ハローワーク 宮古

令和４年６月１６日発行

宮古公共職業安定所

（6月13日時点の内容です）

６月６日 から

６月１３日 までに受理した求人です。

＜次回発行日は６月２３日です＞

◎ 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。
職種・雇用期間・雇用形態

求人数

消防用設備の点検作業及び
工事（宮古営業所）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
調理師／嘱託（宮古市）
1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
調理員／嘱託（宮古市）
1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
介護員
2人
雇用期間の定めなし
正社員
工具修理・取付・整備
1人
雇用期間の定めなし
正社員以外
プレスオペレーター（三陸
工場）【６０歳以上限定求
人】
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
大工

2人

1人
雇用期間の定めなし
正社員
大工見習い
1人
雇用期間の定めなし
正社員
合鴨の食肉加工作業
1人
雇用期間の定めなし
正社員
仕上げ検査（正社員）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
土木作業員
2人
雇用期間の定めなし
正社員
一般廃棄物収集運搬業務
1人
雇用期間の定めなし
正社員
製造（ゴムプレス機オペ
レーター）
2人
雇用期間の定めなし
正社員
医療事務員
1人
雇用期間の定めなし
正社員
事務員
1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
設備設計／正社員
3人
雇用期間の定めなし
正社員
一般事務（労務担当）／正
社員
1人
雇用期間の定めなし
正社員
プレスオペレーター／正社
員
2人
雇用期間の定めなし
正社員

仕事の内容
年
齢

必要な免許資格
必要な経験など

・社用車（普通車）にて、事業所（ビル、工場、店
舗）の消防用設備の点検作業及び工事全般を行いま
す。・その他、指示された業務及び付随する業務。
＊基本２名体制で業務にあたっていただきます ＊
作業エリア：主に宮古市近郊
40歳以下
請負先事業所において責任者の指示のもと 患者様
への食事提供業務 調理、盛付、厨房内での業務全
般 ＊患者数：１５０名程度 ＊雇用について １
年毎の契約更新有り（但し、勤務内容に問題が無い
限り）
不問
請負先事業所において責任者の指示のもと 患者様
への食事提供業務 調理、盛付、厨房内での業務全
般 ＊患者数：１５０名程度 ＊雇用について １
年毎の契約更新有り（但し、勤務内容に問題が無い
限り）
不問
リハビリデイホームあすも 介護多機能ホームあす
もにおいて下記の業務を行っていただきます。・入
浴、排せつ、調理業務、食事等の介護 ・その他の
日常生活上の支援 ・レクリエーションや機能訓練
○未経験の方応募可能です。
59歳以下
当社において下記の業務に従事して頂きます。・電
動工具、エンジン工具、石油ストーブ等の取付、修
理、整備等 ・店舗内およびお客様宅へ訪問し作業
・その他付随する業務 ＊興味ある方のご応募お待
ちしています。
45歳以下
当社三陸工場において、消毒用スプレーや自動車な
どに使用するゴムパッキンの製造業務に従事してい
ただきます。・製造機械に材料（ゴム）を流し込ん
でプレス ・製品になって出てきたものを取り込む
作業 ＊重量物の取り扱いはありません。
60歳以上
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。
59歳以下
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。

普通自動車免許一種

30歳以下
合鴨の食肉加工作業に下記の通り従事していただき
ます。・機械と手処理での肉の解体作業 ・肉の仕
分け等立ち仕事 ※慣れてきたら仕分けした肉の計
量・計算、出荷明細作成などの出荷管理事務をお願
いする場合があります
64歳以下
工業用ゴム製品の仕上検査を行います。・工業用ゴ
ム製品（Ｏリング、パッキング類）のプレス成型さ
れた シート状から製品を取り出す（チギリ）作業
・キズや汚れなど目視検査による良品と不良品への
選別作業
64歳以下
一般土木作業全般に従事していただきます。・その
他雑工あり ・２ｔ・４ｔダンプ、重機の運転あり
（取得免許に応じて）＊土木作業経験１０年以上の
方優遇します。＊中型免許あれば尚可 主に内陸部
（北上市、花巻市、盛岡市）の現場になります。
不問
一般廃棄物収集運搬業務を行っていただきます。・
宮古市内の燃えるごみ、燃えないごみ、資源ごみな
どを地区毎の収集場所から、収集運搬車で移動しな
がら収集運搬する作業 ・収集後は宮古市のごみ処
理センターに運搬 ・作業は２名で行います
64歳以下
ゴム製品の製造におけるプレス機のオペレータ業務
です。プレス機へのゴム材料投入、完成品のシート
回収が主な仕事です。将来的にはゴム製造に関わ
る、ロール、裁断、検査、出荷なども学んでいただ
きます。※経験のある方、優遇します。
64歳以下
当クリニックにおいて下記の業務に従事して頂きま
す。・受付窓口での患者様の対応（受付・精算
等）・レセプト入力、パソコン入力等 ・保険請求
業務 ・電話対応 ・看護補助 ・その他付随する
業務
59歳以下
養護老人ホーム清寿荘で事務員として主に下記の業
務を行います。・請求実績管理（指定管理業務など
の実務報告書や日報への入力や作成等）・会計業務
（主に会計ソフトへの入力）・施設管理等（職員出
勤簿の管理等）・電話・来客対応
不問
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。設計者は、コ
ネクタを生産する為に必要な設備の設計をするお仕
事です。３Ｄ－ＣＡＤソフトを使用した図面の製図
を行います。
59歳以下
当社はコネクタとよばれる電子部品を製造している
会社です。人事のお仕事は、制度設計、採用活動、
教育など人に携わる業務をメインに行っています。
そのなかで、労務担当は、勤怠管理システムを使い
従業員の勤怠管理・給与計算、入社・退職者対応、
59歳以下
プレス機という機械を使って平らな金属板を加工し
て、金属部品（プレス品）を造るお仕事です。機械
には予めプログラムが組み込まれているので、難し
い操作はありません。
18歳～59歳

