
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
(1)8時15分～17時45分

1人 185,000円～270,000円

正社員 59歳以下 03010- 5403731
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 157,000円～157,000円

正社員以外 不問 03010- 5175831
普通自動車免許一種

(1)7時30分～16時15分
1人 155,000円～155,000円

正社員以外 不問 03010- 5219331
普通自動車免許一種 交替制あり

介護職員初任者研修修了 (1)8時30分～17時30分
1人 介護福祉士 145,000円～160,000円 (2)6時00分～15時00分

その他の福祉・介護関係資格

あれば尚可
正社員 69歳以下 PC簡単な介護記録への入力あり 03030-  672131

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時00分

3人 保育士 173,800円～178,000円

正社員 59歳以下 03030-  674831
普通自動車免許一種 交替制あり

介護職員初任者研修修了 (1)8時30分～17時30分
1人 介護福祉士 145,000円～160,000円 (2)6時00分～15時00分

その他の福祉・介護関係資格

あれば尚可
正社員 69歳以下 03030-  676531

普通自動車第二種免許 変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～19時00分

2人 148,383円～148,383円 (2)7時00分～17時00分
(3)15時00分～1時00分

正社員 18歳～64歳 03030-  678731
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00分
1人 大型自動車免許 196,917円～231,667円 (2)8時00分～16時30分

大型特殊自動車免許
あれば尚可

正社員 64歳以下 重機運転作業、土木作業 03030-  680131
普通自動車免許一種

(1)9時00分～17時30分
1人 155,000円～175,000円 (2)9時00分～15時00分

経理業務あれば尚可

正社員 59歳以下 ワード・エクセル基本操作 03030-  681031
理学療法士 変形（1ヶ月単位）
作業療法士 (1)8時30分～17時30分

1人 いずれか 203,500円～262,000円

正社員 59歳以下 03030-  682831
介護福祉士 変形（1ヶ月単位）

介護職員初任者研修修了 (1)7時00分～16時00分
2人 あれば尚可 161,160円～266,600円 (2)8時45分～17時45分

(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030-  659231
管理栄養士 変形（1ヶ月単位）

(1)8時45分～17時45分
1人 179,000円～203,500円

正社員 64歳以下 03030-  660731
看護師 変形（1ヶ月単位）

准看護師 (1)7時00分～16時00分
2人 いずれか 160,000円～260,000円 (2)8時45分～17時45分

(3)10時00分～19時00分

正社員 64歳以下 03030-  662631

1

事業所名
求人番号

販売営業及び管理業務（宮
古店）

下記の販売営業・管理業務を行っていただきます。
・「太陽光発電システム・蓄電池」の販売　・施工
の補助業務　・店舗での接客、問い合わせ対応　・
その他付随する業務全般


岩手県盛岡市青山４丁目１
０番１１号

株式会社　東日本ソ
ラナ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

（2月20日時点の内容です）

２月１３日　から　　２月２０日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は３月２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

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。商品管理　・医薬品等の荷受け・棚積み・
出庫・棚卸　配送　・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

フロア事務スタッフ（契約
社員：宮古店）

ショールームにてお客様を明るく元気にお出迎えし
ていただきます
主な業務は　・接客応対、電話応対、整備受付業
務・呈茶・サービス商品の提案、アドバイス・カー
用品陳列、在庫管理、レジ業務

岩手県盛岡市上堂４丁目６
－５

トヨタカローラ岩手
株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

パソコン操作が可能な方
あれば尚可、

ワード、エクセル
入力作業ができれば尚可

保育教諭 平成２７年１１月より「認定こども園宮古ひかり」
として開園いたしました。０歳から５歳児の保育を
行っています。経験によってはクラス担任として業
務を行っていただきます＊幼稚園教諭と保育士の両
方の資格をお持ちの方を対象とした求人になります

