
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
普通自動車第二種免許 (1)9時00分～18時00分

2人 あれば尚可 172,000円～215,000円

正社員 不問 03030-  671221
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
大型自動車第二種免許

1人 あれば尚可 172,000円～220,000円

正社員 不問 バス運転経験あれば尚可 03030-  672521
変形（1ヶ月単位）

1人 172,000円～206,400円

正社員以外 不問 04010-10509521
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 玉掛技能者 172,000円～206,400円
床上操作式クレーン

あれば尚可
正社員以外 不問 02020- 2489121

普通自動車免許一種
交通誘導警備業務検定２級 (1)8時00分～17時00分

3人 あれば尚可 154,000円～220,000円

正社員 18歳～64歳 交通誘導経験あれば尚可 03010- 3570621

(1)8時00分～17時00分
10人 180,000円～300,000円 (2)7時00分～16時00分

スーパー関係での業務経験

正社員 59歳以下 あれば尚可 03010- 3636921

(1)8時00分～17時00分
10人 180,000円～300,000円 (2)7時00分～16時00分

スーパー関係での業務経験

正社員 59歳以下 あれば尚可 03010- 3637121

(1)8時00分～17時00分
10人 180,000円～300,000円 (2)7時00分～16時00分

スーパー関係での業務経験

正社員 59歳以下 あれば尚可 03010- 3638021

(1)7時00分～16時00分
10人 180,000円～300,000円 (2)8時00分～17時00分

正社員 59歳以下 03010- 3639721
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 158,200円～203,400円

正社員 18歳以上 03030-  649421
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 180,000円～250,000円

正社員 不問 自動車整備経験 03030-  657421
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

2人 143,000円～160,000円

正社員 59歳以下 03030-  658321
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-  661721
変形（1年単位）
(1)8時10分～17時10分

2人 141,212円～141,212円

正社員 64歳以下 縫製工の経験あれば尚可 03030-  662821
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 206,000円～219,500円

正社員 64歳以下 35020- 1830021
登録販売者（一般医薬品） 交替制あり

1人 185,000円～270,000円

正社員 18歳～59歳 01240- 2767521
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 233,000円～299,600円

正社員 59歳以下 型枠大工経験がある方 03011-  180921
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 186,400円～233,000円

正社員 39歳以下 03011-  181121
1

型枠大工（職人見習い） ビル・マンション等の集合住宅の型枠工事　入社後
は現場の準備・片付け、資材運搬など型枠大工職人
の全体的なサポートをしながら、型枠加工・取り付
け作業等のノウハウを覚えていただきます。※当面
の現場は、県内沿岸での作業となります。　

岩手県岩手郡葛巻町葛巻第
２８地割６３番地２３

株式会社　集和建工

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

＊工事に必要な免許資格
は働きながら取得できま

す。

型枠大工（職人）【急
募】

ビル・マンション等の集合住宅の型枠工事　型枠を
作製し、現場に搬入・設置し工事を行います。※当
面の現場は、県内沿岸での作業となります。その
他、会社が指定する現場での作業。※仕事の能率を
見て適宜昇給あります。※急募

岩手県岩手郡葛巻町葛巻第
２８地割６３番地２３

株式会社　集和建工

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

登録販売者　ツルハドラッ
グ宮古中央店（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

登録販売者としての管理者要
件を満たしている方

直近５年以内に２年以上の実
務経験（月８０時間以上の勤

務実績）

生花作成・配送スタッフ
（フラワー愛　宮古）

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
お花が好きな方、お花を通してお客様の心に残る
サービスを提供したい方大歓迎☆検定等もあり、お
花について学ぶ機会は豊富に準備しております☆

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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

フラワーの経験がある方
※経験がない方は、
パートナー採用の
可能性があります。

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

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

一般事務 電話応対や書類作成、ＰＣ入力、伝票整理。運行管
理の補助事務作業全般となります。

岩手県下閉伊郡田野畑村和
野１５番地２４

県北運輸有限会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

ＰＣ基本操作（ワード・エク
セル）、運行管理の
実務経験あれば尚可

自動車整備工員 車検チェーン全国５００店舗以上の「車検のコバッ
ク」でのお仕事になります。
・車検、法定点検、一般整備、オイル交換、タイヤ
交換　・洗車、納車、その他付随する業務

