
普通自動車免許ＡＴ 交替制（シフト制）
(1)6時00分～15時00分

140,000円～166,900円 (2)9時00分～18時00分
(3)10時30分～19時30分

正社員 不問 03030-  338601
介護福祉士 変形（1ヶ月単位）

(1)8時15分～17時00分
161,100円～161,100円 (2)11時00分～19時45分

(3)16時00分～22時00分

正社員以外 不問 03030-  340701
１級土木施工管理技士

又は (1)8時30分～17時30分
２級土木施工管理技士 350,000円～550,000円
普通自動車免許一種

無期雇用派遣労働者 64歳以下 15010- 3185101

(1)8時30分～17時30分
141,644円～141,644円

有期雇用派遣労働者 不問 03010- 2057701
普通自動車免許ＡＴ 変形（1年単位）
福祉用具専門相談員 (1)8時30分～17時00分

あれば尚可 130,000円～150,000円

正社員 不問 03020-  166601
大型自動車免許 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～17時00分
171,200円～171,200円

正社員以外 不問 03030-  329301
大型自動車免許 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
208,800円～255,200円

正社員 不問 03030-  334201
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～17時00分
183,200円～217,550円

正社員 不問 03030-  335501
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
大型自動車免許 (1)8時00分～17時00分
あれば尚可 198,000円～286,000円 (2)8時00分～15時00分

正社員 不問 03100-  193701
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

264,000円～264,000円

正社員 64歳以下 02020- 1212301
普通自動車免許一種 フレックス

(1)10時00分～17時00分
220,000円～240,000円 (2)14時00分～19時00分

正社員 44歳以下 03010- 1989601

(1)9時00分～17時00分
150,000円～150,000円

正社員以外 不問 03010- 2000201
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)9時00分～17時30分
177,000円～222,000円

正社員 59歳以下 03010- 1849501
二級ジーゼル自動車整備士 変形（1年単位）

普通自動車免許一種 (1)9時00分～17時30分
159,000円～204,000円

正社員 59歳以下 03010- 1850601
普通自動車免許一種

1,2級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分
あれば尚可 357,100円～565,100円

正社員 69歳以下 03020-  156001
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
176,000円～220,000円

正社員 45歳以下 03020-  150101
フォークリフト運転技能者 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時15分
170,000円～230,000円

大型自動車免許
正社員 64歳以下 普通自動車免許一種 03030-  305101

交替制（シフト制）
(1)8時00分～17時00分

152,700円～152,700円 (2)20時00分～5時00分
雇用期間の定めなし

正社員 18歳以上 03030-  312601

1

7人

当社は電化製品などに使用される「コネクタ」と
いう電子部品を製造している会社です。
コネクタを製造するために使う成形機、組立機械
の操作を担当していただきます。
機械の構造や仕組みを学びシーケンス制御などの

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根第２地割３１－１

株式会社　エフ
ビー

岩手県下閉伊郡山田町

製造機械オペレーター／正
社員（トライアル併用求
人）

運転手

1人

チップ、樹皮等の運搬作業に従事していただきま
す。
・ローダー、リフトを使用し積み込み作業、運搬
をする業務
・工場周辺の清掃作業

岩手県宮古市川井第２地
割２

有限会社　川井林
業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

車両系建設機械（整地・運
搬・積込用及び掘削用）運

転技能者

土木作業員「建設」

1人

※震災の復旧工事および一般工事で、水門工事や
土木工事を行います。
　＊現在は宮古市内での現場となり、土木作業全
般をしていただきます。
　＊作業指揮者の指示の元、大型重機や機械では

岩手県釜石市浜町１丁目
１番１号　釜石ビル３０
８

株式会社　ダイ
セー

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木施工管理　「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
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なし