TEL 0193－63－8609

賃

金

就業時間
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

フルタイム
所在地
就業場所

事業所名
求人番号

岩手県盛岡市上堂３－６－ 株式会社
３３

ダイトク

150,000円～165,000円
岩手県宮古市

調理師
(1)5時00分～14時30分
154,600円～181,000円

03010-13730521
岩手県盛岡市大通３丁目３ 日清医療食品 株式
番１０号 七十七日生盛岡 会社 北東北支店
ビル ９階
岩手県宮古市

(1)10時30分～19時30分
149,600円～176,000円

03010-13636321
岩手県盛岡市大通３丁目３ 日清医療食品 株式
番１０号 七十七日生盛岡 会社 北東北支店
ビル ９階
岩手県宮古市

介護福祉士
あれば尚可

変形（1ヶ月単位）
(1)8時15分～17時15分
147,000円～182,000円 (2)7時00分～16時00分
(3)10時00分～19時00分

簡単なタブレット入力
（既存様式への入力）

普通自動車免許一種

03010-13638921
岩手県宮古市大通３丁目６ リハビリデイホーム
番５１号
あすも 介護多機能
ホーム あすも
岩手県宮古市

交替制あり
(1)7時30分～16時30分
145,520円～171,200円 (2)9時30分～18時30分

03030- 2058621
岩手県下閉伊郡山田町豊間 有限会社 サトー
根第２地割４３番地６
（ホームワン サ
ホームワンサトー
トー）
岩手県宮古市、他

変形（1年単位）
(1)8時00分～16時50分
141,797円～141,797円 (2)17時00分～1時50分

03030- 2061821
岩手県下閉伊郡山田町大沢 ツインスターテクノ
第４地割２０－１４０
ロジー株式会社

岩手県下閉伊郡山田町

普通自動車免許一種

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分
216,667円～281,667円 (2)8時00分～17時30分

岩手県宮古市

大工経験者

普通自動車免許一種

03030- 2062221
岩手県宮古市松山第７地割 株式会社 鈴喜建設
１３番地４

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分
143,000円～173,334円 (2)8時00分～17時30分

03030- 2063521
岩手県宮古市松山第７地割 株式会社 鈴喜建設
１３番地４

岩手県宮古市

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

03030- 2064421
岩手県下閉伊郡田野畑村室 株式会社 甘竹田野
場２４－４
畑

150,000円～180,000円
岩手県下閉伊郡田野畑村

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

03030- 2065321
岩手県宮古市刈屋第１４地 株式会社 オーレッ
割５２－１
クス 岩手工場

140,000円～145,000円
パソコンの基本操作が
できれば尚可

岩手県宮古市

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00分～17時00分
車両系建設機械運転技能 183,334円～217,709円
あれば尚可
土木作業経験（１０年以上あ
る方優遇）あれば尚可

03030- 2050121
岩手県下閉伊郡山田町織笠 株式会社 越田土建
第９地割１２番地４

岩手県下閉伊郡山田町、他

準中型自動車免許
(1)8時00分～17時00分

03030- 2051021
岩手県宮古市藤の川１３－ 宮古環境管理株式会
２３
社

170,000円～170,000円
岩手県宮古市

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

03030- 2053821
岩手県宮古市刈屋第１４地 株式会社 オーレッ
割５２－１
クス 岩手工場

145,000円～150,000円
パソコンの基本操作が
できれば尚可

岩手県宮古市

03030- 2054221
岩手県宮古市保久田４－７ 佐藤雅夫クリニック

医療事務資格
あれば尚可

(1)8時30分～18時00分

ＰＣ入力操作（ワード・エク 155,000円～165,000円 (2)8時30分～12時30分
セル）、医療事務経験（電子
カルテ、医療事務
ＰＣ）あれば尚可

普通自動車免許一種
(1)8時15分～17時15分
報告書や日報をワードや
エクセルを使い作成できる、 139,100円～144,900円
会計業務を行うための
会計システムを
使いこなせる程度
(1)8時00分～17時00分

岩手県宮古市

03030- 2043021
岩手県宮古市小山田２丁目 社会福祉法人 宮古
９－２０
市社会福祉協議会

岩手県宮古市

03030- 2044721
岩手県下閉伊郡山田町豊間 株式会社 エフビー
根第２地割３１－１

152,700円～202,700円
３Ｄ－ＣＡＤ操作経験
あれば尚可

岩手県下閉伊郡山田町

(1)8時00分～17時00分

03030- 2045821
岩手県下閉伊郡山田町豊間 株式会社 エフビー
根第２地割３１－１

152,700円～202,700円
岩手県下閉伊郡山田町

一般的なＰＣ操作

交替制あり
(1)8時00分～17時00分
152,700円～202,700円 (2)20時00分～5時00分
プレス機オペレーター経験
あれば尚可

03030- 2046221
岩手県下閉伊郡山田町豊間 株式会社 エフビー
根第２地割３１－１

岩手県下閉伊郡山田町

03030- 2047521

1

事務員（宮古営業所）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
現場監督
2人
雇用期間の定めなし
正社員
仕上げ、検査（岩泉町）
2人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）
有期雇用派遣労働者
成型機オペレーター（岩泉
町）
2人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）
有期雇用派遣労働者
イエローハット店頭販売ス
タッフ（宮古店）
3人
雇用期間の定めなし
正社員
電子部品データ入力（宮古
市）
1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
有期雇用派遣労働者
作業員（伐採、造林）
2人
正社員
溶接工（山田工場）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
生活相談員
1人
雇用期間の定めなし
正社員
訪問介護
1人
雇用期間の定めなし
正社員
訪問看護／正看護師
1人
雇用期間の定めなし
正社員
生活相談員
1人
雇用期間の定めなし
正社員
訪問看護／准看護師
1人
雇用期間の定めなし
正社員
訪問看護管理者代理
1人
雇用期間の定めなし
正社員
木材加工業（床板製造業）
1人
雇用期間の定めなし
正社員以外
介護職
2人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
大型自動車運転手
1人
雇用期間の定めなし
正社員
造林・伐採作業員・重機オ
ペレーター
1人
雇用期間の定めなし
正社員
介護職員／田鎖／大卒
1人
雇用期間の定めなし
正社員
調理補助・ホール／経験者
1人
正社員