岩手県宮古市西町３丁目３
－２６

学校法人　岩手キリ
スト教学園　認定こ
ども園　宮古ひかり

雇用期間の定めなし
又は7時00分～19時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

介護員／グループホームま
ぶる「いろは館」

当施設において認知症介護全般を行っていただきま
す。・食事、入浴、排泄の介助、レクの支援、通院
介助　等　＊９名の入居者の方を、職員８名で対応
しています。＊通院介助の際は社用車（ＡＴ車）を
使用します。＊経験者優遇致します＊

岩手県下閉伊郡山田町大沢
第４地割３８番地５

有限会社ヘルパーは
うす

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

幼稚園教諭免許
（専修・１種・２種）

乗務員 タクシー運転業務全般に従事していただきます。基
本的には、一般タクシー乗務員としての業務です。
有資格者には、相談のうえ、介護タクシー運転業
務、スクールバス運転（山田町内）もしていただく
場合があります。

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

介護員／グループホームま
ぶる

当施設において認知症介護全般を行っていただきま
す。・食事、入浴、排泄の介助、レクの支援、通院
介助　等　＊９名の入居者の方を、職員８名で対応
しています。＊通院介助の際は社用車（ＡＴ車）を
使用します＊経験者の方、賃金・手当優遇致します

岩手県下閉伊郡山田町大沢
第４地割３８番地５

有限会社ヘルパーは
うす

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

事務員 事務を担当していただきます。
○請求書・納品書作成など　○伝票整理・帳簿記
帳・パソコンでの帳票入力　○電話・来客対応　○
その他　雑務等　○車両の引き取り用務をお願いす
ることがあります。

岩手県宮古市崎山第７地割
１番地５

有限会社　オートセ
ンター梅沢

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

重機等運転手 当社請負の工事現場においてバックホウ等の重機運
転を行います。・主に道路工事に係わる土砂の掘
削、運搬　・工事に伴う土木作業　・自宅から直行
直帰となります　○主な現場は岩泉・田野畑地区

岩手県下閉伊郡田野畑村日
蔭５７－４


熊谷建設　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

介護員 入所や通所高齢者や心身に障がいの有る介護サービ
スに従事します。対応する入居者は８５名程度で
す。
・食事、入浴、排せつ、移動、散歩、趣味活動等の
介助　・レクレーション等生活支援全般

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

理学療法士・作業療法士 当施設利用者への機能訓練業務。入所または通所利
用されている要介護者（１日当たり８～１５名）に
対し、・個別プログラムに即した機能訓練、それら
の記録・その他付帯する業務を行います。現在９名
のリハビリ療法士職員が勤務しております。

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・准看護師 ふれんどりー岩泉の利用者への看護業務を行いま
す。・入居者約８５名、通所登録者４０名（１日平
均２７名通所）に対するバイタルチェック等看護業
務　・定時巡回業務　・夜間勤務は、看護師１名、
介護士４名体制での対応となります。

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

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

管理栄養士 ふれんどりー岩泉利用者の栄養管理を行っていただ
きます。　　　
・栄養ケア計画の作成
・献立作成

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

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

◎ 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２月２２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



普通自動車免許一種
(1)8時00分～17時00分

2人 173,000円～192,000円 (2)8時00分～12時00分

正社員 35歳以下 03030-  663931
変形（1ヶ月単位）
(1)13時30分～22時00分

2人 150,188円～185,625円

正社員以外 不問 03030-  666831
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)8時30分～17時30分

(3)12時30分～21時30分

正社員以外 64歳以下 03030-  667231
調理師

あれば尚可 (1)6時30分～15時30分
1人 156,900円～173,000円 (2)9時00分～18時00分

正社員以外 64歳以下 03030-  668531
栄養士 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 175,000円～235,000円

正社員 59歳以下 調理の経験あれば尚可 03030-  650531
大型自動車免許 変形（1ヶ月単位）

大型自動車第二種免許 (1)8時30分～17時30分
2人 あれば尚可 200,000円～380,000円

＊仕事内容欄を参照下さい＊
旅客自動車（バス）の運転

正社員 64歳以下 あれば尚可 03030-  651431
栄養士 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 175,000円～235,000円

