 (2)15時00分～9時00分

正社員 59歳以下 03030-  181931
看護師、准看護師 変形（1ヶ月単位）

いずれか (1)9時00分～18時00分
1人 190,000円～270,000円

正社員 59歳以下 03030-  184831
看護師、准看護師 変形（1ヶ月単位）

いずれか (1)15時00分～9時00分
1人 190,000円～270,000円

正社員 59歳以下 03030-  185231
普通自動車免許一種

介護福祉士 (1)8時15分～17時15分
1人 152,900円～152,900円

正社員以外 不問 03030-  193231
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 150,000円～180,000円

正社員 35歳以下 04080-  195831
１級土木施工管理技士
２級土木施工管理技士 (1)8時30分～17時30分

5人 いずれか 350,000円～550,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 土木実務経験半年以上 15010- 1864531
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)18時00分～9時00分
2人 192,500円～213,000円 (2)20時00分～9時00分

(3)9時00分～18時00分

正社員 18歳～39歳 03010-  820631
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)18時00分～9時00分
2人 205,950円～226,450円 (2)20時00分～9時00分

(3)9時00分～18時00分

正社員 18歳～34歳 03010-  828731
普通自動車免許一種 交替制あり

(1)17時00分～0時00分
2人 143,392円～161,412円 (2)0時00分～8時30分

正社員以外 不問 03030-  151231
１級土木施工管理技士 変形（1年単位）
２級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

1人 いずれか 300,000円～430,000円

現場管理の経験

正社員 64歳以下 あれば尚可 03030-  152531
看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時20分～17時20分
1人 196,100円～258,000円 (2)16時30分～1時30分

(3)0時30分～9時30分

正社員 59歳以下 03030-  157931
薬剤師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時20分～17時20分
1人 220,000円～277,200円

正社員 59歳以下 03030-  158131
准看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時20分～17時20分
1人 168,700円～231,500円 (2)16時30分～1時30分

(3)0時30分～9時30分

正社員 59歳以下 03030-  159031
調理師

あれば尚可 (1)10時30分～21時30分
1人 245,000円～300,000円

正社員 20歳以上 調理、ホール経験 03030-  160531
看護師 交替制あり
助産師 (1)8時30分～17時15分

1人 いずれか 176,100円～250,200円 (2)16時30分～1時15分
(3)0時30分～9時15分

正社員以外 不問 03030-  161431
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 149,000円～185,000円

正社員 30歳以下 03030-  162731
普通自動車免許一種 交替制あり

(1)5時00分～14時00分
1人 160,000円～180,000円 (2)6時00分～15時00分

正社員 35歳以下 03030-  165931
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 141,614円～141,614円

正社員以外 不問 03030-  167031
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

5人 150,000円～214,000円 (2)20時00分～5時00分

正社員 18歳～35歳 03030-  168831

2

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。○令和５年８月開設予定
の有料老人ホーム（医療特化型の在宅ホスピス住
宅）での業務になります。

岩手県宮古市保久田３－４
６

株式会社　咲希

看護師業務経験あれば尚可、
簡単なＰＣ入力

（定型フォームへの簡単な入
力）があります

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護員／桐の花 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。・入居者２９名（９名又は１０名で１ユニッ
トを構成３ユニット）・生活全般にわたっての支援
を行います。（食事、入浴、排せつ、余暇活動のサ
ポート等）・１ユニットを担当してもらいます。

岩手県宮古市茂市第１地割
１１５番地１

社会福祉法人新里紫
桐会　特別養護老人
ホーム紫桐苑

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

看護師【夜勤のみ】 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。○令和５年８月開設予定
の有料老人ホーム（医療特化型の在宅ホスピス住
宅）での業務になります。

岩手県宮古市保久田３－４
６

株式会社　咲希

看護師業務経験あれば尚可、
簡単なＰＣ入力

（定型フォームへの簡単な入
力）があります

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師【日勤のみ】 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。○令和５年８月開設予定
の有料老人ホーム（医療特化型の在宅ホスピス住
宅）での業務になります。

岩手県宮古市保久田３－４
６

株式会社　咲希

看護師業務経験あれば尚可、
簡単なＰＣ入力

（定型フォームへの簡単な入
力）があります

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

【未経験可】営業事務（宮
古支店）

支店の事務業務全般を担っていただく事務職の募集
です。
【主な業務】○来客・電話対応　○売上伝票作成
○請求書発行　○経理事務　○入荷商品の確認　な
ど

宮城県気仙沼市松川前１３
－１

アサヤ　株式会社

雇用期間の定めなし
簡単なパソコン作業

（ワード、エクセルなど）
岩手県宮古市

介護福祉士 通所介護（デイサービスセンター）事業所の介護
員。
・入浴、排せつ、食事介護等の業務。
・レクリエーション等の業務。
・自宅から事業所までの送迎（運転・添乗）業務。

岩手県宮古市小山田２丁目
９－２０

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

機械警備スタッフ（地域限
定採用／宮古営業所）

ご契約先に対する緊急対処業務、巡回、設置機器の
定期点検業務　社有車を使用、未経験者でも安心し
て業務に就ける様研修（３ヶ月）実施後にスタート
します。地域の安全安心を守る社会貢献度の高いや
りがいのある仕事です。

