
準中型自動車免許 変形（1ヶ月単位）
中型自動車免許 (1)8時00分～17時00分

1人 大型自動車免許 151,032円～151,032円
あれば尚可

正社員以外 不問 03010- 6741621
５トン限定準中型自動車免許 変形（1年単位）

(1)7時50分～16時50分
1人 138,070円～141,850円

正社員 35歳以下 03030- 1042021
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

看護師 (1)8時30分～17時15分
2人 156,600円～258,800円 (2)16時30分～1時15分

(3)0時30分～9時15分

正社員以外 18歳以上 03030- 1045221
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時15分

2人 143,060円～210,320円 (2)6時30分～15時15分
(3)12時15分～21時00分

正社員以外 不問 03030- 1046521
変形（1年単位）
(1)9時00分～18時00分

1人 150,000円～165,000円 (2)11時00分～20時00分

正社員 64歳以下 03030- 1047421
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
1人 141,500円～164,000円

正社員 59歳以下 自動車整備あれば尚可 03030- 1048321
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
1人 148,000円～148,000円

正社員以外 不問 03030- 1052821
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 131,874円～142,314円

正社員以外 59歳以下 03030- 1053221
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
3人 小型移動式クレーン 184,800円～207,900円

玉掛け・型枠支保工作業
主任者

大型自動車免許,あれば尚可
正社員 64歳以下 土木作業経験者 03030- 1054521

看護師 変形（1ヶ月単位）
准看護師 (1)8時00分～17時00分

1人 いずれか 161,600円～270,100円 (2)8時30分～17時30分
普通自動車免許一種

正社員以外 不問 03030- 1056321
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)7時00分～15時45分

2人 介護福祉士 140,640円～194,720円 (2)9時00分～17時45分
いずれか (3)10時00分～18時45分

正社員以外 不問 03030- 1058921
１,２級土木施工管理技士

技術士（建設部門） (1)8時30分～17時30分
3人 ＲＣＣＭ、いずれか 300,000円～400,000円

普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 04010-17239921
１,２級土木施工管理技士

技術士（建設部門） (1)8時30分～17時30分
3人 ＲＣＣＭ、いずれか 400,000円～550,000円

普通自動車免許一種

正社員以外 不問 04010-17270321
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 216,667円～281,667円 (2)8時00分～17時30分

正社員 59歳以下 大工経験者 03030- 1036821
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
5人 150,150円～207,900円

正社員 18歳～45歳 03030- 1039421
調理師 変形（1年単位）

(1)5時00分～14時00分
1人 145,000円～250,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

正社員 59歳以下 03030- 1040921
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 143,000円～173,334円 (2)8時00分～17時30分

正社員 30歳以下 03030- 1041121
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
１級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

1人 255,000円～300,000円

正社員 64歳以下 03030- 1029521
1

土木施工管理技士 土木工事現場においての、工事の監督・指導全般
・主に公共工事を請負っており、施工計画の立案、
工事監理、打ち合わせなど　・使用する資材、機械
の手配や管理　・図面や計画書、報告書などの作成
にはパソコンを使用・現場への移動は社用車を使用

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字村木７４

横屋建設　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

基本操作
（ワード・エクセル・

ＣＡＤ等）

大工見習い 一般住宅の建築および内装、外装などの大工仕事に
関する業務となります。・資材の準備や現場の片付
けから始めていただきます。・現場は宮古～山田が
ほとんどです。

岩手県宮古市松山第７地割
１３番地４

株式会社　鈴喜建設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理業務 宿泊客、日帰り客に提供する料理の調理業務。・和
食を中心とした旬の新鮮な魚介類を調理　・仕込
み、調理、盛付け、清掃作業　・朝食はバイキング
（和食）の調理　・食材の注文　＊調理、盛付等調
理補助合わせて１０名が交替で勤務しています

