
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 184,000円～230,000円

正社員 不問 01230- 9220271
車両系基礎工事用運転 変形（１年単位）
車両系整地掘削用運転 (1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 207,000円～276,000円

正社員 不問 01230- 9221971
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 7時30分～16時30分

143,424円～143,424円

正社員以外 不問 03030- 1805871
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
175,000円～264,000円

正社員 不問 03030- 1806271

(1) 0時00分～ 9時00分
155,000円～155,000円

正社員以外 18歳以上 03030- 1807971
普通自動車免許一種
介護支援専門員又は (1) 8時30分～17時30分
社会福祉主事(必須) 190,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030- 1808171
変形（１年単位）
(1)11時00分～22時00分

200,000円～250,000円

正社員 不問 03030- 1812871
変形（１年単位）
(1)15時00分～ 0時00分

200,000円～250,000円

正社員 18歳以上 03030- 1813271
変形（１年単位）
(1)15時00分～ 0時00分

200,000円～250,000円

正社員 18歳以上 03030- 1814971
変形（１年単位）
(1)10時00分～20時00分

220,000円～300,000円

正社員 不問 03030- 1815171

(1) 7時30分～16時30分
雇用期間の定めなし 130,000円～145,000円 (2) 8時00分～17時00分

正社員以外 不問 02030- 4651471
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

156,422円～185,822円

正社員以外 不問 03030- 1799471
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

143,000円～199,000円

正社員 45歳以下 03030- 1800371
普通自動車免許一種

（通勤用） (1) 8時30分～17時00分
看護師又は准看護師 182,750円～182,750円

正社員以外 不問 03030- 1804771

(1) 7時30分～16時30分
雇用期間の定めなし 150,000円～170,000円

正社員以外 不問 02030- 4644871
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

（通勤用） (1) 8時30分～17時30分
130,637円～146,880円 (2)20時30分～ 5時30分

正社員以外 不問 03030- 1792271
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

（通勤用） (1) 8時30分～17時30分
145,000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 59歳以下 03030- 1795071
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

（通勤用） (1) 8時30分～17時30分
160,000円～230,000円 (2)16時00分～ 1時00分

(3) 0時00分～ 9時00分

正社員 59歳以下 03030- 1796371
普通自動車免許一種

（通勤用） (1) 8時00分～17時00分
124,610円～146,600円

正社員以外 不問 03030- 1798571
1

     （5月2日時点の内容です）

　　４月２５日　から　５月２日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　５月１８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

重機オペレーター（岩手県
下閉伊郡）

3人

造成工事、道路工事他に伴う重機オペレーター業
務全般。

北海道札幌市豊平区平岸
４条７丁目１１番７号

株式会社　ジェイ
エムシー

岩手県下閉伊郡岩泉町

事業所名
求人番号

土木作業員（岩手県下閉伊
郡）

3人

造成工事、道路工事他に伴う一般土木作業全般。 北海道札幌市豊平区平岸
４条７丁目１１番７号

株式会社　ジェイ
エムシー

岩手県下閉伊郡岩泉町

配送、ピッキング作業、倉
庫作業

1人

当社は病院や老人ホーム施設、外食産業などの業
務用（冷凍食品、水産原料、常温加工品等）の食
品卸業を行っております。２ｔクラスのトラック
を運転し配送業務を行っていただきます。エリア
は宮古市内、釜石市方面、岩泉普代方面となりま

岩手県宮古市小山田四丁
目１－５

株式会社　モリレ
イ宮古営業所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

配管設備作業（見習い可）

2人

建築設備工事の配管工及び現場管理を行います。
倉庫、スーパー、公共施設等の衛生、空調、消火
設備工事に伴う配管工事全般を行います。パイプ
加工、接着、ネジ溶接工法による組立、衛生器
具、機器類の設置取付、有資格者の方は重機使用

岩手県宮古市上鼻２丁目
６番７３－５号

株式会社　浅田総
合設備

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

販売員／宮古千徳店

1人

コンビニエンスストア（ローソン）での販売に係
る業務。接客やレジ、商品の品出し、整理、店舗
内外の清掃などを行います。仕事に慣れてきた方
には、商品の発注などの在庫管理をお願いするこ
ともあります。深夜時間帯は２名での勤務体制と

岩手県宮古市上村１丁目
９番３５号

有限会社　かなざ
わ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

生活相談員「介護」≪急募
≫

1人

当社が運営する小規模デイサービス（利用者１５
人程度）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。

岩手県宮古市田鎖３－８ 株式会社　みやこ
ケアセンターみや
こ雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理（王将）≪急募≫

