
交替制あり

2人 190,000円～270,000円

正社員 18歳～59歳 01240- 5808311
交替制あり

2人 190,000円～270,000円

正社員 18歳～59歳 01240- 5858611
普通自動車免許一種

(1)8時40分～17時00分
1人 159,794円～159,794円

有期雇用派遣労働者 不問 03010- 5865411
調理師

あれば尚可 (1)7時00分～16時00分
1人 137,300円～162,300円 (2)9時00分～18時00分

集団給食調理経験

正社員以外 不問 あれば尚可 03030-  930811
介護福祉士 交替制あり

介護職員初任者研修修了者 (1)8時20分～17時20分
2人 あれば尚可 168,000円～184,800円 (2)16時30分～0時30分

(3)0時30分～9時30分

有期雇用派遣労働者 不問 ワード・エクセル基本操作 03030-  935311
変形（1年単位）
(1)8時45分～16時45分

1人 140,000円～160,000円 (2)8時45分～17時45分

正社員 30歳以下 03030-  938111
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 316,320円～550,100円

正社員 59歳以下 施工管理経験を３年以上 04010-15226811
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 245,440円～483,910円

正社員 59歳以下 04010-15262411
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者 (1)8時00分～17時00分
3人 小型移動式クレーン 174,800円～218,500円

玉掛技能者、あれば尚可

正社員 64歳以下 03030-  918411
普通自動車免許一種

(1)8時15分～17時15分
1人 200,000円～255,000円

正社員 64歳以下 基本的なＰＣ操作 03030-  921111
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 136,500円～139,500円 (2)11時00分～20時00分
(3)20時00分～5時00分

正社員 18歳～64歳 03030-  922711
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 136,500円～139,500円

正社員 64歳以下 03030-  923811
介護職員初任者研修修了者 変形（1ヶ月単位）

介護福祉士 (1)8時30分～17時30分
1人 ホームヘルパー２級 142,300円～158,200円

いずれか
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 介護業務経験あれば尚可 03030-  924211
ホームヘルパー２級 変形（1ヶ月単位）

介護職員初任者研修修了者 (1)8時30分～17時30分
1人 あれば尚可 172,800円～221,800円 (2)7時30分～16時30分

正社員 40歳以下 03030-  926411
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者 (1)8時00分～17時00分
1人 あれば尚可 184,800円～184,800円

正社員 64歳以下 土木作業経験 03030-  927011
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者 (1)8時00分～17時00分
3人 小型移動式クレーン 184,800円～207,900円

大型自動車免許

正社員 64歳以下 03030-  928311
保育士

(1)9時00分～18時00分
1人 147,800円～174,400円

いずれか
普通自動車免許一種

正社員以外 不問 03030-  906711
保育士

(1)8時15分～17時15分
1人 147,800円～174,400円

いずれか
普通自動車免許一種

正社員以外 不問 03030-  907811
1

保育士 〇児童発達支援保育士
未就学の子ども個々の状態及び発達の過程・特性等
に応じた発達上の課題を達成させていくための、こ
どもと家族への支援に従事していただきます。
・利用者１０名ほど　　　　　

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
月以上）

岩手県宮古市

保育士（子育て支援セン
ター）

〇子育て支援センター保育士
広場型子育て支援施設において主に乳幼児を育てる
世帯の育児相談や情報提供を支援する業務です。
・子育て世帯が孤立しないよう、交流の場の提供や
サークルへの支援等

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
月以上）

岩手県宮古市

幼稚園教諭免許
（専修・１種・２種）

幼稚園教諭免許
（専修・１種・２種）

土木作業員 当社において道路工事・宅地造成工事などの土木工
事現場において土木作業に伴う業務全般を行ってい
ただきます。
・土砂の掘削、埋め戻し、整地等
・その他付随する業務

岩手県宮古市長沢第９地割
２８８番地

株式会社　金丸組

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

作業員 当社請負現場において、土木作業に従事していただ
きます。
・公共工事等の現場（山田町、宮古市他）
・現場へは社用車にて乗合、または直行直帰
・資格お持ちの方にはバックホー等重機作業をお願