岩手県盛岡市茶畑１－１７
－１０

セコム　株式会社
東北本部　岩手統轄
支社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木技術者（施工管理業
務）岩手県内各現場

国土交通省他、中央官庁、地方自治体、ネクスコ発
注による監督補助業務、積算補助業務に従事（工事
監督、積算業務、資料作成、各種協議等）・勤務地
は下記の通り複数あり。久慈・宮古・釜石・盛岡・
北上等＊業務上車を使用する機会：有（社有車有）

新潟県新潟市中央区東大通
２－２－９－７０８

株式会社　エムエー
シー　新潟事務所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

宿直職員（特別養護老人
ホームふれあい荘）

特別養護老人ホームふれあい荘等において、夜間の
宿直業務に従事してもらいます。
〔主な業務〕・電話、来客の対応　・戸締り確認
・カーテンの開閉　など

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

総合職（グローバルコース
／宮古営業所）

ご契約先に対する緊急対処業務、巡回、設置機器の
定期点検業務　社有車を使用、未経験者でも安心し
て業務に就ける様研修（３ヶ月）実施後にスタート
します。地域の安全安心を守る社会貢献度の高いや
りがいのある仕事です。

岩手県盛岡市茶畑１－１７
－１０

セコム　株式会社
東北本部　岩手統轄
支社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師 ・山口病院または介護老人保健施設における診療の
補助、療養上の世話　・医療器具の準備、服薬管
理、生活の見守り　・医師の指示による看護業務全
般　・状況により雑務等あり　・夜勤では、定時巡
回や電話応対、食事の配膳等

岩手県宮古市山口五丁目３
番２０号

社団医療法人　新和
会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木施工管理技士 土木工事現場における監督及び現場代理人として、
現場の管理担当をしていただきます。・現場は岩泉
町・田野畑村・宮古市　・現場への移動には、社用
車もしくはマイカーを使用　＊現場管理の経験があ
れば尚可

岩手県下閉伊郡岩泉町門字
中瀬５１番地１４

株式会社　畑中組

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

准看護師 山口病院または介護老人保健施設における診療の補
助、療養上の世話をしていただきます・医療器具の
メンテナンスや準備、服薬管理、生活の見守り、医
師　の指示による看護業務全般・状況により洗濯、
雑務等・夜勤では定時巡回や電話応対、食事の配膳

岩手県宮古市山口五丁目３
番２０号

社団医療法人　新和
会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

薬剤師 ・処方箋に基づく調剤業務　・その他、患者さんの
体質やアレルギー歴、服薬状況をふまえた服薬指導
・薬剤管理、薬局受付、服薬内容等のパソコン入力
操作、電話対応等

岩手県宮古市山口五丁目３
番２０号

社団医療法人　新和
会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師又は助産師１（会計
年度任用職員）

当院内において看護業務又は助産師業務全般を行っ
て頂きます。○２交替制、または３交替制による勤
務となり、夜間勤務が可能な方を募集　・主に入院
病棟での業務　・状況により外来対応あり　・その
他付随する業務

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第１
地割１１番地２６

岩手県立　宮古病院

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

調理補助・ホール／のらく
ら／経験者

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

養殖作業員 当作業場にて下記の業務に従事していただきま
す。・ホタテ養殖にかかる作業全般　・海上作業
・その他付随する作業　出荷作業や納品配達に社用
車を使用していただきます。未経験の方でも丁寧に
指導します。

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第１
５地割５番地１

株式会社　隆勝丸
小型船舶操縦士２級

あれば尚可
雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

機械オペレーター 電子機器など精密機器で使用する部品の金型を製作
しています。部品金型の部品を各機械で加工しま
す。＊担当に就く前に試用期間を設け、各工程での
作業内容や基礎を研修していただきます。

岩手県宮古市津軽石第１４
地割１００番地２

有限会社　エムデー

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

プレスオペレーター パソコンやスマートフォン通信機器などに組み込ま
れているコネクター端子を製造します。
・高速プレス機を操作
・コネクター端子のプレス加工
・生産情報の入力

岩手県宮古市津軽石１４ー
９７－２

ジュピター工業　株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

製品検査 様々な電子機器に組み込まれている電子部品の製品
検査業務を担当していただきます。顕微鏡や測定器
を使い、製品の外観・寸法等の検査を行います。
＊７時間勤務可能です。９：００～１７：００、
８：３０～１６：３０等ご相談下さい。

岩手県宮古市津軽石１４ー
９７－２

ジュピター工業　株
式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市



普通自動車免許一種 交替制あり

1人 171,600円～229,900円

正社員 18歳～35歳 13040- 5812931
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)9時00分～18時00分
1人 213,000円～245,000円

正社員 38歳以下 03010-  720531
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
1人 210,000円～250,000円