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

交通誘導警備員（正社員） 宮古・下閉伊地域の交通誘導警備に従事していただ
きます。・主な現場は建設現場、工事現場　・現場
へは直行直帰または乗合　・社用車の貸与も可能
＊自家用車使用の方はガソリン支給となります。


岩手県宮古市金浜第４地割
６３番地１

有限会社　ニコニコ
警備保障

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

大工 一般住宅の建築および内装、外装などの大工仕事に
従事していただきます。・現場は宮古がほとんどで
す。・使用する車両は２ｔダンプになります。＊大
工経験のある方を求めております。大工経験年数１
～２年程度の方も応募可能です。

岩手県宮古市松山第７地割
１３番地４

株式会社　鈴喜建設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木技術者（建設コンサル
タント）

発注者支援業務（官公庁・ＮＥＸＣＯ発注）監督支
援・資料作成・積算・点検業務　・工事の施工管理
全般（施工・品質・出来高・工程・安全）、書類の
照合、検査臨場、協議・設計変更及び技術資料作成
・積算及び積算根拠資料の作成

宮城県仙台市青葉区一番町
１丁目１番３１号　山口ビ
ル８階

株式会社　ファイン
テクノ　仙台支店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

土木技術者（建設コンサル
タント）

発注者支援業務（官公庁・ＮＥＸＣＯ発注）監督支
援・資料作成・積算・点検業務　・工事の施工管理
全般（施工・品質・出来高・工程・安全）、書類の
照合、検査臨場、協議・設計変更及び技術資料作成
・積算及び積算根拠資料の作成

宮城県仙台市青葉区一番町
１丁目１番３１号　山口ビ
ル８階

株式会社　ファイン
テクノ　仙台支店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他
エクセル・ワード、ＣＡＤ（ＡＵＴＯ又
はＶ－ｎａｓＣＡＤ）修正レベル以上

エクセル・ワード、ＣＡＤ（ＡＵＴＯ又
はＶ－ｎａｓＣＡＤ）修正レベル以上

介護職 施設入所者の生活介護業務を行います。・入所者の
日常生活の車椅子、歩行、食事介助や水分補給、口
腔清拭、手洗い、排泄介助、オムツ交換、入浴、更
衣介助、寝具交換、臥床介助、ふれあいケアなど
・パソコンを使用した業務報告

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字中家４０番地


社会福祉法人　恩賜
財団済生会支部岩手
県済生会
特別養護老人ホーム
百楽苑

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

看護師 当施設における利用者への看護業務全般を行いま
す。・利用者の健康管理・服薬管理・バイタル
チェック・通院介助等　また、それに伴う記録等も
行います。＊現在、看護師４名で勤務しています。
※待遇面は特記事項を参照下さい。

岩手県宮古市崎山第５地割
９４

社会福祉法人　若竹
会　わかたけ学園

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

パソコン入力ができること
（初級程度）

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　＊現場は宮古市内、下閉伊地
区となります。

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

しいたけ菌床及び製造 しいたけ菌床の製造、栽培、出荷業務担当となりま
す。・菌床製造　・種菌接種　・培養　・カット管
理　・発生収穫　・パック詰め　・出荷作業等　正
社員登用制度あり　パート勤務から慣らしながら仕
事ができます

岩手県下閉伊郡田野畑村松
前沢５４番地８

株式会社　サンマッ
シュ田野畑

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

一般事務 当社において下記の業務を行っていただきます。
・電話応対、来客応対　・パソコン操作（ワード、
エクセル）（伝票発行、写真出力など）・書類の整
理、管理　・その他、付随する業務

岩手県宮古市長町１丁目９
－１７

リアス環境管理　株
式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

自動車整備 ・車検・点検に伴う整備及び修理
・故障車の診断・修理
・車両の引き取り納車
・その他上記に付随する作業

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字三本松４１－５

有限会社　岩泉モー
タース

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

ＰＣ操作
（ワード・エクセル）

一般事務経験

販売員（河南店） お菓子、ケーキ、パン等の販売　・来店したお客様
応対、レジ、品出し　・箱詰め、ラッピング　・店
内の清掃　＊長期間勤務できる方を希望します。＊
接客未経験の方も、お気軽にご相談ください。