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第４地割１１５－２０

富山建設　有限会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

玉掛け・型枠支保工作業
主任者あれば尚可

看護補助員 外来や病棟において看護補助業務に従事します。
・消耗品及び備品の整理や、シーツ交換及び洗濯等
の看護にかかる付帯業務全般
・身体介護（清拭、入浴介助）
・診療補助（検査等）を行っていただきます

岩手県宮古市大通一丁目３
－２４

後藤泌尿器科皮膚科
医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員 ゆうゆうデイサービスサンターにおいて介護業務全
般を行っていただきます。
・送迎時及び入浴時の介助
・食事の介助及びトイレ誘導、見守り
・レクリエーション

岩手県宮古市八木沢第５地
割８５番地１

合同会社ライフサ
ポート・ゆうゆう

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

部品加工 当社工場にて下記の業務を行っていただきます。
・高速で回転する砥石で削りたい素材に押し当て、
少しずつ削り取っていく作業です。
１．鋼材の切り出し　２．研削作業（何種類かの砥
石を使い、粗削りから仕上げ加工まで行います。）

岩手県下閉伊郡田野畑村奥
地向６９番地【郵送先は別
住所】

有限会社　菊地電子
工業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

自動機オペレーター 組立オペレーション業務　主にスマートフォンや電
子機器向けコネクターの自動組立機操作です。立ち
仕事ですので体力が必要です。工程としては、１．
部品を機械へセット　２．タッチパネル操作による
稼働　３．コネクターの出来上がりを顕微鏡等で検

岩手県下閉伊郡田野畑村奥
地向６９番地【郵送先は別
住所】

有限会社　菊地電子
工業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護支援専門員／居宅介護
支援事業所

介護支援専門員として、主に以下の業務を行ってい
ただきます。
・利用者のケアプラン作成
・介護認定調査
・利用者宅への訪問相談業務など

岩手県宮古市山口２丁目３
－１３

株式会社　ファミリ
ング

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木作業員および重機オペ
レーター

当社において下記の業務に従事していただきます。
【土木作業全般】
・道路工事、防潮堤工事、災害復旧工事、電線共同
構、上下水道工事等に係る作業
【重機オペレーター】

岩手県宮古市小山田四丁目
１－３０

小山田電業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市
土木作業経験,重機オペレーター
経験,型枠大工作業経験あれば尚

可

介護支援専門員
（ケアマネージャー）

施工管理補助（土木課） 未経験の方でも歓迎致します。
建設現場での現場監督の補佐（土木）に従事して頂
きます。
・デジカメ等を使用した写真の管理・整理
・ＰＣを操作（Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ）し、書類の

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

空調・衛生設備施工管理 各建設現場に伴う空調・衛生設備施工管理業務に従
事して頂きます。
・工事現場の写真管理、品質管理
・協力会社に対し、連絡指示、工程の進捗確認
・経験が豊富な方は施主対応、定例会対応も行って

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

事務 当スクールにおいて下記の業務に従事していただき
ます。
・パソコンを使用しお客様情報の入力
・各種書類作成
・教習の予約受付

岩手県宮古市田鎖第１２地
割２５番地

株式会社　宮古ドラ
イビングスクール

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護助手 派遣先の事業所において、下記の業務を行います。
・病院・介護施設内における看護助手・介護業務全
般
・患者さん及び施設利用者の方々の食事・入浴・排
泄介助

岩手県宮古市実田１丁目６
番６号

有限会社　メンテナ
ンス宮古　Ｍスタッ
フ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

ＰＣの簡単な基本操作（ワー
ド・エクセル等）

調理員／望みの園はまなす
（臨時職員）

施設で調理業務に従事していただきます。
・野菜の下処理、配膳、洗浄作業、清掃作業
・設利用者の朝、夕食４０食、昼食約５０食分を調
理員５名体制
＊調理経験、調理師免許あれば尚可

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【宮古市】 窓口受付後の事務手続き（データ入力・確認、伝票
作成、入出金・払込手続き、書類確認、電話応対、
来客取次ぎ、ファイリング）、社有車を使用しての
取引先への集金・書類届けにいく（市内）※２０２
２年３月末までの就業予定（状況により延長可能性