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

・整地、間伐、苗木を植える
179,200円～220,000円
・山林作業は通年あり３～６名で作業をしていま
す。
35歳以下
弊社工場内での各種プラント機器の溶接作業及び製
普通自動車免許一種
変形（1年単位）
缶作業に従事して頂きます。・業務に慣れて来た
(1)8時00分～17時00分
ら、将来は工場内で製作した製缶品の据え付け作業
180,000円～235,000円
等で社用車（有資格により２トン～４トン平ボディ
溶接経験・溶接資格
トラック運転あり）を使用し、県内各地への据付け
あれば尚可
59歳以下
当社が運営する小規模デイサービスにおける相談業
介護支援専門員
務全般に従事していただきます。・利用者、家族、 （ケアマネージャー）
(1)8時00分～17時00分
関係機関との相談業務 ・連絡調整全般 ・送迎対 その他の福祉・介護関係資格 220,000円～220,000円
応、その他付随する業務を行っていただきます。※ 社会福祉主事または介護
経験者は優遇
支援専門員のいずれか
64歳以下
普通自動車免許一種
訪問介護サービス提供業務全般を担当していただき
普通自動車免許ＡＴ
交替制あり
ます。・利用者へのサービス提供 ・食事、入浴、
介護福祉士
(1)9時00分～18時00分
排せつの介助 ・炊事、掃除、洗濯といった日常生
165,000円～165,000円 (2)8時30分～17時30分
活の手助け等 ・その他付随する業務
(3)8時00分～17時00分
64歳以下
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。
64歳以下
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
64歳以下
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。
64歳以下
当社が運営する訪問看護事業における副管理者業務
に従事していただきます。・従業員の勤怠管理、利
用者様の利用請求事務手続き等 ・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。その
他付随する業務を行っていただきます。
64歳以下
一般住宅、マンション、会社、公共施設などで使わ
れているフローリング、木質建材などを生産してい
ます。・出来あがりのフローリングをダンボールに
梱包や、加工機への材料投入 ・機械操作は担当者
が指導します
59歳以下
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
不問
主にコンクリート製品の道路側溝を製造していま
す。・１０ｔ、７ｔ車を使用し、製品の運搬を担当
します。・宮古管内、下閉伊郡、上閉伊郡、釜石等
県内への運搬です。・工場内での作業もしていただ
きます。
64歳以下
当組合において下記の作業を行っていただきま
す。・地拵、植林、下刈等の造林作業 ・チェン
ソーで立木を切り、重機で造材、集材、はい積み
・その他付随する業務 ＊未経験の方には丁寧に指
導致します。＊業務上必要な資格は入社後取得可能
45歳以下
小規模デイサービス利用者の介護を行っていただき
ます。・主に食事・入浴介助、レクリエーション活
動等をおこないます。・送迎業務（主に宮古市内の
送迎となり、軽自動車や普通車を使用します）
64歳以下
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
20歳以上