1人

中華料理店での調理業務全般を行います。食材の
仕込み、調理、盛り付け、食器洗い、清掃などに
なります。餃子が看板商品ですが、その他に定
食、麺類、ご飯物、揚げ物、サイドメニュー、デ
ザートなどの調理もあります。

岩手県宮古市大通４丁目
４－２０　２Ｆ

株式会社　マルセ
イユ　大阪王将宮
古店雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理補助（つぼ八）≪急募
≫

2人

チェーン店居酒屋での調理業務全般に従事してい
ただきます。食材の仕込み、調理、盛付け、調理
器具や食器類の洗浄などを行います。メニューは
チェーン店定番品の他、旬の料理などもありま
す。その他、掃除等行います。

岩手県宮古市近内第４地
割５２－３　ラフィネＡ
１０２

株式会社　マルセ
イユ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理兼ホール（つぼ八）≪
急募≫

2人

チェーン店居酒屋での調理業務全般に従事してい
ただきます。食材の仕込み、調理、盛付け、調理
器具や食器類の洗浄などを行います。メニューは
チェーン店定番品の他、旬の料理などもありま
す。その他、掃除等行います。

岩手県宮古市近内第４地
割５２－３　ラフィネＡ
１０２

株式会社　マルセ
イユ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理（岩手県宮古市）

2人

学校給食センター内での調理業務全般を行ってい
ただきます。（準備、後片付け、掃除も含む）
３，０００食～３，５００食分を２３名で調理し
てます。

弘前市田園４－１１－９ 一冨士フードサー
ビス株式会社

調理場経験１年以上
 岩手県宮古市

店長候補（王将）≪急募≫

1人

中華料理店での調理業務全般を行います。食材の
仕込み、調理、盛り付け、食器洗い、清掃などに
なります。餃子が看板商品ですが、その他に定
食、麺類、ご飯物、揚げ物、サイドメニュー、デ
ザートなどの調理もあります。また、店舗運営全

岩手県宮古市大通４丁目
４－２０　２Ｆ

株式会社　マルセ
イユ　大阪王将宮
古店雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

スーパーマーケットの販売
スタッフ／正社員以外

1人

生鮮（青果、水産、食肉、惣菜）、グロサリー
（日配、食品、雑貨）のいずれかの部門に配属
し、店舗において商品作り、陳列、接客業務を
行ってもらいます。配達等がある為、社用車（Ｍ
Ｔ・ＡＴ）を運転する場合があります。入社後、

岩手県下閉伊郡山田町中
央町５－６

びはん　株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 7時00分～21時30分の
間の8時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

大型トラック運転手≪急募
≫

1人

大型トラック（１０ｔ～１５ｔ車）を運転し、肥
料・飼料など、荷主の要望に応じて貨物の積卸し
及び、配送業務を行います。主な配送は県内とな
ります。手積みでの作業も含まれます。業務に慣
れるまでは先輩社員が同行して指導します。

岩手県宮古市小山田１丁
目４４

宮古港湾運送　株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理（岩手県宮古市田老）

1人

学校給食センター内での調理業務全般を行ってい
ただきます。（準備、後片付け、掃除も含む）１
０００食分を１２名で調理しています。

弘前市田園４－１１－９ 一冨士フードサー
ビス株式会社

岩手県宮古市

看護業務「看護」

1人

デイサービス通所者に対して、バイタルチェッ
ク・服薬管理を始めとした健康管理及び補助的に
介護業務を行っていただきます。センター内の看
護業務は、パートを含め３人体制で対応しており
ます。通所事業規模：定員５０名（１日当たり）

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

コネクター製造オペレー
ター

2人

コネクターの一貫生産を業務としており、各部品
のプレス機、射出成形機、自動組立機などのオペ
レーター業務です。自動で動きますので、停止が
発生した際の対応や材料補給などの軽作業となり
ます。

岩手県宮古市田鎖９地割
５５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

プラスチック成形オペレー
タ

2人

電子部品（コネクタ）用精密金型と射出成型機、
自動機を使用し、プラスチック成形品、コネクタ
の製造を行います。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。未経験の方のも丁寧に指導します。

岩手県宮古市大字崎鍬ヶ
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

プラスチック成形オペレー
タ　（経験者）

2人

電子部品（コネクタ）用精密金型と射出成型機、
自動機を使用し、プラスチック成形品、コネクタ
の製造を行います。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。

岩手県宮古市大字崎鍬ヶ
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

成形オペレーター経験者 岩手県宮古市

臨時加工員（赤前工場）

3人

主に小女子の箱詰め作業を担当していただきま
す。赤前工場では小女子を機械により洗浄し、高
温乾燥処理を行っております。その後、検品作業
を行い、検品された小女子を注文に応じてパッキ
ングや箱詰めをしていただきます。