岩手県宮古市、他
建設現場での実務経験、Ｃ
ＡＤ使用経験あれば尚可

自動車整備士（自動車電
機）

2人

トラックやバスの一般整備及び車検整備業務を行
います。
・三菱自動車のトラック、バス等の整備業務とな
ります。
・車検業務もあります。

岩手県滝沢市大釜中道３
８－２

岩手三菱ふそう自
動車販売　株式会
社雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

営業

2人

当社において、大型・中型・小型トラック及びバ
スの新車販売等の営業業務を行っていただきま
す。
・見積り作成からお客様との商談、受注、販売、
納車、アフターセールス等の活動

岩手県滝沢市大釜中道３
８－２

岩手三菱ふそう自
動車販売　株式会
社雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

【障】一般事務（事務嘱
託：宮古市）

1人

書類の点検や端末操作等の一般的な事務
・生命保険や損害保険の申込書、給付金請求書、
営業担当からの書類等の点検
・スキャナへの読み取り、端末操作　等
　（専用システムを使用）

岩手県盛岡市盛岡駅前北
通５－３２　朝日生命盛
岡駅前北通ビル５Ｆ

朝日生命保険　相
互会社　盛岡支社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

総合職営業員（宮古駅前
校）

1人

◇宣伝企画・教室運営全般・家庭教師派遣・教育
相談や進路指導等＊完全マンツーマン指導の小中
高生の教育相談。　　　　　
＊生徒の成績管理、教師の指導方法をアドバイ
ス。＊公立小中学校、私立高校、大学、専門学校

岩手県盛岡市開運橋通５
－６　第五菱和ビル２Ｆ

株式会社　ＫＡＴ
ＥＫＹＯ秋田・岩
手雇用期間の定めなし

又は9時00分～22時00分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

太陽光パネル配線作業員

5人

・既に設置されている太陽光パネルにケーブル線
を取り付ける作業です。
・パネルの下（高さ１ｍ前後）に細物のケーブル
線を５人～１０人で延ばし、結束バンドで固定し
ます。簡単な作業です。

青森県八戸市大字中居林
字彦五郎９－１２

有限会社　山協電
気工業

雇用期間の定めなし

青森県宮古市、他

現場作業員　　　　　「建
設」

3人

◆東北全般をエリアとし、主に久慈管内での作業
全般業務を行っていただきます。
＊最初の業務は１ヶ月程度軽度な補助作業とし
て、作業員に付いての指導しながらセメント運
び、穴掘り、吹付後の清掃、高所作業から落ちて

岩手県久慈市長内町第１
２地割１８－７

株式会社　東北法
面工業

雇用期間の定めなし

現場経験者優遇 岩手県宮古市、他

土木作業員「建設」

3人

一般土木作業全般に従事していただきます。
・側溝、歩車道、境界ブロック、排水工、Ｌ型擁
壁
・掘削、砕石の敷き均し
・その他雑工など

岩手県下閉伊郡山田町織
笠第９地割１２番地４

株式会社　越田土
建

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

大型車両運転士（ミキサー
車）

2人

大型車両による生コン等の運搬を主に担当してい
ただきます。
・生コン工場（岩泉町・中里地区）より岩泉町を
中心とした各現場などへ生コンを運搬する仕事と
なります。

岩手県下閉伊郡岩泉町門
字中瀬５１－８

小野新建設　株式
会社

雇用期間の定めなし

大型車両運転経験 岩手県下閉伊郡岩泉町

ダンプ運転手

1人

当社において、下記の業務を行っていただきま
す。
・ダンプを運転し砕石等の運搬業務
・範囲は宮古市内・山田地区
・現場～生コンプラント間、現場～現場間の運搬

岩手県宮古市実田１丁目
４番３７号

ＳＢＳフレイト
サービス　株式会
社　宮古営業所雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

大型運転経験 岩手県宮古市

福祉用具専門相談員「福
祉」

1人

※社会福祉協議会等を訪問して、ケアマネー
ジャーと共に介護保険利用者様への適切な福祉用
具の提案を行います
・福祉用品（ベッドやポータブルトイレ等、介護
用品等のレンタルや販売を行います。