正社員 59歳以下 調理経験あれば尚可 03030-  652731
調理師 変形（1ヶ月単位）

あれば尚可 (1)8時00分～17時00分
1人 153,360円～170,400円

正社員以外 不問 03030-  654631
調理師 変形（1ヶ月単位）

あれば尚可 (1)8時00分～17時00分
1人 153,360円～170,400円

正社員以外 不問 03030-  655931
調理師 変形（1ヶ月単位）

あれば尚可 (1)8時00分～17時00分
1人 153,360円～170,400円

正社員以外 不問 03030-  656131
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 200,000円～250,000円

正社員 40歳以下 03030-  642531
準中型自動車免許 変形（1年単位）
（ＡＴ限定不可） (1)8時00分～16時30分

1人 160,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03030-  644731
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

フォークリフト (1)8時00分～17時00分
1人 155,000円～225,000円

正社員 59歳以下 フォークリフト運転経験 03030-  645331
看護師

准看護師 (1)8時00分～17時00分
1人 いずれか 200,000円～250,000円 (2)9時00分～18時00分

普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 03030-  646631
介護職員初任者研修修了 交替制あり
ホームヘルパー２級 (1)8時30分～17時30分

1人 いずれか 157,100円～157,100円
普通自動車免許一種

正社員以外 不問 03030-  647931
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時00分～17時00分
1人 145,200円～165,000円 (2)9時00分～18時00分

事務経験

正社員 不問 書類作成ができる事 03020-  416731
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

中型自動車免許 (1)8時30分～17時30分
1人 フォークリフト 160,000円～230,000円

あれば尚可

正社員 59歳以下 03040- 1023831
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

８トン限定中型自動車免許 (1)7時00分～18時00分
1人 大型自動車免許 220,000円～245,000円

フォークリフト
あれば尚可

正社員 64歳以下 経験があれば尚可 04070-  436331
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 154,000円～216,500円

正社員 40歳以下 04080-  529731
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

薬剤師 (1)8時30分～17時00分
1人 250,000円～400,000円 (2)8時30分～12時00分

正社員 59歳以下 13010-18803931

2

薬剤師／岩手県宮古市（宮
古西町薬局）

調剤薬局における業務全般　・調剤業務、処方監
査、投薬指導、薬歴管理、医薬品の在庫管理、一般
用医薬品等の販売。在宅業務等　※音声薬歴作成シ
ステムや調剤過誤防止システムを全店導入していま
す。

東京都千代田区丸の内１－
９－２
グラントウキョウサウスタ
ワー１２Ｆ

株式会社　ファーマ
みらい

雇用期間の定めなし 薬学に関する知識全般。
調剤薬局や医療業界での

経験があれば尚可 岩手県宮古市

営業（山田営業所） ○屋根工事（瓦屋根等）で工務店中心にルートセー
ルス及び現場監理業務に従事して頂きます。※初め
は営業責任者につき補助作業を行って頂きますの
で、安心してご応募ください。※営業エリア：就業
場所より周囲５０ｋｍ圏内

宮城県気仙沼市松川前１３
５番地

株式会社　ヤマサカ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

中型・大型運転手（宮古営
業所）

●中型・大型トラックにて宮古市内加工場、宮古市
場より鮮魚集荷を行い、気仙沼市へ輸送します。長
距離ではないので毎日帰宅する仕事となります。※
働き方に応じて１０～３０日程度の運転、積込指導
をします。

宮城県登米市迫町北方字舟
橋前３０

株式会社　大一物流

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

セールス職（宮古店） ◎農家向け農業機械販売・整備
・既存顧客への農業機械アドバイス　・展示会、実
演会での新機種・新技術情報の提供及び販売　・農
業機械の簡単なメンテナンス、商品提案　・故障・
修理後の農業機械等の搬送