岩手県盛岡市盛岡駅前通１
５－２０　東日本不動産盛
岡駅前ビル　６Ｆ

アデコ　株式会社
盛岡支社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

タッチタイピングできる方、
業界問わず、事務補助でも構
いませんので、何らかの事務

処理経験ある方

登録販売者　ツルハドラッ
グ宮古磯鶏店（岩手県宮古
市）

ドラッグストアにおいて、医薬品日用品等の接客販
売・商品管理・マネジメント等の業務全般に従事し
ていただきます。
※登録販売者の資格を有する者に限る

北海道札幌市東区北２４条
東２０丁目１番２１号

株式会社　ツルハ
（ツルハドラッグ）

雇用期間の定めなし
又は8時30分～22時30分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

登録販売者　ツルハドラッ
グ岩手山田店（岩手県下閉
伊郡）

ドラッグストアにおいて、医薬品日用品等の接客販
売・商品管理・マネジメント等の業務全般に従事し
ていただきます。
※登録販売者の資格を有する者に限る

北海道札幌市東区北２４条
東２０丁目１番２１号

株式会社　ツルハ
（ツルハドラッグ）

雇用期間の定めなし
又は8時30分～22時30分
の間の8時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

登録販売者としての管理者要件を
満たしている方、過去５年間で２年
以上の実務経験、勤務時間の合

計が１９２０時間以上

登録販売者
（一般医薬品）

登録販売者
（一般医薬品）

登録販売者としての管理者要件を
満たしている方、過去５年間で２年
以上の実務経験、勤務時間の合

計が１９２０時間以上

（3月12日時点の内容です）

３月８日　から　　３月１２日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は３月２５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３年３月１８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



保育士 変形（1ヶ月単位）

1人 153,800円～184,300円
あれば尚可

正社員 59歳以下 03030-  910311
保育士 変形（1ヶ月単位）

1人 153,800円～184,300円
あれば尚可

正社員 59歳以下 03030-  911611
保育士 変形（1ヶ月単位）

1人 153,360円～170,400円
あれば尚可

正社員以外 59歳以下 03030-  912911
保育士 変形（1ヶ月単位）

1人 153,360円～170,400円
あれば尚可

正社員以外 59歳以下 03030-  913111
保育士 変形（1ヶ月単位）

1人 153,800円～184,300円

正社員 59歳以下 03030-  914711
保育士 変形（1ヶ月単位）

1人 153,360円～170,400円

正社員以外 59歳以下 03030-  915811
保育士 変形（1ヶ月単位）

1人 153,800円～184,300円

正社員 59歳以下 03030-  916211
保育士 変形（1ヶ月単位）

1人 153,360円～170,400円

正社員以外 59歳以下 03030-  917511
管理栄養士 交替制あり

(1)5時00分～14時30分
1人 188,100円～198,900円 (2)10時30分～19時30分

正社員 59歳以下 03010- 5615011
栄養士 交替制あり

(1)5時00分～14時30分
1人 163,100円～173,900円 (2)10時30分～19時30分

正社員 59歳以下 03010- 5616311
調理師 交替制あり

(1)5時00分～14時30分
1人 146,000円～155,000円 (2)10時30分～19時30分

正社員 59歳以下 03010- 5619111
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)17時30分～8時30分
1人 152,189円～152,189円 (2)8時30分～17時30分

正社員 18歳～62歳 03070- 1399311

(1)7時30分～16時30分
1人 130,000円～150,000円

正社員以外 不問 調理経験あれば尚可 04010-14835911
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～17時30分
1人 138,000円～158,000円 (2)8時30分～12時00分

サービス業、接客経験

正社員以外 不問 あれば尚可 03020-  515711
普通自動車免許一種
大型自動車免許 (1)8時00分～17時00分

3人 大型特殊自動車免許 195,300円～238,700円
あれば尚可

正社員以外 不問 03030-  884811
変形（1ヶ月単位）
(1)8時15分～17時00分

1人 141,100円～141,100円 (2)11時00分～19時45分

正社員以外 不問 03030-  885211
普通自動車免許ＡＴ

言語聴覚士 (1)8時30分～17時30分
2人 240,000円～500,000円

正社員 64歳以下 03030-  886511
普通自動車免許ＡＴ

理学療法士 (1)8時30分～17時30分
2人 240,000円～500,000円

正社員 64歳以下 03030-  887411
普通自動車免許ＡＴ

作業療法士 (1)8時30分～17時30分
2人 240,000円～500,000円

正社員 64歳以下 03030-  889311
准看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
1人 179,520円～342,720円