岩手県上閉伊郡大槌町小
鎚２１－６１－１

南部屋産業　株式
会社

雇用期間の定めなし

介護関係の経験あれば尚可 岩手県下閉伊郡山田町、他

データ入力（山田町）

2人

派遣先（部品生産工場）において、次の作業を行
います。
・前日の生産データをパソコンに入力します。
・定形の表に入力します。
・入力後、印刷しファイルに綴じる。

岩手県盛岡市向中野３丁
目１８番２０号　２Ｆ
アクエリアスビル

株式会社　エムア
ンドエム　盛岡営
業所雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
パソコン（エクセル）の基

本操作が出来る方
岩手県下閉伊郡山田町

土木技術者（施工管理業
務）岩手県内各現場

5人

○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。

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

土木実務経験半年以上 岩手県宮古市、他

介護福祉士「介護」

3人

当法人が運営する病院の認知症病棟における入院
患者の日常生活に関わる介護業務全般を行ってい
ただきます。
・主な業務は寝具交換・入浴介助・食事介助・着
替え介助等となります。

岩手県宮古市板屋１丁目
６番地３６

医療法人財団　正
清会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

放送業務

1人

当社において下記の放送業務全般を行っていただ
きます。
・ラジオアナウンス、ミキサー操作
・取材活動、打合せ等（社用車使用）
・原稿作成

岩手県宮古市栄町３番３
５号　キャトル５階

宮古エフエム放送
株式会社

雇用期間の定めなし

パソコン基本操作、ワー
ド・エクセルができる方

岩手県宮古市

     （1月31日時点の内容です）

　　１月２７日　から　１月３１日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　２月１３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。 

◎ すでに、募集を締め切っている場合もありますので、ご注意ください。 

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。 

◎ すでに、募集を締め切っている場合もありますので、ご注意ください。 

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２年２月６日発行  



(1)8時00分～17時00分
152,700円～152,700円

雇用期間の定めなし

正社員 59歳以下 03030-  313901
普通自動車免許一種

あれば尚可 (1)8時30分～17時15分
161,900円～161,900円

正社員以外 不問 03030-  315401
普通自動車免許一種 交替制（シフト制）

あれば尚可 (1)6時00分～14時45分
150,600円～165,900円 (2)8時30分～17時15分

(3)13時15分～22時00分

正社員以外 不問 03030-  316701
普通自動車免許一種

(1)8時00分～16時45分
146,800円～155,700円

正社員以外 不問 03030-  320601
普通自動車免許一種 交替制（シフト制）

あれば尚可 (1)6時30分～15時15分
146,800円～155,700円 (2)8時30分～17時15分

(3)9時45分～18時30分

正社員以外 不問 03030-  322101
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
145,000円～148,000円

正社員 59歳以下 03030-  323401
保育士 変形（1ヶ月単位）

(1)7時00分～15時45分
173,520円～193,520円 (2)8時15分～17時00分

あれば尚可 (3)8時45分～17時30分

正社員以外 不問 03030-  324701
保健師
助産師 (1)8時30分～17時15分
いずれか 163,100円～192,200円

普通自動車免許ＡＴ

正社員以外 不問 03030-  284401
保健師

精神保健福祉士 (1)8時30分～17時15分
いずれか 163,100円～192,200円

普通自動車免許ＡＴ

正社員以外 不問 03030-  286801
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時00分
150,000円～250,000円 (2)8時30分～12時00分

正社員 45歳以下 03030-  288501
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

137,400円～137,400円

正社員 不問 03030-  290901
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

135,347円～155,050円

正社員以外 不問 03030-  293701
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
180,000円～340,000円

正社員 59歳以下 03030-  294801
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)7時00分～16時00分
145,100円～169,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030-  295201
介護福祉士