岩手県久慈市栄町第３７地 株式会社
割７８－２
ＡＲＤ

平成ＧＵ

岩手県宮古市

03100- 1523221
岩手県久慈市山形町荷軽部 有限会社 谷地林業
第３地割１８

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

03100- 1527621
岩手県北上市鬼柳町都鳥１ 株式会社 ＳＴＡＧ
２１番地３
ＥＵＰ

岩手県下閉伊郡岩泉町

03070- 3559021
岩手県北上市鬼柳町都鳥１ 株式会社 ＳＴＡＧ
２１番地３
ＥＵＰ

岩手県下閉伊郡岩泉町

03070- 3560221
宮城県仙台市太白区西多賀 株式会社 ホットマ
４丁目４－１７
ン

岩手県宮古市

04010-35417021
岩手県盛岡市向中野３丁目 株式会社 エムアン
１８番２０号 ２Ｆ アク ドエム 盛岡営業所
エリアスビル
岩手県宮古市

不問
山林での伐採、造林作業に従事していただきます。

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

＊パソコンを使用した伝票整理、勤務表、請求書作
普通自動車免許一種
変形（1年単位）
成業務 ＊電話応対、来客対応 ＊金融機関等への
(1)6時30分～15時30分
外出あり ＊清掃等、その他付随する業務 ○未経
145,000円～145,000円 (2)9時30分～18時30分
験の方でも指導しますので、安心して仕事をするこ
ワード・エクセル
とができます。
入力操作ができる方
45歳以下
◆土木工事現場にて、施工管理全般の仕事を担当し １,２級土木施工管理技士
変形（1年単位）
ていただきます【主な仕事内容】＊土木施工現場に ＊大型自動車免許あれば尚可
(1)8時00分～17時00分
て施工管理・行程管理・安全管理等 ＊現場の作業
いずれか
200,000円～320,000円
指示、各種書類作成 ＊その他、上記に付随する作
普通自動車免許一種
業等
経験年数３年以上
64歳以下
■仕上げ、検査 ・自動車のエンジン部分に使用さ
変形（1年単位）
れるゴム製品の仕上げ、検査 ・ハサミ、工具を使
(1)8時30分～17時30分
い仕上げ作業 ・拡大鏡を使い検査する ・その
190,920円～223,600円
他、付随する作業 ※経験のない方にも、丁寧に指
導いたします。ご応募お待ちしております。
不問
■成型機オペレーター ・自動車エンジンに使用す
変形（1年単位）
るオイルシール成型機オペレーター・機械に部材を
(1)7時00分～16時00分
セットし取り出す作業・出来上がりの目視確認・そ
190,920円～223,600円 (2)17時00分～3時00分
の他、付随する作業 ※経験のない方にも、丁寧に
指導いたします。ご応募お待ちしております。
18歳以上
・カー用品の販売、レジ業務、簡単な事務処理業務
普通自動車免許一種
変形（1年単位）
・作業の受付、接客、品出し、発注、売場作り等
(1)10時00分～19時00分
※自動車についての難しい知識がなくても大丈夫
157,300円～160,600円
未経験の方にも親切に指導いたします。※商品購入
時、社員特典あり※制服は貸与します。
64歳以下
派遣先の事業所において次の業務を行います。
・測定器で計測した電子部品のデータを、エクセル
(1)8時30分～17時30分
に入力 ・部品を即敵機にセット ・座っての作業
147,987円～147,987円
となります。※面接は、宮古市で行います。

03010-13389121
岩手県下閉伊郡岩泉町浅内 株式会社 吉本 岩
字松野４５－１２
泉事業所

岩手県下閉伊郡岩泉町

03030- 2021221
岩手県下閉伊郡山田町豊間 五菱工業株式会社
根第２地割８－１
山田工場

岩手県下閉伊郡山田町
岩手県宮古市新町２－６

岩手県宮古市
岩手県宮古市新町２－６

岩手県宮古市
普通自動車免許一種
看護師

岩手県宮古市新町２－６
(1)8時30分～17時30分

03030- 2022521
介護サービス 株式
会社

03030- 2024321
介護サービス 株式
会社

03030- 2026921
介護サービス 株式
会社

250,000円～310,000円
岩手県宮古市
普通自動車免許一種

岩手県宮古市新町２－６
(1)8時00分～17時00分

03030- 2027121
介護サービス 株式
会社

200,000円～200,000円
岩手県宮古市

基本的なパソコン操作入力

普通自動車免許一種
准看護師

岩手県宮古市新町２－６
(1)8時30分～17時30分

03030- 2028021
介護サービス 株式
会社

230,000円～270,000円
岩手県宮古市
看護師
介護職員初任者研修修了
(1)8時30分～17時30分
介護福祉士
270,000円～330,000円
社会福祉士、あれば尚可

岩手県宮古市新町２－６

03030- 2029721
介護サービス 株式
会社

岩手県宮古市

基本的なパソコン操作、入力

フォークリフト
あれば尚可

変形（1年単位）
(1)8時00分～16時30分

03030- 2030521
岩手県宮古市刈屋１３－１ 株式会社 カリヤ
１ー２

139,171円～161,025円
岩手県宮古市

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
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
パソコン入力ができること
（初級程度）

普通自動車免許一種
大型自動車免許
玉掛技能者
移動式クレーン運転士

変形（1年単位）
(1)8時15分～17時00分

03030- 2031421
岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉 社会福祉法人 恩賜
字中家４０番地
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
岩手県下閉伊郡岩泉町
03030- 2034921
岩手県下閉伊郡山田町豊間 有限会社 豊興
根第４地割１２番地

173,000円～262,000円
岩手県下閉伊郡山田町

大型自動車運転あれば尚可

(1)8時00分～17時00分
147,000円～189,000円 (2)8時00分～16時20分

03030- 2035121
岩手県宮古市川井第５地割 川井地区国有林材生
９６番地１１
産協同組合

岩手県宮古市
普通自動車免許一種

岩手県宮古市田鎖３－８

03030- 2036021
株式会社 みやこ

(1)8時00分～17時00分
200,000円～200,000円
岩手県宮古市

調理師
あれば尚可

(1)10時30分～21時30分

03030- 2037721
岩手県宮古市八木沢第４地 ビツクベル 株式会
割９７－７
社

245,000円～300,000円
調理、ホール経験

岩手県宮古市

03030- 2040621

2

（まるまつ宮古店）店長・
店長候補
1人
雇用期間の定めなし
正社員
重機オペレーター・土工作
業員
1人
雇用期間の定めなし
正社員
運転手
2人
雇用期間の定めなし
正社員
土木・建設作業員
1人
雇用期間の定めなし
正社員
品質管理（検査員）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
林業作業員
1人
雇用期間の定めなし
正社員
部材セット係
1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
工作機械オペレーター
2人

・入社後、店舗業務からスタートし、接客・調理の
基本作業を覚えます。・店舗業務をマスターした
後、店舗の指導と運営に関わる店長として仕事をし
ていきます。☆店長経験後は、複数店舗の管理、指
導と運営をします。
64歳以下
各現場にて下記の作業業務を行っていただきます。
・土木工事作業や重機での掘削等
・その他現場での作業により付随する業務がありま
すが特に難しい 作業や重労働はありません。
・一般的な土木工事の作業になります。
64歳以下
タクシーでの旅客輸送業務を行っていただきま
す。・出庫前の車両点検・料金収受、乗務記録の記
入・車両の清掃作業等 一般のタクシー乗務員の
他、介護職員初任者（旧ヘルパー２級）以上お持ち
の方は、介護タクシー乗務員となる場合があります
64歳以下
土木工事、建設工事作業全般を行っていただきま
す。・一般住宅や公共工事がメイン・有資格者は重
機オペレーター、現場管理業務等も担当 ＊経験や
資格のない方の応募も可能。ご相談ください＊現場
は主に山田町、北上市、釜石市、盛岡市です。
不問
検査室にて、水産物の細菌検査、理化学検査等を中
心とした検査を担当していただきます。
・細菌検査理化学検査（塩分、水分Ｂｒｉｘ等）
・放射能検査等の検査
・その検査報告書の作成、データー入力等
64歳以下
林業作業に従事し下記の業務を行います。・立木等
をチェンソーで伐採、バックホーで作業道を作り、
林業用機械で木を集める ・林業用機械ハーベスタ
を利用して木を切り丸太にする ・検知や丸太の積
込、はい積等
64歳以下
当社請負ラインにおいて次の仕事を行います。
・部材を検査機にセット
・検査機が自動で検査
・検査が終えた部材を確認し箱入れ
不問
当工場は、全国の自動車産業や電気・電子産業等で
使われている金型で使用する「金属部品」の製造を
しています。