岩手県宮古市実田一丁目５
－１７

株式会社　日進堂
（ドーネル）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護補助員 ・患者様の日常生活に関わる業務をして頂きます。
診察介助、器具洗浄、殺菌作業、移動補助、入浴補
助、食事補助等　・医療環境の整備、整頓、物品に
関する業務　・その他、搬送業務、メッセンジャー
業務

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字中家１９－１

社会福祉法人　恩賜
財団　岩手県済生会
岩泉病院

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

看護師 当院において看護業務に従事していただきます。・
入院病棟での看護業務や、診療の補助及び療養上の
介助など　＊夜勤の出来る方希望、夜勤専従も可
能。＊就業時間は相談に応じます。経験の浅い方で
も応募可。業務内容相談に応じます。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字中家１９－１

社会福祉法人　恩賜
財団　岩手県済生会
岩泉病院

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

セールスドライバー／正社
員

当社において下記の業務を行っていただきます。
・宅急便の集荷および配達
・宮古市内を２ｔ車で運転しての集配業務
・その他付随する業務

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字三本松５４－１０

ヤマト運輸株式会社
岩手岩泉営業所

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

Ｈ２９．３．１以降
免許取得の方

事業所名
求人番号

トラック運転手（宮古市） 【トラックでの冷凍品・冷蔵品の配送業務】荷物の
積み込み・積み下し　卸問屋さん・施設などへの配
送　※個人宅などへの配送はありません。※エリア
は岩手沿岸地域、所持免許により２ｔ～１０ｔ車を
使用。

岩手県紫波郡矢巾町流通セ
ンター南３丁目４－３

株式会社　日配運輸

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は0時00分～23時59分

の間の8時間程度
岩手県宮古市

（3月11日時点の内容です）

３月７日　から　　３月１１日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は３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３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



変形（1年単位）

1人 170,000円～172,000円

正社員以外 不問 03030- 1031621
中型自動車免許 変形（1年単位）

８トン限定中型自動車免許 (1)8時00分～17時00分
1人 いずれか 143,367円～160,234円

普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 03030- 1032921
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

看護師 (1)8時15分～17時15分
1人 144,100円～235,300円 (2)10時15分～19時15分

正社員 64歳以下 03030- 1033121
調理師 交替制あり

(1)5時45分～14時45分
1人 142,000円～148,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)9時15分～18時15分

正社員以外 不問 03030- 1034021
２級土木施工管理技士 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
1人 196,970円～214,505円 (2)16時30分～1時30分

(3)0時30分～9時30分

正社員以外 18歳以上 04010-16163421
変形（1年単位）
(1)9時30分～18時00分

1人 156,750円～165,000円

レジ業務、出納業務

正社員以外 不問 あれば尚可 03010- 6411621

(1)8時30分～17時15分
1人 178,250円～178,250円

有期雇用派遣労働者 不問 03010- 6423721

(1)8時40分～17時20分
1人 164,138円～164,138円

有期雇用派遣労働者 不問 03010- 6424821
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

3人 161,250円～182,750円

正社員以外 18歳～59歳 03030- 1021321
普通自動車免許一種
普通自動車第二種免許 (1)8時00分～17時00分

1人 あれば尚可 145,000円～145,000円

正社員 64歳以下 03030- 1022621
普通自動車免許一種
普通自動車第二種免許 (1)17時00分～2時00分

1人 あれば尚可 163,000円～163,000円

正社員 18歳～64歳 03030- 1023921
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

3人 142,600円～142,600円

正社員 59歳以下 03030- 1025021
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

1人 142,861円～151,800円

正社員以外 不問 03030- 1026721

(1)6時00分～15時00分
1人 313,200円～313,200円

正社員以外 不問 03030- 1027821
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
3人 162,000円～194,400円