普通自動車免許ＡＴ (1)8時30分～17時30分
150,000円～200,000円

正社員 64歳以下 03030-  297001
１級土木施工管理技士 変形（1年単位）

又は (1)8時00分～17時00分
２級土木施工管理技士 413,800円～413,800円
普通自動車免許ＡＴ

正社員 不問 38050-  511701
中型自動車免許 変形（1年単位）

車両系建設機械運転 (1)8時00分～17時00分
小型移動式クレーン 371,401円～371,401円

雇用期間の定めなし 玉掛け

正社員 不問 38050-  522501
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時15分
127,000円～146,600円

正社員以外 不問 03010- 1756901
普通自動車免許ＡＴ

138,240円～138,240円

正社員以外 不問 03030-  277401
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

150,000円～200,000円 (2)16時00分～1時00分
(3)0時00分～9時00分

正社員 18歳～35歳 03030-  279801

2

4人

当社は電化製品などに使用される「コネクタ」と
いう電子部品を製造している会社です。
コネクタはプラスチック部品と金属部品から構成
されておりますがプレス加工オペレータ―はその
内、金属部品の加工を担当していただきます。

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根第２地割３１－１

株式会社　エフ
ビー

岩手県下閉伊郡山田町

プレス加工オペレーター／
正社員（トライアル併用求
人）

事務員兼介助員／会計年度
任用職員

1人

はまゆり学園において事務員兼介助員に従事して
いただきます。
・パソコンを使用して伝票作成など経理関係の事
務
・職員の複利厚生に関する事務、電話対応

岩手県宮古市崎山第５地
割８８

岩手県沿岸知的障
害児施設組合（は
まゆり学園）雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

ワード・エクセル等の操作 岩手県宮古市

指導員・保育補助／会計年
度任用職員

8人

入所児童（知的障害児）の生活支援を行います。
入所児童１６名の支援を分担して行います。
　・食事介助
　・入浴介助
　・排泄介助

岩手県宮古市崎山第５地
割８８

岩手県沿岸知的障
害児施設組合（は
まゆり学園）雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上） 障がい児の指導・保育の経
験、ワード・エクセル等の

操作 岩手県宮古市

用務員兼運転手／会計年度
任用職員

1人

用務員兼運転業務に従事していただきます。
・施設の軽度の修繕管理業務
・草刈等の環境整備業務
・利用者の送迎、通院送迎等の公用者の運転
・公用車の保守管理、その他付随する業務

岩手県宮古市崎山第５地
割８８

岩手県沿岸知的障
害児施設組合（は
まゆり学園）雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

岩手県宮古市

調理員／会計年度任用職員

2人

入所及び施設利用者の給食調理業務を行います。
・食事の調理　　　　　　　　　　　　　　　　
・調理器具、食器等の洗浄
・調理室内・外清掃
・その他、付随する業務

岩手県宮古市崎山第５地
割８８

岩手県沿岸知的障
害児施設組合（は
まゆり学園）雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

調理員としての勤務経験 岩手県宮古市

介護職員／正社員（デイ
サービス）「介護」

1人

デイサービス利用者の介護業務。
・利用者１８名
・食事介助、配膳・下膳、排せつ介助、入浴介
助、通院介助（社用車使用）清掃等
○経験のない方でも担当職員が丁寧に指導しま

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

岩手県宮古市

保育士「保育」

1人

保育所での保育業務
・保育所に入所している児童（０～６歳児）への
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。

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根第３地割１７７－１
０

社会福祉法人　三
心会　豊間根保育
園

幼稚園教諭免許
（専修・１種・２種）雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

1人

健康課（宮古保健センター）への勤務となりま
す。　　　　・乳児・妊産婦訪問指導、妊婦・出
産包括支援事業に関する、乳幼児及び妊産婦に対
する訪問指導や健康相談等　　　　　
・その他付随する事務

岩手県宮古市宮町一丁目
１－３０

宮古市役所

岩手県宮古市

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

母子訪問指導員／健康課
（会計年度任用職員）「看
護」

保健師／健康課（会計年度
任用職員）「看護」

1人

健康課（宮古保健センター）への勤務となりま
す。　　　　・こころの健康づくり事業に関する
普及啓発、人材育成業務等　
・その他付随する事務
・訪問の際は公用車を使用