岩手県下閉伊郡田野畑村和
野１５－２４

有限会社　佐々木自
動車整備工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

警備員 復興工関連工事の公共建設土木工事等の工事車両の
交通誘導警備に従事していただきます。＊現場の状
況によりますが、１～２名人員体制現となります。
＊移動手段は、会社に集合し社用車で移動、又は直
行直帰もあります。

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第１６地割３－３１

株式会社　宇野ビル
ド

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

グロサリー部門担当（岩手
県内）

＊マルイチの店舗においてグロサリー部門を担当
＊・日配品・加工食品の品出し　・商品への値段貼
りと売り場への陳列・管理　・グロサリー部門のシ
フト作成・労務管理・業務指導　※即戦力を希望と
しております（未経験者不可）

岩手県盛岡市城西町１３－
１

株式会社　マルイチ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

惣菜部門担当（岩手県内） ＊マルイチの店舗において惣菜部門を担当＊・惣菜
商品の簡単な調理（揚げ物、あえ物等）・パック詰
め後、値段貼りと売り場への陳列　・惣菜担当者の
シフト作成、労務管理、業務指導等　※惣菜作りが
出来る即戦力を希望しております（未経験者不可）

岩手県盛岡市城西町１３－
１

株式会社　マルイチ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

スーパー関係で３年以上の業
務経験

精肉部門担当（岩手県内） ＊マルイチの店舗において精肉部門を担当＊・鶏
肉・豚肉等の加工　・商品のパック・袋詰　・精肉
担当者のシフト作成・労務管理・業務指導　※即戦
力を希望としております（未経験者不可）

岩手県盛岡市城西町１３－
１

株式会社　マルイチ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

青果部門担当（岩手県内） ＊マルイチの店舗において青果部門を担当＊・野
菜・果物の袋詰め　・商品への値段貼りと売り場へ
の陳列・管理　・青果担当者のシフト作成・労務管
理・業務指導　※即戦力を希望としております（未
経験者不可）

岩手県盛岡市城西町１３－
１

株式会社　マルイチ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

ガソリンスタンド販売ス
タッフ

・車の誘導、給油、窓拭き、清掃、洗車、軽作業な
どのガソリンスタンド業務全般をお願いします。・
オープニング当初から改良を積み重ねてきた「わか
りやすいマニュアル」で研修をします。

宮城県名取市本郷字大門１
６１

株式会社　東日本宇
佐美　東北支店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は6時00分～22時00分

の間の8時間程度
岩手県宮古市

交通誘導・イベント警備業
務（宮古営業所）

・一般道路での車両の誘導業務です。・時々、イベ
ントで駐車場の整理等もあります。・主な現場は宮
古市近郊です。・現場へは会社から社用車でまと
まって行きます。（自身の車を使用した場合ガソリ
ンが支給になります）

岩手県盛岡市上堂３丁目１
９－４

桜心警備保障　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

商品管理【宮古市】 商品管理として下記の業務を担当していただきま
す・商品（合板や鉄筋等の建設資材）の入出荷業
務・物流倉庫内の商品管理および整理整頓・フォー
クリフトやクレーンを使用しての仕分けや荷揃え
（資格のない方は入社後資格取得していただきます

青森県八戸市大字廿三日町
２番地

株式会社吉田産業

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

バス運転手 田野畑村総合バス運転業務　・田野畑村内を１０
コース程度の運行を行います。・シフトにより運行
コースを決定いたします。・その他洗車や車内清
掃、運行前後の点検や整備など


岩手県下閉伊郡田野畑村奥
地３３番地

田野畑交通　有限会
社

雇用期間の定めなし
又は5時30分～20時00分
の間の8時間程度

岩手県下閉伊郡田野畑村

霊柩車運転搬送 ＊寝台車運転業務　・病院、施設等から自宅や葬儀
場安置所ご遺体を移動搬送　＊霊柩車運転業　・安
置所から火葬場までの搬送　遺体の尊厳を重視し、
社会的ルールを順守する方希望　喪服は会社貸与