正社員以外 64歳以下 03100-  726321
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
3人 172,500円～207,000円

正社員 45歳以下 03100-  727621
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
1人 165,000円～175,000円

正社員 35歳以下 04010-15790621
普通自動車免許一種

(1)10時00分～18時00分
1人 170,000円～170,000円 (2)9時00分～17時00分

正社員以外 不問 04010-15808721
薬剤師

(1)9時00分～18時00分
2人 300,000円～666,000円

簡単なＰＣ入力

正社員 59歳以下 薬局実務経験あれば尚可 03030- 1003521
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時15分
1人 155,950円～169,150円

正社員以外 不問 03030- 1004421

2

水産加工員及び運転手 以下の業務を行っていただきます。・鮭、サンマ、
鯖、イカなどの機械捌きや手捌き作業・乾燥、冷凍
作業＊鮮魚加工した箱（重さ１０ｋｇ～１５ｋｇ）
の運搬作業もあります＊慣れたら運転業務を魚市場
から工場、田老から工場までやっていただきます。

岩手県宮古市築地２丁目７
－１８

有限会社　小が理商
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員／契約社員 紳士服、レディース、カジュアル販売接客　・レジ
カウンター業務　・商品仕入れ商品整理　・店内清
掃　スーツをあまり着たことがなくても、安心して
働けます。私たちと一緒にお客様のスーツ選びのお
手伝いをしませんか？

岩手県宮古市宮町４丁目１
番１７号

株式会社　コナカ
宮古店（紳士服のコ
ナカ宮古店）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 又は9時45分～20時10分

の間の8時間程度
岩手県宮古市

調理員（清寿荘） 養護老人ホーム清寿荘において、施設入所者（定員
５０名）デイサービス（定員３０名）利用者の食事
調理業務を担当。・朝食・夕食各５０食の調理は１
～２名体制　・昼食８０食の調理は４名体制　※早
出、遅番業務可能な方を希望いたします。

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

看護師／正社員（清寿荘） 下記の業務を行っていただきます。
・施設入居者（定員５０名）の健康維持等（バイタ
ルチェック）や服薬管理、通院介助の業務

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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務（磯鶏店） 磯鶏店において、下記の業務を行っていただきま
す。・店舗の受付、接客、呈茶　・電話応対、顧客
対応　・レジ業務　・庶務　・その他、上記に付随
する業務　＊土・日勤務できる方を希望します。

岩手県盛岡市東仙北２丁目
１４－２０

ネッツトヨタ盛岡
株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

道路情報連絡業務 〇道路情報連絡業務日誌の日々の記録　〇業務処理
の日々の記録　・道路情報の収集、処理と情報提供
装置操作及び記録　・対象施設（気象情報等・ＣＣ
ＴＶ設備・自専道遮断機）の監視、操作及び記録
・状態監視に伴う点検、復旧操作及び消耗品補給

宮城県仙台市青葉区八幡１
丁目４－１６

みちのくコンサルタ
ント　株式会社土木学会二級土木技術者

以上もしくはＲＣＣＭ取
得あれば尚可日雇（日々雇用または１ヶ

月未満） 文書作成及び写真の
添付等できる方

岩手県宮古市

一般事務（宮古市） ★宮古市内人気の一般事務のお仕事です★【業務内
容】・検針データの確認、エラー内容のチェック
・資料作成、書類のコピー、出力、整理、保管　・
データ登録（専用システム）・来客対応、電話対応
・社員サポート、庶務業務など