岩手県花巻市東宮野目第１
３地割９

株式会社　みちのく
クボタ

雇用期間の定めなし
自動車整備等、

機械整備経験あれば尚可 岩手県宮古市

事務員 当社における事務業務全般に従事していただきま
す。・当日の鉄くずと非鉄金属価格の現金での買い
取り・パソコンでのデータ入力、書類作成（請求書
や見積書等）・電話対応、来客応対・銀行等への外
勤用務（社用車使用）・事務所内の清掃

岩手県上閉伊郡大槌町大槌
３－８４

株式会社　三浦金属

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

ホームヘルパー／施設車 市内の利用者様のご家庭を訪問し、下記の業務に従
事します。サービス提供時は、施設の車両（ＡＴ軽
自動車）を運転し移動していただきます。・食事、
入浴、排せつの介助・炊事、掃除、洗濯などの日常
生活の手助けなど・出退勤あり

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第４
地割１－２０

社会福祉法人　若竹
会　サンホームみや
こ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 文字入力等の簡単な操作。や

さしく教えます。
又は9時00分～18時00分 岩手県宮古市

看護職員／有料老人ホーム 有料老人ホーム利用者の看護全般に従事、主に下記
の業務を行います。・バイタルチェック　・健康管
理　・服薬管理　・通院介助　・その他付随する業
務
＊利用者（２１名）への看護業務となります

岩手県宮古市刈屋第１２地
割３番地

特定非営利活動法人
愛福祉会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

工場生産技能員 ドラムバーカー、チッパー、粉砕機、乾燥機などの
各種木材加工機を操作してのチップ製造やチップ等
燻製材を型に入れて成形するスモークウッド製造業
務を担当して頂きます。

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第９地割８６－２

株式会社昭林　山田
工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

廃棄物収集運搬作業 ○宮古市内の家庭ごみ及び資源ごみ等を市内の集積
場を廻り収集し処理施設へ運搬する業務　○契約企
業より出る一般、産廃ごみを収集し決められた処理
施設へ運搬する業務　使用する車両は、保有免許に
応じて２ｔ～４ｔ車となります。

岩手県宮古市小山田４丁目
５番２４号

株式会社　宮古衛生
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

業務・総務担当 コンクリート製品の販売に関わる業務全般　・事務
所ではパソコンを使用し売上、見積り書や請求書発
行、電話対応を行います（定型フォーム使用）。・
主に商社や建設会社など取引先を中心とした訪問や
商品の提案、現場での打合せ、現場確認

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第４地割１２番地

有限会社　豊興

雇用期間の定めなし
ワード・エクセル、
メールができる方

岩手県下閉伊郡山田町

調理師 園児の給食調理業務を担当していただきます。
・園児、職員の給食・離乳食の調理業務（１日５５
食程度）・食器類の洗浄　・その他付随する業務
他調理業務は３名おります。

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） 又は8時00分～13時00分

の間の4時間程度
岩手県宮古市

調理師 以下の調理業務を行っていただきます。
・園児、職員の給食・離乳食の調理業務。（１日５
０食程度）・食器類の洗浄、その他付随する業務。
現在、２名で業務を行っております。

岩手県宮古市花輪第４地割
２番地１

社会福祉法人　慈愛
会　花輪保育所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時00分～13時00分

の間の4時間程度
岩手県宮古市

調理師 園児の給食調理業務を担当していただきます。
・園児、職員の給食、離乳食の調理業務（１日７０
食程度）・食器類の洗浄・その他付随する業務
他調理業務は２名おります。

岩手県宮古市赤前第３地割
１４－１１

社会福祉法人　慈愛
会　あかまえこども
園

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時00分～13時00分

の間の4時間程度
岩手県宮古市

栄養士 園児の給食について、献立作成から調理等全般を担
当していただきます。
・献立の作成と材料の発注
・給食の調理等
・栄養計算ソフトの入力

岩手県宮古市赤前第３地割
１４－１１

社会福祉法人　慈愛
会　あかまえこども
園

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

運転手（宮古営業所） 下記の運転手業務を行っていただきます　・大型バ
ス、中型バス、小型バスでホテルや学校、葬儀等の
貸切運転業務　・小型バスでの乗合、スクールバス
等の運転業務　・その他指示された業務及び上記に
付随する業務＊大型１種をお持ちであれば応募可