普通自動車免許一種

3人
雇用期間の定めなし
正社員
自動車整備
1人
雇用期間の定めなし
正社員
水質管理員
1人

59歳以下
・工場内にある公害防止設備等の点検
・記録、評価、報告書作成等の業務
・オイルシール製造工（状況により）

又は6時00分～22時00分
の間の8時間程度

レストランサービス・接客業
を経験の方は優遇します

普通自動車免許一種
車両系建設機械運転技能
(1)8時00分～17時00分
小型移動式クレーン
147,000円～210,000円
玉掛技能者、あれば尚可
土木作業・重機オペレータ業
務経験あれば尚可

カルラ

岩手県宮古市

04011- 1876021
岩手県宮古市田鎖第１０－ 合同会社 ＳＫＣ
６－１

岩手県宮古市

普通自動車第二種免許

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

03030- 2000921
岩手県宮古市大字津軽石５ 有限会社 クボタタ
－３２
クシー

142,307円～142,307円
岩手県宮古市

２級建築施工管理技士
変形（1年単位）
２級土木施工管理技士
(1)8時00分～16時30分
車両系建設機械運転技能 153,680円～226,000円
あれば尚可

03030- 2001121
岩手県下閉伊郡山田町大沢 サカエ興業 株式会
第７地割２０１番地１
社

岩手県下閉伊郡山田町、他

普通自動車免許一種

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

03030- 2002021
岩手県下閉伊郡山田町境田 株式会社 川秀
町２－１

144,859円～153,380円
岩手県宮古市

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
伐木業務（チェンソー） 168,000円～268,800円
刈払機作業従事者
あれば尚可
普通自動車免許一種
(1)8時00分～17時00分

03030- 2003721
岩手県下閉伊郡田野畑村菅 株式会社 ふるさと
窪２０５－８
木材

岩手県宮古市、他

03030- 2005221
岩手県下閉伊郡山田町船越 株式会社 エムアン
９－４０－６
ドエム

151,200円～201,600円
岩手県宮古市

パソコン基本操作

交替制あり
(1)8時30分～17時30分
165,000円～185,000円 (2)7時30分～16時30分
(3)18時30分～3時30分
又は16時30分～1時30分
の間の8時間程度
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分
143,000円～160,000円

18歳～30歳
受注製品の型に加工されたオイルシールの仕上げ及
び検査業務を行っていただきます。その他、付随す
る業務となります。主に自動車エンジン部分に使用
するものを、製造しています。
59歳以下
・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

宮城県富谷市成田９丁目２ 株式会社
－９

220,000円～300,000円

雇用期間の定めなし
正社員
オイルシールの仕上げ・検
査

変形（1ヶ月単位）

03030- 2006521
岩手県宮古市松山第１地割 パンチ工業株式会社
２９番地１
宮古工場

岩手県宮古市

03030- 2010021
岩手県下閉伊郡岩泉町小本 岩手アライ 株式会
字長内２６
社

岩手県下閉伊郡岩泉町

検査業務経験あれば尚可

普通自動車免許一種
(1)8時30分～17時30分

03030- 2011721
岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉 有限会社 岩泉モー
字三本松４１－５
タース

142,000円～164,000円
岩手県下閉伊郡岩泉町

自動車整備あれば尚可

公害防止管理者

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

03030- 2012821
岩手県下閉伊郡岩泉町小本 岩手アライ 株式会
字長内２６
社

200,000円～200,000円

雇用期間の定めなし
正社員
土木作業員
5人
雇用期間の定めなし
正社員
販売員（河南店）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
販売員（ドラ店）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
牧場管理／長嶺牧場
1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
介護員（通所）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
広報、クリエイター
1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
看護師
2人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
事務、庶務
1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
調理
1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外

59歳以下
公共工事・舗装工事・道路維持等の土木作業に従事
普通自動車免許一種
変形（1年単位）
していただきます。・現場は岩泉町・田野畑村・宮 車両系建設機械運転技能
(1)8時00分～17時00分
古市・葛巻町 ・現場へは、社用車にて相乗りまた
大型特殊自動車免許
158,667円～226,667円
は直行直帰での移動 ＊建設機械運転等、土木作業
あれば尚可
建設機械運転等、
経験あれば尚可
土木作業員経験あれば尚可
64歳以下
お菓子、ケーキ、パン等の販売 ・来店したお客様
変形（1年単位）
応対、レジ、品出し ・箱詰め、ラッピング ・店
(1)9時00分～18時00分
内の清掃 ＊長期間勤務できる方を希望します。＊
150,000円～165,000円 (2)11時00分～20時00分
接客未経験の方も、お気軽にご相談ください。
64歳以下
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。