正社員以外 64歳以下 03030-  890111

2

准看護師／日勤 当院では医療療養病棟２病棟、回復期リハビリテー
ション病棟２病棟があります。
・各病棟３０～４０床看護業務全般
　配属病棟は相談のうえ決定いたします。
●パート勤務について、相談に応じます。

岩手県宮古市保久田８番３
７

特定医療法人　弘慈
会　宮古第一病院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

作業療法士 ・入院及び外来患者様のリハビリテーション（作業
療法）
・患者様の自宅で行う訪問リバビリテーション（作
業療法）
・東日本大震災で被災された方々に対する生活支援

岩手県宮古市保久田８番３
７

特定医療法人　弘慈
会　宮古第一病院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

理学療法士 ・入院及び外来患者様のリハビリテーション（理学
療法）
・患者様の自宅で行う訪問リハビリテーション（理
学療法）
・東日本大震災で被災された方々に対する生活支援

岩手県宮古市保久田８番３
７

特定医療法人　弘慈
会　宮古第一病院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

言語聴覚士 ・入院及び外来患者様のリハビリテーション（言語
療法）
・患者様の自宅で行う訪問リハビリテーション（言
語療法）
・東日本大震災で被災された方々に対する生活支援

岩手県宮古市保久田８番３
７

特定医療法人　弘慈
会　宮古第一病院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護助手 当病院において、下記の業務を行っていただきま
す。
・看護職員の指導のもと、病棟の環境整備
・入院患者さんの日常生活に関わる補助業務
・寝具交換、入浴介助、食事介助、着替え介助等

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

道路維持兼土木作業員 宮古・下閉伊地区の各現場において、道路維持等に
係る下記の業務を行っていただきます。
・国道の道路維持工事作業（アスファルト舗装補
修、標識やガードレール交換等）
・冬季の除雪作業

岩手県宮古市刈屋１１－８
０－３

刈屋建設　株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

福祉事業：請求事務員／宮
古

宮古営業所において、福祉用具レンタルの請求事務
を
主に担当していただきます。
＊利用者の情報入力やレンタル料金の入力などを国
に電子請求する業務（専用ソフトの使用方法は指導

岩手県釜石市定内町３－１
０－２３

有限会社　介護リ
フォームセンター

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

学校給食センターでの調理
業務

学校給食センターでの調理、食器洗浄のお仕事 宮城県仙台市宮城野区榴岡
４丁目５－２２　宮城野セ
ンタービル６階

一冨士フードサービ
ス　株式会社　北海
道・東北支社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

警備員（宮古市） ◆当社契約先の巡回警備業務をお願いします。
・契約先の内部、外部の巡回
・異常発報対応（ユーザーより警報受信した際の現
場確認等）
・夜間の業務が主となります

岩手県北上市幸町２番５号 北上ビルメン　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理師（岩泉町） 請負先事業所において責任者の指示のもと、下記の
業務を行っていただきます。
・患者様への食事提供業務
・調理、盛付け、食器洗浄
・厨房内での業務全般

岩手県盛岡市大通３丁目３
番１０号　七十七日生盛岡
ビル　９階

日清医療食品　株式
会社　北東北支店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

栄養士（岩泉町） 請負先事業所において責任者の指示のもと、下記の
業務を行っていただきます。
・患者様への食事提供業務
・調理、盛付け、食器洗浄、献立、帳票作成
・栄養管理業務全般

岩手県盛岡市大通３丁目３
番１０号　七十七日生盛岡
ビル　９階

日清医療食品　株式
会社　北東北支店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

管理栄養士（岩泉町） 請負先事業所において責任者の指示のもと、下記の
業務を行っていただきます。
・患者様への食事提供業務
・調理、盛付け、食器洗浄、献立、帳票作成
・栄養管理業務全般