岩手県宮古市田老字新田平
１６－１３

東日本交通株式会社
宮古営業所

雇用期間の定めなし
又は4時30分～21時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

塗装工（見習い可） 主に建築塗装業務（公共工事及び戸建て住宅、ア
パート等建物全般の塗装）に従事していただきま
す。その他、橋梁・鉄骨塗装等も行います。現場は
主に宮古市内となりますが、県内（久慈・盛岡・大
船渡）方面の出張もあります。

岩手県宮古市松山第９地割
３番地

株式会社　高千

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

飲食サービス係 龍泉洞温泉ホテルにおいて主に下記業務に従事して
いただきます。
・宴会、夕食の会場準備　・給仕、配膳等　・後片
付け　＜予約状況において＞・料理の盛付

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字府金４８

株式会社　岩泉総合
観光

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

栄養士 園児の給食について、献立作成から調理等全般を担
当していただきます。
・献立の作成と材料の発注
・給食の調理等
・栄養計算ソフトの入力

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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

調理員 『望みの園はまなす』『日台きずな保育園』におい
て調理業務に従事していただきます。※望みの園は
まなす　・利用者の朝、夕食約４０食、昼食約５０
食分の食事の調理を行います。・その他配膳、食
器・調理器具の洗浄、調理室の清掃など

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



普通自動車免許一種
薬剤師 (1)8時30分～17時30分

1人 250,000円～400,000円

正社員 59歳以下 13010-18810631
変形（1ヶ月単位）
(1)9時30分～18時15分

1人 162,750円～244,125円 (2)11時15分～20時00分

正社員以外 不問 13040-26376731
変形（1ヶ月単位）

1人 180,000円～180,000円

正社員 44歳以下 13040-26377331
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)9時30分～18時30分
1人 159,000円～329,500円 (2)10時30分～19時30分

正社員 59歳以下 03010- 4837931

(1)8時30分～17時00分
5人 138,348円～151,200円

正社員以外 不問 03030-  629631

(1)8時30分～17時00分
3人 138,348円～151,200円

正社員以外 不問 03030-  630031
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
1人 151,152円～157,584円

正社員以外 不問 03030-  631831
変形（1年単位）
(1)8時10分～17時10分

1人 170,000円～170,000円

正社員 40歳以下 03030-  633531
変形（1年単位）
(1)8時10分～17時10分

1人 146,888円～146,888円

正社員 40歳以下 03030-  634431
変形（1年単位）
(1)8時10分～17時10分

2人 146,888円～146,888円

縫製工の経験

正社員 64歳以下 あれば尚可 03030-  635731
保育士 交替制あり

2人 176,000円～176,000円

正社員 不問 03030-  636331
変形（1年単位）
(1)7時00分～16時00分

2人 149,600円～240,000円 (2)8時30分～17時30分
(3)13時00分～21時00分

正社員 59歳以下 基本的なパソコン操作 03030-  640831
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時30分
1人 155,000円～225,000円

正社員 40歳以下 エクセル操作が可能な方 03030-  614031
普通自動車免許一種 交替制あり
原動機付自転車免許 (1)7時50分～16時50分

1人 164,352円～260,224円

正社員以外 不問 03030-  615831
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)9時00分～18時00分
1人 150,000円～200,000円 (2)13時00分～22時00分

正社員 40歳以下 03030-  619731
サービス管理責任者研修修了

(1)8時30分～17時30分
1人 253,000円～253,000円

障がい者施設での

経験があれば尚可

正社員 64歳以下 ＰＣ簡単な入力程度 03030-  621131
介護福祉士
あれば尚可 (1)8時30分～17時30分

1人 156,000円～156,000円

正社員 64歳以下 03030-  624231
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

介護職員初任者研修修了 (1)8時00分～17時00分
1人 介護福祉士 149,000円～188,000円 (2)9時30分～18時30分

あれば尚可 (3)16時30分～8時30分

正社員 64歳以下 03030-  625531
普通自動車免許一種

1人 183,200円～229,000円

正社員 不問 03100-  402131

3

アルミサッシ取付工見習い ＊ドア、窓枠に係るアルミサッシの取付の係る補助
業務全般を担当していただきます。＊作業準備、作
業後の清掃業務　○会社へ出勤後、会社の車で現場
へ移動します。○仕事に慣れて来てから資格取得、
必要な講習等の受講をしていただきます。