岩手県下閉伊郡岩泉町

03030- 2013221
岩手県下閉伊郡岩泉町門字 株式会社 畑中組
中瀬５１番地１４

岩手県宮古市、他

03030- 2014521
岩手県宮古市実田一丁目５ 株式会社 日進堂
－１７
（ドーネル）

岩手県宮古市

変形（1年単位）
(1)9時00分～18時00分
150,000円～165,000円 (2)11時00分～20時00分

64歳以下
長嶺牧場において以下の業務に従事していただきま
普通自動車免許一種
す。・育成牛の飼養業務全般 ・牧草収穫作業 ・
(1)8時30分～17時30分
その他付随する業務 ○正社員への登用制度あり
162,500円～260,000円
牧場での作業経験
○牧場での作業経験、トラクター運転経験がある方
トラクター運転経験
は、採用面で優遇します
あれば尚可
不問
通所リハビリテーション（デイケア）の介護業務を
普通自動車免許一種
交替制あり
行います。・おおよそ２０名の利用者を介護 ・食
介護福祉士
(1)8時30分～17時30分
事、入浴、排泄、健康管理、自立支援、レクリエー
あれば尚可
140,000円～200,000円 (2)8時00分～17時00分
ション、送迎等 ・現在７名の介護員で担当してい
ます。
64歳以下
業務内容 ・広報活動に関する企画立案 ・プレス
普通自動車免許一種
リリースや説明資料の作成等 ・メディア及び報道
ＰＲプランナー資格
(1)9時00分～18時00分
関係対応 ・ｗｅｂサイトの管理、運営 ・社内広
あれば尚可
190,000円～300,000円
報活動 ・ＳＮＳを活用した情報の発信 ・山田町 広報業務,ｗｅｂサイトの編集業務あ
れば尚可,基本的なＰＣ操作スキ
のＰＲ活動に伴うイラスト、チラシ作成
ル,Ｅｘｃｅｌ,Ｗｏｒｄ,ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ
不問
当院において看護業務に従事していただきます。・
普通自動車免許一種
変形（1ヶ月単位）
入院病棟での看護業務や、診療の補助及び療養上の
看護師
(1)8時30分～17時15分
介助など ＊夜勤の出来る方希望、夜勤専従も可
156,600円～258,800円 (2)16時30分～1時15分
能。＊就業時間は相談に応じます。経験の浅い方で
(3)0時30分～9時15分
も応募可。業務内容相談に応じます。
18歳以上
当公社において、事務業務を担当していただきま
す。
(1)8時30分～17時30分
・牛乳、乳製品の出荷伝票作成
143,000円～147,334円
・電話、来客対応
・書類作成、整理等
ワード、エクセル基本操作
不問
入院患者様への食事の調理業務に従事していただき
交替制あり
ます。・食事の盛付け（セントラルキッチン方式
(1)7時30分～16時15分
（外部調理）によるクックチルシステム採用）・食
133,618円～168,900円 (2)8時30分～17時15分
札準備、配膳、下膳・食器洗浄・材料の検収・パソ
(3)10時45分～19時30分
パソコン
（ワード・エクセル）
コンを使用しての食数管理・調理室内の清掃
基本操作ができること
不問

03030- 2015421
岩手県宮古市実田一丁目５ 株式会社 日進堂
－１７
（ドーネル）

岩手県宮古市

03030- 2016321
岩手県下閉伊郡田野畑村尾 一般社団法人 田野
肝要３９－１
畑村産業開発公社

岩手県下閉伊郡田野畑村

03030- 2018921
岩手県宮古市実田２丁目５ 医療法人 おかだ外
－１０
科内科クリニック

岩手県宮古市

03030- 2019121
岩手県下閉伊郡山田町織笠 佐々総業 株式会社
第１４地割３１－２

岩手県下閉伊郡山田町

03030- 1963721
岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉 社会福祉法人 恩賜
字中家１９－１
財団 岩手県済生会
岩泉病院
岩手県下閉伊郡岩泉町

03030- 1964821
岩手県下閉伊郡田野畑村尾 一般社団法人 田野
肝要３９－１
畑村産業開発公社

岩手県下閉伊郡田野畑村

03030- 1965221
岩手県下閉伊郡山田町飯岡 岩手県立 山田病院
第１地割２１番地１

岩手県下閉伊郡山田町

03030- 1966521

3

葬祭施行補助及び打合せ担
当／エリア正規職員
5人
雇用期間の定めなし
正社員以外
看護助手
2人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）
有期雇用派遣労働者
看護補助員
2人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
営業および配送、在庫管理
1人
雇用期間の定めなし
正社員
理学療法士または作業療法
士
2人
雇用期間の定めなし
正社員
看護師または准看護師
3人
雇用期間の定めなし
正社員
店長兼料理人
1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
制作ＰＣオペレーター
1人
雇用期間の定めなし
正社員
土木施工管理技士
1人
雇用期間の定めなし
正社員
介護職員（グループホー
ム）／有資格者
1人
雇用期間の定めなし
正社員
看護助手
2人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
土木作業員
1人
雇用期間の定めなし
正社員
現場代理人
1人
雇用期間の定めなし
正社員
ガソリンスタンド販売員・
ＬＰガス業務
2人
雇用期間の定めなし
正社員
看護師
2人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
調理業務
1人
雇用期間の定めなし
正社員
営業職（ルートセールス）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
成形オペレーター／正社員
5人
雇用期間の定めなし