岩手県下閉伊郡田野畑村奥
地３３番地

田野畑交通　有限会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

事業所名
求人番号

（2月10日時点の内容です）

２月７日　から　　２月１０日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は２月２４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２月１７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



大型自動車免許 変形（1年単位）
玉掛技能者 (1)8時00分～17時00分

1人 車両系建設機械運転技能 207,000円～241,500円

正社員 59歳以下 大型自動車運転経験 03030-  634121
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
砂利採取業務主任者 (1)8時00分～17時00分

1人 車両系建設機械運転技能 230,000円～280,000円
採石業務管理者,あれば尚

正社員 59歳以下 03030-  635021
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)7時00分～16時00分
1人 142,307円～204,140円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時30分～19時30分

正社員以外 不問 03030-  637821
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時00分
1人 141,751円～141,751円

正社員 40歳以下 03030-  640321
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時00分
2人 141,751円～141,751円

正社員 45歳以下 03030-  641621
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 不問 調理、ホール経験 03030-  642921
普通自動車免許ＡＴ

(1)21時00分～4時00分
1人 110,400円～156,000円

正社員 18歳以上 運転経験１年以上 03030-  644021
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時15分
3人 144,000円～144,000円

正社員以外 不問 03030-  645721
普通自動車免許一種
普通自動車第二種免許 (1)21時00分～4時00分

1人 115,200円～156,000円

正社員 18歳以上 03030-  646821
変形（1年単位）
(1)6時30分～15時25分

1人 142,200円～227,500円 (2)13時30分～22時25分

正社員 59歳以下 03030-  648521
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
3人 180,000円～300,000円

正社員 59歳以下 03030-  611821
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 180,000円～300,000円

正社員 59歳以下 03030-  612221
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 180,000円～300,000円

正社員 59歳以下 03030-  613521
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

中型自動車免許,フォークリフト (1)8時00分～17時00分
2人 小型移動式クレーン 195,500円～345,000円

正社員 64歳以下 資材管理、資材運搬 03030-  614421
大型自動車免許 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～17時00分
3人 184,000円～276,000円

正社員 64歳以下 大型ダンプ運転経験者 03030-  615321
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
大型特殊自動車免許 (1)8時00分～17時00分

1人 移動式クレーン運転士 184,000円～345,000円
玉掛技能者あれば尚可

正社員 64歳以下 03030-  616621
１,２級土木施工管理技士 変形（1ヶ月単位）
２級建築施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

1人 いずれか 253,000円～460,000円

正社員 64歳以下 03030-  617921
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

車両系建設機械運転技能 (1)8時00分～17時00分
1人 大型特殊自動車免許 195,500円～345,000円

玉掛技能者

正社員 64歳以下 03030-  618121
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
2人 195,500円～345,000円

正社員 64歳以下 03030-  619021
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
1人 195,500円～345,000円

正社員 64歳以下 03030-  620221

2

営業兼ＣＡＤオペレーター 業務内容　・図面作成のためのＣＡＤ作業業務　・
現在、一般住宅や橋桁、防潮堤など様々な工事を
行っており、その工事に係る業務　・現場打合せし
たものを作図　・施工方法の提案　＊ＣＡＤオペ
レーター経験ある方優遇

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

雇用期間の定めなし
パソコン操作（ワード・
エクセル）の出来る方

岩手県下閉伊郡山田町

足場作業員／正社員 建設現場での足場組立・足場解体作業等の業務（学
校、商業施設、一般住宅、ビル、マンション、橋梁
等）・実務経験を積んだのち、本人の適性を見て、
営業業務、現場管理職や若手指導員等に就いていた
だきます。＊現場未経験でも応募可能

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

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／正社員 建設現場において　・車両系機械操作　・大型ダン
プへの積み込み等の業務を行っていただきます。＊
現場により直行直帰の場合があります＊経験がない
方は土木作業から覚えていただきます＊重機オペ
レーター経験ある方優遇