岩手県久慈市天神堂第３５
地割１４－３

片岸工業　　片岸
四雄

雇用期間の定めなし
又は8時00分～17時00分
の間の6時間以上

岩手県宮古市、他

世話人又は生活支援員／ひ
より

下記の業務に従事していただきます。・食事の調理
や片付け（平日は朝食と夕食、土日祝はプラス昼
食）・日報の記入（チェック式の簡易的なもの、簡
単な状況記入）・服薬管理（あらかじめセットされ
たものを渡し服用を確認）

岩手県宮古市津軽石第１３
地割２０８番地１６０

株式会社　風和璃

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護員または介護補助員 「グループホームひなた」において、介護業務全般
に従事していただきます。・食事・入浴・排泄の支
援・見守り、介助、レクリエーション・病院受診時
の同行等・入居定員９名　＊介護職員初任者研修修
了者や介護福祉士などの資格所持者は尚可です。

岩手県宮古市津軽石第１３
地割２０８番地１６０

株式会社　風和璃

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

フロント係 ホテルフロント接客業務に従事していただきま
す。・チェックイン、チェックアウト他お客様応対
全般・地場産品等の販売・仕出し料理等の配達・新
規事業再構築に関する業務・その他付随する業務＊
配達業務には社有車（ＡＴ車）を使用します。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字松橋１－２　　ホテル愛
山

株式会社　フロン
ティアいわいずみ

雇用期間の定めなし
又は9時00分～22時00分
の間の5時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

サービス管理責任者／ひよ
り

障がい者グループホームでのサービス管理責任者業
務全般　・個別支援計画の作成　・利用者に対する
アセスメント、利用者との面接　・利用者、家族に
対する個別支援計画の説明と交付　・関係機関との
連絡調整

岩手県宮古市津軽石第１３
地割２０８番地１６０

株式会社　風和璃

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

経理・労務 現金管理・支払処理・会計ソフトへの入力業務等、
工場運営に係る経理業務を担当していただきます。
雇用・健康保険・厚生年金手続き等を担当していた
だきます。

岩手県宮古市松山第６地割
４６

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

郵便外務 郵便物ゆうパックの集配業務を行っていただきます
各ご家庭や事務所又はポストより集配業務・端末機
操作・集配地区は宮古地区 ５０ＣＣバイクか自動
二輪を運転します（雨天の場合も）体力に自信があ
る方お待ちしています＊自動二輪車免許あれば尚可

岩手県宮古市栄町１－７ 日本郵便株式会社
郵便事業総本部　宮
古郵便局

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

保育士 小規模保育事業での保育業務全般を担当していただ
きます。・３ヶ月～３歳までの１３名の保育　・食
事、排せつ、お昼寝、着替え等の生活全般のお世話
・保育日誌・報告・連絡帳　・月案・週案　等の作
成　・施設の清掃・整理整頓　　　　　　　

岩手県宮古市実田１丁目３
－３４

特定非営利活動法人
輝きの和子育て支援員研修修了者

あれば尚可
雇用期間の定めなし

又は7時15分～18時15分
の間の8時間

岩手県宮古市

フロント業務 フロント業務全般
・宿泊等の入館手続き、お客様案内、料金精算、電
話対応、顧客データ入力　・売店、喫茶の対応など
・その他付随する業務　※データ入力等の簡単なパ
ソコン操作を伴います