1人
雇用期間の定めなし
正社員
大型トラック運転手【３】
1人
正社員

普通自動車免許一種
(1)8時30分～17時30分
205,600円～225,300円

文字入力ができること
45歳以下
派遣先の事業所において、下記の業務を行います。
介護福祉士
交替制あり
・病院・介護施設内における看護助手・介護業務全 介護職員初任者研修修了
(1)8時20分～17時20分
般
あれば尚可
168,000円～184,800円 (2)16時30分～0時30分
・患者さん及び施設利用者の方々の食事・入浴・排
(3)0時30分～9時30分
泄介助
不問
・患者様の日常生活に関わる業務をして頂きます。
変形（1ヶ月単位）
診察介助、器具洗浄、殺菌作業、移動補助、入浴補
(1)8時30分～17時15分
助、食事補助等 ・医療環境の整備、整頓、物品に
136,245円～210,335円 (2)6時30分～15時15分
関する業務 ・その他、搬送業務、メッセンジャー
(3)12時15分～21時00分
業務
不問
当社において下記の業務に従事していただきま
普通自動車免許一種
変形（1年単位）
す。・ロープ、漁網等漁業資材等の営業それに伴う ８トン限定中型自動車免許
(1)8時00分～17時00分
配送・報告書作成（ＰＣ使用）・その他付随する業
小型移動式クレーン
165,000円～220,000円
務 ＊配送に使用する車両：２ｔ・４ｔトラック、
あれば尚可
軽トラック（ＡＴ限定は不可）
基本操作、ワード、エクセル
40歳以下
当クリニック内において、下記業務に従事していた
理学療法士
変形（1年単位）
だきます。＊外来患者様のリハビリテーション業務
作業療法士
(1)8時30分～18時30分
＊リハビリテーション計画の作成、実施、評価 ＊
いずれか
200,000円～300,000円
院内の清掃等の付随業務全般

59歳以下
当クリニック内において、下記の看護師業務に従事
看護師
していただきます。＊医師の診察・検査の補助 ＊
准看護師
問診や診察・検査内容の説明 ＊患者様の院内誘導
いずれか
190,000円～300,000円
＊採血、注射、点滴業務 ＊院内の清掃等の付随業
務全般
59歳以下
昼と夜の時間帯で地元食材を活かしたお料理を提供
するバルです。シフト管理や売上管理及び調理全般
を行っていただきます。・食材の仕入れと発注 ・
200,000円～250,000円
仕込み、味付け、盛り付け等 ・その他付随する業
ｉＰａｄ、スマホ、
務
パソコン操作、調理経験
不問
ポスター・チラシ・冊子など印刷物の写真補正やデ
普通自動車免許一種
Ｉｌｌｕｓｔｒａｔｏｒ、Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐ
ザインをする業務をしていただきます。
（Ｍａｃ、Ｗｉｎｄｏｗｓ）を使用しグラ
・専用ソフトを使用して、原稿作成・レイアウト・
155,000円～155,000円
フィックデザイン経験を１年以上お
デザイン編集を行い、データ版下を製作します。
持ちの方／InDesingを使える方／
59歳以下
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
64歳以下
以下の業務を行っていただきます。
・認知症グループホーム利用者（９名）の食事の世
話
・簡単な身体介助等の介護サービス
・調理、施設清掃、洗濯等の日常生活のお世話
59歳以下
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
不問
宮古・下閉伊地区の各現場において、土木工事等に
係る業務を行っていただきます。・主に公共工事及
び民間の基礎・造成等の土木工事作業・現場作業に
おいて２ｔ・４ｔダンプ及び４ｔトラック（ユニッ
ク付）の運転業務・現場へは直行直帰
59歳以下
工事現場での管理業務全般を行います。・現場代理
人の業務を担当 ・現場は主に宮古市内 弊社は公
共工事（道路・ダム・下水道など）から、一般の建
築工事（新築・リフォーム）の他に、水道や外構な
ど、様々な種類の工事を行う会社です。
64歳以下
○ガソリンスタンド 給油、洗車、オイル、タイヤ
交換等。○ＬＰガス業務 ＬＰガスの配送（宮古市
内）、検針、ガス器具の販売・取付・修理、配管工
事等。＊資格取得により、基本給のベースアップが
あります。
45歳以下
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。
不問
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
59歳以下
弊社は岩手県内にブリヂストン製タイヤを販売する
代理店です。担当地区のユーザーを対象としたルー
トセールスを行っていただきます。《業務内容》・
自動車用タイヤ・ホイール等の卸売販売・社有車を
使用してユーザー訪問
35歳以下
射出成形機という機械を使って、プラスチック部品
（成形品）を造るお仕事です。成形機に原料を溶か
す温度や原料を送り込む圧力・速度等の成形条件を
タッチパネルを使って入力します。

岩手県宮古市小山田３丁目 いわて生活協同組合
３番５号
葬祭事業部 セリオ
ホールみやこ
岩手県宮古市

03030- 1969621
岩手県宮古市実田１丁目６ 有限会社 メンテナ
番６号
ンス宮古 Ｍスタッ
フ
岩手県宮古市

03030- 1970021
岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉 社会福祉法人 恩賜
字中家１９－１
財団 岩手県済生会
岩泉病院
岩手県下閉伊郡岩泉町

03030- 1971721
岩手県宮古市磯鶏沖８－２ 東北製鋼株式会社
４
宮古営業所

岩手県宮古市

03030- 1972821
岩手県宮古市黒田町７－６ やすみ整形外科クリ
ニック（仮）

岩手県宮古市

変形（1年単位）
(1)8時30分～18時30分

03030- 1974521
岩手県宮古市黒田町７－６ やすみ整形外科クリ
ニック（仮）

岩手県宮古市

変形（1ヶ月単位）
(1)11時00分～22時00分
(2)10時30分～14時30分

03030- 1976321
岩手県下閉伊郡山田町中央 株式会社 びはん
町５番地６
コーポレーション

岩手県下閉伊郡山田町

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

広告製作経験がある方のいずれ
か

03030- 1977621
岩手県宮古市松山第５地割 株式会社 文化印刷
１３番地６

岩手県宮古市

普通自動車免許一種
１級土木施工管理技士

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

03030- 1983421
岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉 横屋建設 株式会社
字村木７４