岩手県盛岡市大通３丁目３
番１０号　七十七日生盛岡
ビル　９階

日清医療食品　株式
会社　北東北支店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

保育士／正社員以外 園児の保育業務全般を行っていただきます。
・保育実務
・日誌や園児の連絡ノート記載
・各計画の作成
・園児の安全、健康管理業務

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

保育士／正社員 園児の保育業務全般を行っていただきます。
・保育実務
・日誌や園児の連絡ノート記載
・各計画の作成
・園児の安全、健康管理業務

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

保育士／正社員以外 園児の保育業務全般を行っていただきます。
・保育実務
・日誌や園児の連絡ノート記載
・各計画の作成
・園児の安全、健康管理業務

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

保育士／正社員 園児の保育業務全般を行っていただきます。
・保育実務
・日誌や園児の連絡ノート記載
・各計画の作成
・園児の安全、健康管理業務

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

保育士／あかまえこども園
さくらんぼ分園／正社員以
外

園児の保育業務全般を行っていただきます。
・保育実務
・日誌や園児の連絡ノート記載
・各計画の作成
・園児の安全、健康管理業務

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

幼稚園教諭免許
（専修・１種・２種）

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

岩手県宮古市

保育教諭・保育士／あかま
えこども園／正社員以外

園児の保育業務全般を行っていただきます。
・保育実務
・日誌や園児の連絡ノート記載
・各計画の作成
・園児の安全、健康管理業務

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

幼稚園教諭免許
（専修・１種・２種）

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

岩手県宮古市

保育教諭・保育士／あかま
えこども園さくらんぼ分園
／正社員

園児の保育業務全般を行っていただきます。
・保育実務
・日誌や園児の連絡ノート記載
・各計画の作成
・園児の安全、健康管理業務

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

幼稚園教諭免許
（専修・１種・２種）

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

岩手県宮古市

保育教諭・保育士／あかま
えこども園／正社員

園児の保育業務全般を行っていただきます。
・保育実務
・日誌や園児の連絡ノート記載
・各計画の作成
・園児の安全、健康管理業務

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

幼稚園教諭免許
（専修・１種・２種）

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

岩手県宮古市



准看護師 変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

2人 180,000円～360,000円 (2)15時00分～9時00分

正社員 64歳以下 03030-  891711
看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
3人 210,000円～470,000円 (2)15時00分～9時00分

正社員 64歳以下 03030-  892811
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1)8時30分～17時15分
1人 162,700円～176,900円 (2)9時45分～18時30分

正社員以外 不問 03030-  893211
変形（1ヶ月単位）
(1)16時00分～9時00分

1人 180,000円～180,000円

正社員 18歳以上 03030-  895411
普通自動車免許一種
簿記実務検定３級 (1)8時30分～17時30分

1人 150,000円～180,000円
経理事務の経験

正社員 59歳以下 03030-  904911
８トン限定中型自動車免許

(1)8時00分～17時00分
1人 184,800円～250,000円

正社員 60歳以下 03030-  872611
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

2人 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～61歳 03030-  875711
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)8時20分～17時20分
1人 145,400円～145,400円

正社員 59歳以下 パソコン関連資格あれば尚可 03030-  877211
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 147,000円～230,000円

フォークリフト免許

正社員 61歳以下 あれば尚可 03030-  878511
普通自動車免許一種 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 １級土木施工管理技士 320,000円～320,000円
あれば尚可

正社員 64歳以下 03030-  879411
普通自動車免許一種

車両系建設機械運転技能者 (1)8時00分～17時00分
2人 大型自動車免許 172,800円～216,000円

２級管工事施工管理技士
あれば尚可

正社員 64歳以下 給排水工事作業経験あれば尚可 03030-  883711
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

1人 221,500円～275,000円

正社員 30歳以下 03060- 1464311

3

配送・商品補充（宮古営業
所ルートスタッフ）

アサヒ飲料、コカコーラ、キリン、大塚等の大手
メーカーの缶飲料自動販売機を定期フォローして、
商品補充、売り上げ金の回収・清掃点検を行うトー
タルサービス業務です。
＊２ｔ箱型トラックを運転していただきます。