岩手県盛岡市盛岡駅西通２
－９－１　マリオス１３階

株式会社　パソナ
パソナ・盛岡

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） Ｗｏｒｄ，Ｅｘｃｅｌ

基本操作
岩手県宮古市

一般事務（宮古市） 宮古市中心部【一般事務のお仕事です♪】・作業日
報の集計やＷｏｒｄでの書類作成　・報告書類の作
成　・ファイリング、印刷・製本作業　・専用シス
テムへのデータ登録作業　・電話応対や来客対応、
お茶出し、郵便物対応など

岩手県盛岡市盛岡駅西通２
－９－１　マリオス１３階

株式会社　パソナ
パソナ・盛岡

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） Ｗｏｒｄ，Ｅｘｃｅｌ

基本操作
岩手県宮古市

タクシー運転手（昼勤） 昼勤でのタクシー運転手業務で、通常のタクシーの
みでなく介護業務が必要な介護タクシーの２つの職
種があります。ノルマは一切ありません。＊全車
カーナビ付…地理に自信のない方も安心勤務○タク
シー業務未経験の方二種免許をお持ちでない方歓迎

岩手県宮古市保久田４－８ 三社自動車　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

警備員 １．交通誘導警備：工事現場における歩行、車両等
の安全誘導　２．駐車場警備：店舗やイベント駐車
場における整理業務　３．雑踏警備：イベント等に
おける安全確保、誘導業務　４．施設警備：各種施
設における出入および施設管理業務

岩手県宮古市実田１－２－
３

株式会社　トスネッ
ト北東北　宮古営業
所

雇用期間の定めなし
又は20時00分～5時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市、他

水産加工品の製造 商品パック詰め工程、加工製造業務に従事しま
す。・めかぶ、塩辛加工品ライン工程による作業・
ライン工程はパック詰め、検品、目視検査箱詰・担
当工程は交替制・原料を機械に流し込み作業○簡単
な業務です。それぞれ複数人ずつで作業を行います

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第１１地割２２－１１

株式会社　山田コー
ルドストレージ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

タクシー運転手（夜勤） 夜勤でのタクシー運転手業務で、通常のタクシーの
みでなく介護業務が必要な介護タクシーの２つの職
種があります。ノルマは一切ありません。＊全車
カーナビ付…地理に自信のない方も安心勤務○タク
シー業務未経験の方二種免許をお持ちでない方歓迎

岩手県宮古市保久田４－８ 三社自動車　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

海藻加工 海藻養殖わかめ・こんぶ加工を行います。・湯通し
塩蔵加工、不用部分の除去作業　・選別作業　・箱
詰め作業　・作業場所は屋内、屋外　＊視力を要す
る作業や色を識別する作業があります。＊作業につ
いては指導します。

岩手県宮古市音部第１０地
割１６番地５

山崎海草加工

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

総務業務 当社において総務の業務に従事します。備品の発
注・管理、施設管理、社内行事の企画・運営、契約
管理、来客・電話・メールの応対を行います。＊事
務的な業務が中心ですが、部署を問わず従業員とや
りとりし、　部署間の調整を行う事もあります。

文章作成ソフト、表計算ソフ
ト、プレゼンテーション資料
作成ソフトを実務で操作可能
であること（求人特記事項欄
参照）、総務経験者・知識を

お持ちの方尚可

岩手県宮古市田鎖９地割５
５番地１

株式会社　エム・ア
イ・テイー　東北工
場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

解体、土木作業員（正社
員）

◆一般住宅・商業施設・公共施設の解体、土木工事
全般【主な業務内容】＊解体：窓枠の撤去、畳撤
去、内装、外装、屋根等バールを用いて取壊した物
の分別、収集車へ積込み作業＊土木工事：河川・護
岸工事のブロック積等手元作業、床堀、採石の敷均

岩手県久慈市畑田２６－１
７４－１

カース興業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

解体、土木作業員 ◆一般住宅・商業施設・公共施設の解体、土木工事
全般【主な業務内容】＊解体…窓枠の撤去、畳撤
去、内装、外装、屋根等バールを用いて取壊した物
の分別、収集車へ積込み作業＊土木工事…河川・護
岸工事のブロック積等手元作業、床堀、採石の敷均