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

雇用期間の定めなし
重機オペレーター経験

あれば尚可
岩手県下閉伊郡山田町

土木施工管理技士 業務内容　・現場の施工管理、工程管理、安全管
理、発注担当者との打ち合わせ等を行います。・パ
ソコンによる書類作成やメール等も行います。・状
況により土木作業に従事する場合があります。＊県
外出張あり＊施工管理経験者優遇

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

雇用期間の定めなし
パソコン操作（ワード・
エクセル）の出来る方

岩手県下閉伊郡山田町

クレーンオペレーター／正
社員

業務内容　・クレーン機械操作　・一般新築住宅材
料吊　・防潮堤建設現場等の積み込み等　＊現場に
より直行直帰の場合もあります　＊クレーンオペ
レーター経験ある方優遇　＊県外出張あり　玉掛け
資格あれば尚可

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

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

大型ダンプ運転手／正社員 建設現場における残土、砕石、産業廃棄物等を大型
ダンプ１０ｔ車で運転運搬に従事します。・運搬に
伴う積込みや軽作業　・主な現場は山田町、県内外
・運搬の作業がない日には現場作業に従事する場合
もあります。

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

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

建設資材管理・機械整備・
資材運搬業務／正社員

業務内容　・建設機械の整備　・建設資材の在庫管
理　・作業現場までの資材の運搬業務　＊資材管
理、資材運搬の経験必須
皆様のご応募をお待ちしております。

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

雇用期間の定めなし 溶接技能者、玉掛作業者
あれば尚可

岩手県下閉伊郡山田町

生産管理・購買 ・コネクターの生産管理業務
・協力会社との調整・管理
・材料選定・開拓・調整・指導・折衝
・ＩＳＯ、ＩＡＴＦなどの対応

岩手県宮古市赤前第２地割
２１番地２

東北ヒロセ電機　株
式会社パソコン（ワード・エクセ

ル・メールソフト）の
基本操作ができる方、
生産管理・購買経験

３年以上

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

品質管理 ・コネクターの品質管理・品質保証業務全般
・新製品開発の品質管理
・協力会社への品質管理展開
・ＩＳＯ、ＩＡＴＦなどの対応

岩手県宮古市赤前第２地割
２１番地２

東北ヒロセ電機　株
式会社

パソコン（ワード・エクセ
ル・メールソフト）の
基本操作ができる方、
品質管理経験３年以上

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

設備・金型設計、製作 ・設備（自動組立機・治工具）の設計・製作
・金型の設計・製作・組立
・制御プログラム作成
・製造工程設計、協力会社への展開

岩手県宮古市赤前第２地割
２１番地２

東北ヒロセ電機　株
式会社パソコン（ワード・エクセ

ル・メールソフト）の
基本操作ができる方、

機械装置設計、
金型設計経験３年以上

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

フロントスタッフ／正社員 ホテルフロントにおいて利用されるお客様への対
応、チェックイン・チェックアウト時の受付、清
算、館内のご案内、電話対応が主な仕事となりま
す。宿泊管理等で専用ソフトにてパソコン入力あり
ます。＊接客経験のある方尚可です。

岩手県宮古市日立浜町３２
－４

株式会社　浄土ヶ浜
パークホテル

パソコンの基本操作
（ワード・エクセル）
フロント業務経験

あれば尚可

雇用期間の定めなし
又は6時30分～22時55分
の間の7時間程度

岩手県宮古市

代行運転手 宮古市内・近郊を中心とした運転代行業務全般。・
ご依頼地にあわせて、お客様の車両及び随伴車両の
運転　・接客、乗務記録簿への記載、精算会計　・
車両管理全般等を行っていただきます。

岩手県宮古市実田１－１－
１

運転代行　人力舎

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

運転手（随伴車） 宮古市内・近郊を中心とした運転代行業務全般　・
お客様のご依頼地にあわせての随伴車両運転　・接
客、乗務記録簿への記載、精算会計　・車両管理等
（給油、洗車、タイヤ交換）を行います。＊経験が
なくてもやる気のある方を希望します。

岩手県宮古市実田１－１－
１

運転代行　人力舎

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理補助・ホール／ＳＹＵ
ＷＡ　ＳＹＵＷＡ／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