正社員 30歳以下 03010-  770431
普通自動車免許一種

(1)8時15分～17時15分
1人 177,900円～250,200円

正社員 64歳以下 03030-  140031
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

車両系建設機械運転技能 (1)8時00分～17時15分
1人 フォークリフト 180,000円～200,000円

あれば尚可

正社員 64歳以下 03030-  141831
交通誘導警備業務検定１級
交通誘導警備業務検定２級 (1)8時00分～17時00分

4人 あれば尚可 162,000円～202,500円 (2)21時00分～6時00分

正社員 18歳～64歳 03030-  144431
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)10時00分～19時00分
3人 160,800円～160,800円

正社員 64歳以下 04010- 1968931
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時15分
1人 220,000円～220,000円

正社員以外 不問 経験者優遇 13010- 2841931
普通自動車免許一種 交替制あり

(1)9時00分～18時00分
1人 217,500円～228,500円

正社員 64歳以下 35020-  413531

(1)9時00分～18時00分
5人 260,800円～470,000円

正社員 64歳以下 45010- 1057031

3

接客・販売／店舗責任者／
マリンコープ宮古店

店長候補としてモスバーガーの店舗運営をお任せし
ます。入社後はまず、接客対応、レジ操作、調理
（仕込み）クレンリネスなど一通りのスキルを学ん
でいただきます。その後、副店長へステップアッ
プ。

東京都品川区大崎２－１－
１
ＴｈｉｎｋＰａｒｋ　Ｔｏ
ｗｅｒ４階

株式会社　モススト
アカンパニー（モス
バーガー）

雇用期間の定めなし
又は8時00分～22時30分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

賃貸アパート・マンション
等の管理サービススタッフ
／沿岸

大東建託が保有する賃貸建物の管理業務をお任せし
ます。オーナー様の代わりに入居者様の安心や安全
な暮らしを支えていきます。具体的には・建物管理
建物の定期巡回、点検や改修工事の提案・家賃管理
毎月の家賃の管理・契約管理

岩手県盛岡市前九年１丁目
４－６３　ドルチェ１０２

大東建託パートナー
ズ　株式会社　盛岡
営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

営業職（ソリューション営
業等）（宮古営業所）

■ソリューション営業／コンサルティング営業／Ｉ
Ｔアドバイザー　既存顧客を中心にサポートチーム
の一員として、事務機器・ＩＣＴ機器・システムを
利用し、お客さまの仕事のやり方改革であるＤＸ化
（デジタルトランスフォーメーション）への営業

岩手県盛岡市中央通１－６
－３０

エクナ　株式会社

雇用期間の定めなし
Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ、
他最低限のＰＣスキル

岩手県宮古市

主任介護支援専門員／正社
員

各センターにおいて、以下の業務を行っていただき
ます。・地域に暮らす人たちの介護予防　・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　＊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します

岩手県宮古市小山田２丁目
９－２０

社会福祉法人　宮古
市社会福祉協議会主任介護支援専門員資格

を有している方
雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

木材加工 チップの製造にかかる作業全般に従事していただき
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・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する業務＊区
界発電所にて燃料用チップの製造をすることもあり

岩手県宮古市川井第２地割
２番地

有限会社川井林業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

警備員・交通誘導警備員
（正社員／宮古）

業務内容として主に交通誘導業務を行います。・各
種電話工事や建設工事に伴い道路において歩行者や
一般車両、工事車両が安全に通行できるように誘導
を行います。・イベント会場や駐車場、お祭り等に
おいて人や車両の誘導を行います。

岩手県宮古市西ケ丘２丁目
１２番１号

トータルセキュリ
ティー　株式会社

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（宮古店）

・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夫
未経験の方にも親切に指導いたします。※商品購入
時、社員特典あり※制服は貸与します。

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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

建具取付工事（契約社員）
／宮古営業所・宮古市

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、請負取付工事員として独立し、当社の
工事を受注していただくことも可能です。

東京都文京区西片１丁目１
７番３号

文化シヤッター　株
式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

生花作成・配送スタッフ
（フラワー愛　宮古）

【人気のフラワーコーディネーター大募集】典礼会
館にてお葬儀で使用するフラワーの作成や会場の
コーディネート、祭壇の装飾、管理、配送など
花に囲まれて仕事ができる最高の環境が整っていま
す！

山口県下関市王喜本町６丁
目４番５０号

株式会社　トレー
ダー愛

フラワーの経験がある方
※経験がない方は、

パートナー採用スタートとな
ります。

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

システムエンジニア（正）
／岩手営業所

・在宅業務を推奨しております。・リモートワーク
可能なシステム設計・開発業務のお仕事です。（企
業・官公庁等）・Ｊａｖａ、Ｒｕｂｙ、Ｐｙｔｈｏ
ｎ、ＰＨＰ、Ｃ＃、ＶＢ．ｎｅｔ，Ｃ（＋＋），Ｃ
ＯＢＯＬ等の言語を使用します。

宮崎県宮崎市橘通西１丁目
２番２５号
橘パークビル１階

株式会社　リモワ

２年以上のシステム開発（設
計・製造）経験者、
リモート業務経験者
（あれば尚可）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他
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