岩手県久慈市畑田２６－１
７４－１

カース興業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

フィールドスタッフ店頭販
促（北上市、花巻市、大船
渡市）

・ドラッグストア、ホームセンター、大型スーパー
において、大手外資系メーカーの日用雑貨、洗剤、
ヘアケア用品の販売促進活動を行います。自宅から
担当店舗へ直行直帰するという自己管理で仕事を進
められます。

宮城県仙台市青葉区一番町
２丁目１－２　ＮＯＦ仙台
青葉通りビル７階

フィクスコミュニ
ケーションズ　株式
会社　仙台営業所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市、他

事務職 ■食品パッケージを中心とする包装資材（トレー、
ラップ、ラベル等）の受発注業務■・スーパーでよ
く手に取られる肉や魚、寿司、弁当のトレー等の受
発注業務、電話応対、簡単なＰＣ操作を行っていた
だきます。※専門的な知識は必要ありません。

宮城県仙台市宮城野区扇町
７丁目４－２０

株式会社　高速

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

事務員／松山荘 ○事務　予算経理、データ入力、書類の作成・処
理・整理、在庫管理・発注、郵便物の発送、電話・
来客対応　○施設整備　○営繕
　　　　　

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

パソコン操作
（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌの関

数を含むフォーマット
作成ができる）

経理事務経験あれば尚可

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

薬剤師／宮古中央店 下記の業務に従事していただきます。・医師の処方
箋に基づく調剤業務　・患者様の薬歴管理及び服薬
指導　・薬のピッキング　・薬の在庫管理　・医薬
品販売　・その他関連する業務　○６０歳以上の方
の応募も相談可能です。

岩手県宮古市実田２丁目５
番９号

有限会社　ミドリ薬
局

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市



変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時00分

1人 136,900円～136,900円

正社員 69歳以下 03030- 1006621

(1)8時30分～17時00分
1人 166,834円～200,200円 (2)8時30分～12時00分

正社員 不問 パソコン基本操作 03030- 1008121

(1)8時00分～17時30分
1人 176,400円～275,200円

正社員 64歳以下 03030- 1011521

(1)8時00分～17時00分
1人 その他の福祉・介護関係資格 200,000円～200,000円

正社員 64歳以下 普通自動車免許一種 03030- 1012421
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

介護福祉士 (1)9時00分～18時00分
1人 165,000円～165,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)8時00分～17時00分

正社員 64歳以下 03030- 1014621
普通自動車免許一種

看護師 (1)8時30分～17時30分
1人 250,000円～310,000円

正社員 64歳以下 03030- 1015921
普通自動車免許一種

准看護師 (1)8時30分～17時30分
1人 230,000円～270,000円

正社員 64歳以下 03030- 1016121
介護福祉士 交替制あり

介護職員初任者研修修了 (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 03030- 1017021
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～155,000円

正社員 59歳以下 03030- 1019821
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 192,000円～240,000円

正社員 64歳以下 03090-  553221
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
小型移動式クレーン (1)8時00分～17時00分

1人 フォークリフト 170,000円～300,000円
玉掛技能者、あれば尚可

正社員 35歳以下 04080- 1056221

3

食品加工員 当社において下記の業務に従事していただきます。
〇冷凍食品の製造過程において、魚の捌き、衣つ
け、フライ、箱詰　〇ラインにおいては包装業務
通勤の際は、送迎用バスを利用していただきます。


岩手県宮古市田老字古田７
５番地８

有限会社　宮古食品

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務／歯科技工所 当社は歯科医院、病院より受注を受け製品の製作納
品しています　・専用ソフトを使用し製品の伝票、
請求書作成　・従業員給与計算　・電話、来客対応
・事務所内、作業室清掃＊パート勤務も相談可　勤
務日数・就業時間・休日等について相談に応じます