在庫管理及び配達員 菓子の在庫管理を行います。・在庫数の確認と記録
・和菓子の個包、箱詰め、包装、店内の清掃業務
・注文による町内配達や状況により盛岡店までの配
達をお願いする場合あり。配達は社用車（ライトバ
ン）を運転します。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字下宿３７

有限会社　中松屋

雇用期間の定めなし
エクセル・ワード

（商品名・数量等の入力）
岩手県下閉伊郡岩泉町

菓子販売員 菓子包装および店内の販売業務　・和菓子の個包、
箱詰め、包装　・店頭における接客応対、販売、会
計　・注文による町内配達　・店内清掃　＊配達の
際には、社用車（ライトバン）を運転します

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字下宿３７

有限会社　中松屋

雇用期間の定めなし
エクセル・ワード

（商品名・数量等の入力）
岩手県下閉伊郡岩泉町

介護職員／日勤 グループホーム入所者の介護業務全般を行いま
す。・入所者９名の身の回りの世話、食事、入浴、
排泄、リハビリ等の介助や見守りなど　・食事の準
備や後片付け、洗濯、清掃、その他雑務など

岩手県宮古市中里団地４－
１１

グループホーム愛宕
の丘（有限会社　川
崎タクシー）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

砂利・砂プラント管理者 砂利・砂生産に関する管理業務　・生産計画の作成
・生産の指示　・人員管理　・品質管理　・備品の
管理　・原料、製品の出入庫に関する管理　・機械
設備の管理　・保守点検に関する支援

岩手県宮古市上鼻２丁目６
番７５号

株式会社　伊藤礦業
所

雇用期間の定めなし
PC操作(Word,Excel),生産管理業
務の経験(砂利採取業以外も可) 岩手県宮古市

大型自動車運転手 ６ｔ～１２ｔトラックを使用し以下の業務を行って
いただきます。・主にリース会社の重機や機材の運
搬作業その他付随する業務　・業務は宮古・下閉伊
地区が中心　・大型ダンプにも乗っていただきます

岩手県宮古市上鼻２丁目６
番７５号

株式会社　伊藤礦業
所

雇用期間の定めなし 小型移動式クレーン
（５ｔ未満）

岩手県宮古市



変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

2人 155,000円～220,000円 (2)19時00分～4時00分

正社員 18歳～64歳 03030-  621521
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 146,000円～175,000円

正社員 59歳以下 03030-  622421
中型自動車免許 変形（1年単位）
フォークリフト (1)8時00分～17時00分

1人 あれば尚可 155,000円～230,000円

正社員 59歳以下 03030-  623321

(1)8時30分～17時00分
3人 138,240円～151,200円

正社員以外 不問 03030-  628721

(1)8時30分～17時00分
5人 138,240円～151,200円

正社員以外 不問 03030-  629821

(1)8時30分～17時00分
3人 138,240円～151,200円

正社員以外 不問 03030-  630421
看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時15分～17時00分
1人 194,100円～260,300円

正社員 59歳以下 03030-  631321
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

5人 172,800円～216,000円

正社員 18歳～64歳 03100-  405621

(1)7時40分～17時00分
1人 140,884円～140,884円

正社員以外 不問 03100-  419221

(1)8時30分～17時15分
1人 150,000円～170,000円

正社員以外 不問 設備管理業務経験者優遇 03010- 3351521
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)9時00分～17時50分
1人 160,000円～266,500円

正社員 59歳以下 03010- 3364121
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)9時00分～17時50分
1人 150,000円～159,000円

営業職としての経験

正社員 59歳以下 あれば尚可 03010- 3372921
調理師 交替制あり

(1)5時30分～14時30分
3人 168,800円～202,560円 (2)11時00分～20時00分

正社員以外 不問 13080-12103821

3

調理師【ふれあい荘】 ◎特別養護老人ホームでの入居者の食事提供業務
調理、仕込み、盛り付け、配膳等食事提供業務全般
＊慣れない仕事も多いかもしれませんが、未経験か
らスタートしているスタッフも多いのでご安心くだ
さい。解らないことは先輩スタッフが指導します。