岩手県下閉伊郡田野畑村羅
賀６０－１

株式会社　陸中たの
はた

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

キャド機械操作 主に官公庁の制服を製造しています。

・キャド機械にて型紙の確認作業等を行います。



岩手県宮古市蟇目第８地割
１２０

有限会社　興亜被服
工業所　宮古工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

縫製工 主に官公庁の制服を製造しています。

・裁断された生地をミシンで縫製加工
・各パーツ担当（１３名）で、ライン作業


岩手県宮古市蟇目第８地割
１２０

有限会社　興亜被服
工業所　宮古工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

野球場管理人 体育部門に属し指定管理施設の楽天イーグルス・岩
泉球場及びサブグラウンドの管理業務に携わってい
ただきます。〈主な業務〉・グラウンド整備・敷地
内草刈り・施設内外の清掃・施設内外の見回り・電
話対応

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字松橋２１－１

特定非営利活動法人
岩泉地域活動推進セ
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

ミシン保全兼裁断工 ミシン７０台の保全と裁断工程を行います。・ミシ
ンの修理調整　・メーカーに問合せ（必要時）・
ロール状（２０～３０キロ）の生地を自動裁断機
セット　・自動機に操作入力　・裁断機を操作、型
紙に合わせ手作業でカット

岩手県宮古市蟇目第８地割
１２０

有限会社　興亜被服
工業所　宮古工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

薬剤師／岩手県下閉伊郡
（共創未来たのはた薬局）

調剤薬局における業務全般　・調剤業務、処方監
査、投薬指導、薬歴管理、医薬品の在庫管理、一般
用医薬品等の販売、在宅業務等　※音声薬歴作成シ
ステムや調剤過誤防止システムを全店導入していま
す。※業務上、車を運転する場合があります。

東京都千代田区丸の内１－
９－２
グラントウキョウサウスタ
ワー１２Ｆ

株式会社　ファーマ
みらい

雇用期間の定めなし 薬学に関する知識全般。
調剤薬局や医療業界での

経験があれば尚可 岩手県下閉伊郡田野畑村

水稲育苗センター作業員／
岩泉

育苗センターにおいて、水稲苗の生産及び引き渡し
作業全般に従事していただきます。・播種、ビニー
ルハウスへの展開　・生育管理　・水かけ　・ビ
ニールハウスの開閉　・その他、付随する業務　＊
勤務地まで自分で通勤可能な方

岩手県宮古市宮町一丁目三
番五号

新岩手農業協同組合
宮古支所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

ジュエリー販売スタッフ
（宮古）

ジュエリーショップ「エステール」でジュエリー・
アクセサリーの提案販売及び店舗事務作業をお願い
致します。設立６７周年をこえ、親しみやすい地域
密着型の店舗にて沢山のお客様にご愛顧いただいて
います。

東京都港区虎ノ門４－３－
１３　ヒューリック神谷町
ビル５Ｆ

Ａｓ－ｍｅエステー
ル　株式会社

雇用期間の定めなし
又は9時30分～20時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

ジュエリー販売スタッフ
（宮古／準社員）

イオンモール下田店内にあるジュエリーショップ
「エステール」でジュエリーの提案・販売及び店舗
事務作業をお願いします。

東京都港区虎ノ門４－３－
１３　ヒューリック神谷町
ビル５Ｆ

Ａｓ－ｍｅエステー
ル　株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

水稲育苗センター作業員／
小本

育苗センターにおいて、水稲苗の生産及び引き渡し
作業全般に従事していただきます。・播種、ビニー
ルハウスへの展開　・生育管理　・水かけ　・ビ
ニールハウスの開閉　・その他、付随する業務　＊
勤務地まで自分で通勤可能な方

岩手県宮古市宮町一丁目三
番五号

新岩手農業協同組合
宮古支所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

店内販売スタッフ（オート
バックス宮古）

『オートバックス宮古』において店内販売業務をお
願いします。・カー用品の販売　・各種作業の受
付、取次　・車検・整備の受付、取次　・その他、
店長が指示する業務　＊自動車用品関連職経験者、
接客販売業務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

岩手県宮古市
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