岩手県下閉伊郡山田町北浜
町１０４－４

マリンデンタル　株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

菌床椎茸の栽培等／正社員
１

菌床椎茸の栽培、集出荷にかかる作業に従事してい
ただきます。・収穫、箱詰め、パック詰め、箱作り
・菌床の製造、培養にかかる作業　※経験のない方
には丁寧に指導いたしますので、安心してご応募下
さい。特に力仕事はありません。

岩手県下閉伊郡岩泉町浅内
字下栗畑６８－１１

株式会社　岩泉きの
こ産業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

生活相談員 当社が運営する小規模デイサービスにおける相談業
務全般に従事していただきます。・利用者、家族、
関係機関との相談業務　・連絡調整全般　・送迎対
応、その他付随する業務を行っていただきます。※
経験者は優遇

介護支援専門員
（ケアマネージャー）

岩手県宮古市新町２－６ 介護サービス　株式
会社

雇用期間の定めなし 社会福祉主事または
介護支援専門員のいずれか

岩手県宮古市

訪問介護 訪問介護サービス提供業務全般を担当していただき
ます。・利用者へのサービス提供　・食事、入浴、
排せつの介助　・炊事、掃除、洗濯といった日常生
活の手助け等　・その他付随する業務

岩手県宮古市新町２－６ 介護サービス　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

訪問看護／正看護師 利用者様のお宅を訪問し、看護業務に従事していた
だきます。・バイタルチェック　・服薬管理　・健
康管理　・その他付随する業務　＊訪問には自家用
車を使用していただきます。借上料とガソリン代を
別途支給となります。

岩手県宮古市新町２－６ 介護サービス　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

訪問看護／准看護師 利用者様のお宅を訪問し、看護業務に従事していた
だきます。・バイタルチェック　・服薬管理　・健
康管理　・その他付随する業務　＊訪問には自家用
車を使用していただきます。借上料とガソリン代を
別途支給となります。

岩手県宮古市新町２－６ 介護サービス　株式
会社

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　・シーツ交換、洗濯等の身の回り
の世話　・レクリエーション　・患者さんの見守り

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

制作ＰＣオペレーター ポスター・チラシ・冊子など印刷物の写真補正やデ
ザインをする業務をしていただきます。
・専用ソフトを使用して、原稿作成・レイアウト・
デザイン編集を行い、データ版下を製作します。

岩手県宮古市松山第５地割
１３番地６

株式会社　文化印刷
ＩｌｌｕｓｔｒａｔｏｒやＰｈｏｔｏｓｈｏｐ操作が
できる(Ｍａｃ,Ｗｉｎｄｏｗｓ),Ｉｌｌｕｓｔｒａｔｏ
ｒ,Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐ(Ｍａｃ,Ｗｉｎｄｏｗｓ)を
使用しグラフィックデザイン経験を1
年以上お持ちの方,InDesing使える
方,広告製作経験ある方いずれか

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

養豚作業員（田野畑農場） ◎田野畑農場において養豚に関する作業全般に従事
していただきます　・豚の飼育　・飼料の給餌（手
作業・自動給餌機での給餌）・豚房の清掃、洗浄
（ホウキ、スコップ、洗浄機等を使用）・堆肥の運
搬等　・飼料の発注や豚の飼育管理等のデータ入力

岩手県九戸郡軽米町大字上
舘３０－２３２

北栄農産　有限会社

パソコンの基本操作
可能な方

（簡単な入力が
できること）

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

配達・顧客対応スタッフ
宮古支店

○お客様（漁業協同組合・船主・漁師・造船所な
ど）への漁業資材販売　お客様から注文のあった資
材をお届けしながら、日々の漁の状況を聞いたり、
仕事のお手伝いをしたりして、信頼関係を深めてい
きます。

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
基本的なパソコン操作（ワー

ド・エクセル）
岩手県宮古市
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