５トン限定
準中型自動車免許

岩手県奥州市水沢工業団地
３－８４

株式会社　ミチノク

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

配管工および土木作業員 給排水設備工事および上下水道工事全般に従事して
いただきます。
・一般住宅、公共工事等の給排水工事
・上下水道、衛生配管工事
・上記に付随する業務

岩手県下閉伊郡山田町長崎
４丁目１２番２６号

株式会社　堀合建設

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

土木施工管理技士 図面の作成、施工管理及び現場管理に従事します。
・河川や道路工事の現場が多く、主に山田町内・宮
古市内の現場
・１人１現場を受け持ちます
・その他、工事関連書類や写真の整理・管理

岩手県下閉伊郡山田町長崎
２丁目５－１８

有限会社　藤沢組

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

コンクリート製品製造員 主にコンクリート製品のＵ字形側溝を製造していま
す。
・型枠内に入れる鉄筋組み
・側溝用の型枠組立
・型枠内にコンクリートを流し込み、養生期間終了

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

岩手県下閉伊郡山田町

事務員 当法人の山口病院総務課内での一般事務業務です。
・一般事務及び庶務用務
・パソコンを使用して、データ入力及び書類作成
・その他電話対応、来客対応など付随する業務
・未経験の方は補助的な仕事から始めていただきま

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 パソコン（ワード・エクセル）
入力操作ができること

岩手県宮古市

コネクタ製造自動機・成形
機オペレータ

電子部品（コネクタ）製造自動機オペレータ業務、
インサート成形（金型と樹脂を一体化させる方法）
機オペレータ業務
・自動組立機、インサート成形機、モールド品自動
検査機を用い、安定した稼働を支える重要な仕事で

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

収集車運転業務 ゴミ収集車の運転業務に従事していただきます。
・４ｔ車の運転となります。
・エリアは岩泉町内より収集し、宮古市までの運搬
・その他付随する業務

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字鼠入川６６

中央第一総合　有限
会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

事務局事務員 法人事務局で、運営に関する事務全般を担当してい
ただきます。
・人事関係
・経理会計処理（会計ソフト使用）
・給与事務（給与ソフト使用）

岩手県宮古市保久田３－２
１

特定非営利活動法人
宮古地区いきいき
ワーキングセンター

雇用期間の定めなし
パソコン基本操作

（エクセル・ワード）
岩手県宮古市

ホテル夜勤フロント ホテル宮古ヒルズステーション店において、フロン
ト係（夜勤）に従事していただきます。
・宿泊のお客様のチェックイン、チェックアウト業
務
・インターネットによる予約受付等の管理

岩手県宮古市和見町５－１ ブリーズベイオペ
レーション６号　株
式会社　（ホテル宮
古ヒルズステーショ
ン店）

雇用期間の定めなし
パソコンによる文字入力の基

本操作 岩手県宮古市

生活支援員／グループホー
ム（障がい者）「ちふな」

・健康管理、入浴、家事、余暇、通院、相談援助な
どの日常生活支援
・パソコンを使用しての業務報告など
＊グループホーム利用者（障がい者・約２８名）の
生活支援を行います。

岩手県宮古市松山第８地割
１９－１

社会福祉法人　岩手
県社会福祉事業団
松山荘

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 簡単なパソコン操作

（文書入力程度）
岩手県宮古市

看護師／正社員 ・採血検査や各種注射の準備と実施
・高齢者の歩行介助や車椅子介助
＊医療療護病棟、回復期リハビリテーション病棟が
あります。
＊リハビリ病棟：リハビリスタッフなど様々な職種

岩手県宮古市保久田８番３
７

特定医療法人　弘慈
会　宮古第一病院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

准看護師／正社員 ・採血検査や各種注射の準備と実施
・高齢者の歩行介助や車椅子介助
＊医療療護病棟、回復期リハビリテーション病棟が
あります。
＊リハビリ病棟：リハビリスタッフなど様々な職種

岩手県宮古市保久田８番３
７

特定医療法人　弘慈
会　宮古第一病院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市