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
月以上）

岩手県宮古市

営業（宮古支店：正社員）

1人

営業に関わる以下の業務を行っていただきます。
・業務用洗剤の営業（福祉施設、ホテル等）
・その他会社事業内容に関する業務
・既存得意先への営業配送


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

岩手県宮古市

水産加工員

2人

鮮魚加工に従事します
・鮭、イカ、サバ、アジ、ワカメ、メカブ、その
他海藻類手捌き、機械加工
・箱詰め、袋詰め作業
水産加工未経験者でもできる仕事ですので、初心

岩手県下閉伊郡山田町川
向町１６８

有限会社　山崎水
産

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

水産加工員

3人

秋鮭、いくら、サンマ、サバなどの水産加工作業
行っていただきます。
・その時期に水揚げとなった魚を取り扱い、下処
理や箱詰め作業等
＊経験がなくてもできる軽作業ですのでご応募く

岩手県宮古市藤原一丁目
５－９

有限会社　大井漁
業部　大印冷凍工
場雇用期間の定めあり（４ヶ

月未満）

岩手県宮古市

冷凍機械管理主任

1人

冷凍機械運転業務を行います。
・冷凍機械操作
・加工機械の保守、メンテナンス
・点検及び整備等
他１名おります。工場移動は社用車使用です。

岩手県宮古市藤原一丁目
５－９

有限会社　大井漁
業部　大印冷凍工
場雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護員「介護」／あすなろ

1人

小規模多機能型の生活支援が主になります。
・在宅者の生活支援なので、通い・泊まり・訪問
の３つの組み合わせで介護を提供します。
・具体的には、食事の準備や介助、入浴の補助、
排泄の補助、余暇活動等への支援になります。

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

介護員（通所）「介護」

1人

通所リハビリテーション（デイケア）の介護業務
を行います。おおよそ２０名の利用者を介護（食
事、入浴、排せつ、健康管理、自立支援、レクリ
エーション、送迎等）いたします。現在５名の介
護員で担当しています。

岩手県宮古市実田２丁目
５－１０

医療法人　おかだ
外科内科クリニッ
ク雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木技術者（岩手県宮古
市）

1人

土木工事現場にて、施工管理業務を担当していた
だきます。
＊パソコン、エクセル、キャド必須です。
＊特に東北復興に力を入れていますが、就業場所
は面接時に相談に応じます。

愛媛県新居浜市北新町１
２番１５号

Ｊ企画アルファー
株式会社

雇用期間の定めなし

土木工事において丁張業
務、写真管理業務

岩手県宮古市

1人

土木工事現場にて、当社の施工チームに合流し
て、コンクリート２次製品据付工施工していただ
きます。
＊特に東北復興に力を入れていますが、就業場所
は面接時に相談に応じます。

愛媛県新居浜市北新町１
２番１５号

Ｊ企画アルファー
株式会社

土木工事実務経験１０年以
上

岩手県宮古市

土木工事重機オペレーター
（運転手）（岩手県宮古
市）

事務員（宮古支部）

1人

岩手県職員労働組合書記局での事務
岩手県に勤務する組合員の職場・生活改善に寄与
する業務（相談・助言等組合員と接する業務、組
合が独自で運営する共済制度の説明・契約等の事
務処理）及び役員が指示する会議等への組合員の

岩手県盛岡市内丸１０－
１

岩手県職員労働組
合

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

接客販売員

1人

靴の接客販売となります。
紳士靴、婦人靴、子供靴、スニーカー等の販売お
よび値付け、品出し、商品補充、レジ業務、清掃
＊週に２回程度、両替などのため自家用車での外
出をお願いする場合があります。

岩手県宮古市長町１－８
－１

株式会社チヨダ
東京靴流通セン
ター宮古店雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
又は10時00分～20時00分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