255,000円～300,000円
基本操作（ワード・
エクセル・ＣＡＤ等）

普通自動車免許一種
介護職員初任者研修修了

岩手県宮古市、他

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分
143,500円～155,000円 (2)10時00分～19時00分
(3)17時00分～1時00分

03030- 1984321
岩手県下閉伊郡山田町豊間 株式会社 メイト
根第２地割１１１番地３

岩手県下閉伊郡山田町

変形（1ヶ月単位）
(1)8時15分～17時00分
141,100円～141,100円 (2)11時00分～19時45分

03030- 1985621
岩手県宮古市板屋１丁目６ 医療法人財団 正清
番地３６
会

岩手県宮古市

普通自動車免許一種
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
車両系建設機械運転技能 161,330円～268,830円
小型移動式クレーン
あれば尚可
土木工事経験

８トン限定中型自動車免許
変形（1年単位）
中型免許一種（８ｔ限定
(1)8時00分～17時00分
含む・マニュアル必須） 185,334円～347,500円
パソコン操作ができる方
現場管理業務の経験者

03030- 1986921
岩手県宮古市宮町１丁目３ 陸中建設 株式会社
－５

岩手県宮古市

03030- 1987121
岩手県宮古市山口１丁目２ 沢与建設 株式会社
－２７

岩手県宮古市

普通自動車免許一種
危険物取扱者（乙種）
液化石油ガス設備士
保険募集人
あれば尚可

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分
170,000円～196,000円 (2)7時00分～16時00分
(3)12時00分～21時00分

看護師
准看護師
いずれか
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
173,000円～273,600円 (2)8時30分～17時30分

03030- 1988021
岩手県宮古市築地２丁目１ 株式会社 菊長商店
－４

岩手県宮古市

03030- 1989721
岩手県宮古市崎山第５地割 社会福祉法人 若竹
９４
会 わかたけ学園

岩手県宮古市

調理師

変形（1年単位）
(1)5時00分～14時00分
145,000円～250,000円 (2)8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

03030- 1991421
岩手県下閉伊郡田野畑村羅 株式会社 陸中たの
賀６０－１
はた

岩手県下閉伊郡田野畑村

普通自動車免許一種
準中型自動車免許
あれば尚可
※特記事項参照

変形（1年単位）
(1)9時00分～17時30分
165,900円～247,300円 (2)9時00分～18時00分

03030- 1993621
岩手県宮古市実田１丁目８ ブリヂストンタイヤ
－１０
岩手販売株式会社
宮古営業所
岩手県宮古市、他

エクセル・ワード

交替制あり
(1)8時00分～17時00分
152,700円～202,700円 (2)20時00分～5時00分
射出成形機オペレーター
経験あれば尚可

正社員
整備士（有資格者）

雇用期間の定めなし

葬祭全般にかかわる業務を行います。
・葬儀全般にかかわる打合せ、葬儀式進行、死亡か
ら葬儀、葬儀後 のお手伝い等
・移動は社用車使用

18歳～59歳
スズキ自動車、ダイハツ自動車の新車や中古車、そ
普通自動車免許一種
の他軽自動車などの車検整備、修理業務です。
二、三級自動車整備士
(1)9時00分～17時30分
中型自動車免許、あれば尚可 170,000円～210,000円 (2)9時00分～15時00分
・中型自動車免許がある方は、納車業務の際にト
※整備士資格については整備士
ラックを運転していただきます。
３級以上の資格をお持ちの方
・当社は民間車検指定工場です。
整備士経験者
59歳以下
◆運搬業務全般を行っていただきます。
普通自動車免許一種
変形（1年単位）
【主な配送業務内容】・産業廃棄物の運搬業務 ・
大型自動車免許
(1)13時00分～22時00分
その他上記に付随する業務 ※運搬範囲：久慈～花
フォークリフト
159,750円～159,750円 (2)12時00分～21時00分
巻間 ※使用車：大型平ボデー（１２ｍ）となりま
あれば尚可
(3)11時00分～20時00分
トラック運転経験
す。※リフトでの積卸となります。
あれば尚可
59歳以下

03030- 1996021
岩手県下閉伊郡山田町豊間 株式会社 エフビー
根第２地割３１－１

岩手県下閉伊郡山田町

03030- 1997721
岩手県宮古市崎山第７地割 有限会社 オートセ
１番地５
ンター梅沢

岩手県宮古市

03030- 1998821
岩手県久慈市長内町第３７ 株式会社 丸才
地割１５－２３

岩手県宮古市、他

03100- 1451221
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フォークリフト整備士（岩
手県内）
1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
配送・商品補充（宮古支店
ルートスタッフ）
1人
雇用期間の定めなし
正社員

当社において、下記の業務を行っていただきま
普通自動車免許一種
す。・トヨタ産業車両、フォークリフト、ショベル
二級自動車整備士
ローダー、無人搬送システム、物流環境機器等の修
162,000円～200,000円
理 ・その他、付随する業務 ＊１年後に正社員登
用の可能性があります。
不問
アサヒ飲料、他大手メーカーの缶飲料自動販売機を ５トン限定準中型自動車免許
定期フォローして商品補充、売上金回収、清掃、点
検等を行うトータルサービス業務です。
221,500円～265,000円
＊２ｔ箱型トラックを運転していただきます。
30歳以下

変形（1年単位）
(1)8時55分～17時55分

岩手県紫波郡矢巾町流通セ トヨタＬ＆Ｆ岩手
ンター南３丁目１０－１０ 株式会社

岩手県宮古市、他

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

03010-13236221
岩手県奥州市水沢工業団地 株式会社 ミチノク
３－８４

岩手県宮古市

03060- 3323421
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