東京都新宿区西新宿３－２
０－２　東京オペラシティ
タワー１７階

株式会社　グリ－ン
ヘルスケアサ－ビス

調理経験
（病院、介護施設、
大量調理経験者）
は優遇します。

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

営業補助（宮古店） 日産自動車販売会社（カーディーラー）の店舗に
て、新車及び中古車の営業職補助のお仕事です。営
業の補助業務からスタートして、最終的には営業職
（カーライフアドバイザー）にステップアップする
ことを目指していただくための職種です。

岩手県盛岡市三本柳５地割
２９ー２５

日産チェリー岩手販
売　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業（カーライフアドバイ
ザー：宮古店）

日産自動車販売会社（正規カーディーラー）の店舗
にて、新車及び中古車の販売業務とアフターフォ
ローの業務を担当していただきます。具体的には・
既にお付き合いのあるお客さま、来店されたお客さ
まへの対応（クルマ選びや商品説明など）

岩手県盛岡市三本柳５地割
２９ー２５

日産チェリー岩手販
売　株式会社

雇用期間の定めなし
営業職としての経験

あれば尚可
岩手県宮古市

設備管理業務（イーストピ
アみやこ）

請負先のイーストピアみやこに於いて設備管理業務
を行っていただきます。・建物内の設備全般の点
検、保守管理業務（給水・排水・空調・消防等）・
不具合箇所の小修理　・メーター検針　・その他、
付随する業務

危険物取扱者乙種４類
あれば尚可

岩手県盛岡市南大通２丁目
８－１

株式会社　寿広

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

清掃員（済生会　岩泉病
院）

◆済生会　岩泉病院内外の日常清掃作業を行ってい
ただきます。・病院内（外来・ホール・病棟）の
床、窓ガラスの拭き清掃（ごみ回収を含む）・院内
（外来・病棟）トイレ、お風呂場清掃　・病院外
周、駐車場のごみ拾いや清掃（環境整備）

岩手県久慈市長内町第９地
割２０

株式会社　久慈中央
商事

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

警備員（宮古営業所） ＊各種現場（道路工事、建築工事、下水道工事、イ
ベント、駐車場内等）において、人や車両に対して
の誘導や交通整備を行い安全を確保する仕事となり
ます。その他、巡回、ＪＲ列車見張等もあります＊
就業場所は宮古市周辺・大槌町～岩泉町となります

岩手県久慈市栄町第３７地
割７８－２

株式会社　平成ＧＵ
ＡＲＤ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

看護師／日勤（外来業務
兼　訪問看護業務）

当病院において下記の業務を担当していただきま
す。
・外来診療の介助　・患者様に対する生活指導　・
在宅での療養と生活のサポート　・社会復帰支援等

岩手県宮古市板屋１丁目６
番地３６

医療法人財団　正清
会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

水稲育苗センター作業員／
花輪

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

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

運転手兼水産加工員 運搬業務、水産加工に従事します。・４ｔ車を使用
し、市場から工場へ原料魚を運搬作業　・工場内で
水産加工（時期に水揚げとなった魚の下処理）・箱
詰め作業　他１名おります。フォークリフト資格者
優遇

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

事務員 法人の経理全般の業務になります。（各園１名体
制）・物品購入　・仕分け作業　・ＰＣ入力　・従
業員への給与、福利厚生などに関する業務　その
他、職員の困りごと等のお手伝い（庶務）～未経験
者歓迎いたします！～

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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

機械加工オペレーター 機械加工オペレーターに従事していただきます・Ｎ
Ｃ旋盤、又はマシニングセンターで材料（金属）を
図面通りに加工する仕事＊旋盤又はマシニングセン
ターのオペレーター経験者であれば尚可＊未経験者
の方は丁寧に指導しますので安心してご応募下さい

岩手県宮古市津軽石第１６
地割９番地１／（株）中村
電子　内

株式会社　コアクラ
フト

雇用期間の定めなし 機械加工オペレーターの
経験あれば尚可
※特記事項欄参照 岩手県宮古市
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