プラスチック成形オペレー
タ

1人

電子部品（コネクタ）用精密金型と射出成型機を
使用し、プラスチック成形品、コネクタの製造オ
ペレータ業務
・射出成型機を一人で数台担当し、成形機の安定
稼働を正面から支える重要な仕事です。

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
９地割３０番地

モルデック株式会
社　宮古工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市



準中型自動車免許 変形（1年単位）
普通自動車免許一種 (1)7時30分～16時30分

135,000円～140,000円

正社員 40歳以下 03030-  280301
普通自動車免許一種

169,544円～216,315円

正社員 59歳以下 03030-  281601
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
いずれか 220,000円～280,000円

正社員 59歳以下 03030-  282901
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

137,144円～162,750円

正社員 不問 03100-  164001
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

137,144円～217,000円

正社員 不問 03100-  165301
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
大型自動車免許 (1)8時00分～17時00分
あれば尚可 141,050円～184,450円

正社員 不問 03100-  166601
交替制（シフト制）

134,616円～134,616円

正社員以外 不問 06030-  758601

3

水産加工員

1人

鮮魚、冷凍魚、貝類等の水産物加工の補助的な作
業に従事していただきます。
・鮮魚を選別し箱詰めする作業が中心となり立ち
仕事で体力が必要です
・その他、２ｔトラックを運転し市場から会社加

岩手県宮古市小山田二丁
目４－３

有限会社　佐々寛
商店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ルート営業

1人

当社の配置薬（置き薬）をご利用いただきていう
るご家庭や企業を定期訪問し、ご使用いただいた
分の集金と補充を行います。
その際、お客様の健康相談にのり、ニーズに合わ
せた商品説明や健康補助食品のご提案も行いま

岩手県宮古市大字田鎖９
地割６－５

株式会社　富士薬
品　宮古営業所

雇用期間の定めなし

又は9時00分～18時00分の
間の8時間

岩手県宮古市

理学・作業療法士

1人

当施設において入所・通所者の方へのリハビリ
テーション業務に従事していただきます。
・基本機能の回復サポート
・日常生活に必要な能力を高めるためのリハビリ
テーション等

岩手県下閉伊郡山田町飯
岡第９地割２３－１

医療法人　晃生会
介護老人保健施設
さくら山雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

作業員（山田営業所）

1人

＊主な業務は産業廃棄物（廃プラスチック、木、
コンクリート、アルミなど）の分別および選別作
業となります。（屋内での作業となります。）そ
の他、場内の片づけ作業など付随する業務
＊作業は手作業、もしくは資格をお持ちの場合は

岩手県久慈市長内町第３
７地割１２－８

有限会社　陸中商
会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

重機オペレーター（山田営
業所）

1人

◆産業廃棄物の重機オペレーター
＊場内においての重機オペレーター業務が主な仕
事になりますが、状況に応じて作業員として、非
鉄金属の分別、選別作業等の軽作業も行っていた
だきます。他に、来客者のトラックへ積込み作業

車両系建設機械運転
（基礎工事用）

（整地・運搬・積込用
及び掘削用）
（解体用）

岩手県久慈市長内町第３
７地割１２－８

有限会社　陸中商
会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

運転手（山田営業所）

1人

＊産業廃棄物（木・コンクリートなど）の収集、
運搬業務を行っていただきます。範囲は主に岩手
県内となり、泊まりはありません。運転業務が主
な業務ですが、仕事の状況によっては作業員とし
て産業廃棄物の分別作業等に従事していただく場

岩手県久慈市長内町第３
７地割１２－８

有限会社　陸中商
会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

販売（商品陳列、レジ）
［１００円ショップ宮古長

1人

○商品陳列及びレジ（商品の補充や陳列、レジで
の接客応対）＊シフト制（週４０時間）
※雇用期間は４月１５日となっておりますが、
【６ヶ月毎の契約更新】を行っており、更新時期
は毎年４月と１０月になります。

山形県飽海郡遊佐町比子
字白木２３－３６２

本間物産　株式会
社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

又は9時30分～20時30分の
間の8時間程度

岩手県宮古市