岩手県下閉伊郡山田町境
田町２－１

株式会社　川秀

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

◎ 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 

平成２９年５月１１日発行  



大型自動車免許一種 変形（１年単位）
（必須） (1) 8時30分～17時00分

140,000円～230,000円 (2)12時00分～20時30分

正社員 40歳以下 03030- 1787071
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時25分
140,000円～230,000円

正社員 40歳以下 03030- 1789671
中学校教諭免許

(保健体育) (1) 8時00分～16時30分
155,000円～252,100円

正社員以外 不問 03030- 1791871
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

建築士（２級） (1) 9時00分～17時30分
建築士（１級） 250,000円～400,000円

正社員 64歳以下 02020- 6849471
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

宅地建物取引士 (1) 9時00分～17時30分
200,000円～300,000円

正社員 64歳以下 02020- 6857471
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 9時00分～17時30分
300,000円～300,000円

正社員 64歳以下 02020- 6928571
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 9時00分～17時50分
150,000円～200,000円

正社員 40歳以下 03010-10887271
交替制あり
(1)10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし 130,000円～200,000円

正社員 不問 03010-10963571
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

162,000円～162,000円

正社員 不問 03020- 1083371
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

土木施工管理技士１級 250,000円～300,000円

正社員 不問 03020- 1085571
普通自動車免許一種

(1) 9時00分～18時00分
200,000円～200,000円

正社員以外 不問 03020- 1114371
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

165,000円～190,000円

正社員 35歳以下 03030- 1817371
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 162,000円～180,000円

正社員 59歳以下 03030- 1818671
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

216,000円～280,800円

正社員 不問 03030- 1819571
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

129,600円～172,800円

正社員以外 不問 03030- 1820871
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
130,000円～300,000円

正社員以外 不問 03030- 1821271
変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～16時00分

141,200円～158,700円 (2) 9時30分～18時30分
(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030- 1822971
看護師又は
准看護師 (1) 8時30分～17時30分

161,600円～240,400円

正社員 59歳以下 03030- 1823171
准看護師 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
161,600円～238,200円 (2) 9時30分～18時30分

正社員 59歳以下 03030- 1824071
普通自動車免許一種 交替制あり

(1) 8時30分～17時30分
129,600円～146,880円 (2)11時00分～20時00分

(3) 6時30分～15時30分

正社員以外 不問 03030- 1834671
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 7時30分～16時30分

130,000円～180,000円

正社員 45歳以下 03030- 1836471
2

コンクリート圧送補助作業
員「建設」

2人

一般、公共等各建設現場において、コンクリート
圧送作業を行います。コンクリートポンプ車を使
用し、油圧により所定の型枠内に生コンクリート
を送る作業になります。出勤後、社用車にて各現
場へ移動します。体力に自信のある方を希望しま

岩手県宮古市長町二丁目
７番１４号

有限会社　三　東

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

介護員「介護」

1人

小規模多機能センター（通所・訪問）サービスで
の利用者の食事介助、入浴介助、排泄介助など
や、レクレーション活動の企画・運営などの業務
に携わっていただきます。夜勤勤務できる方を希
望します。

岩手県宮古市長根４－１
３－１

株式会社　介護施
設えくぼ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護職／特養・短所（准看
護師）「看護」

2人

施設入所者（特養・短期入所者）に対する看護業
務、それに伴う記録類の作成、健康相談等となり
ます。現在特養５０名・短期２０名の方の入所・
利用があり、看護職員７名体制で業務を行ってお
ります。

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
４地割１－２０

社会福祉法人　若
竹会　サンホーム
みやこ雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護職／デイサービス（フ
ル）

2人

デイサービス利用者の看護業務です。利用者の記
録類の作成、健康相談等の業務を行います。現在
１日平均２５名程度の利用者があり、看護職員７
名、介護職員１８名体制で業務にあたっていま
す。送迎車への添乗はありません。

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
４地割１－２０

社会福祉法人　若
竹会　サンホーム
みやこ雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職／特別養護老人ホー
ム

2人

施設利用者（特養・短期入所者）への介護サービ
スの提供となります。（食事、入浴、排せつ、レ
クリエーション等）現在、特養５０名・短期２０
名の施設利用者がおり、介護職員２４名体制でお
世話をしています。昼は利用者２０人グループを

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
４地割１－２０

社会福祉法人　若
竹会　サンホーム
みやこ雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

山林作業員

5人

山林作業全般を行います。立木の伐採、玉切り、
枝払い作業、グラップルやフォワーダを使っての
作業道作設や木の集材、植林、下刈り等となりま
す。業務上必要な資格は入社後に取得可能です。
資格取得費用は当社で負担いたします。

岩手県宮古市黒田町６－
１

株式会社　国際資
源サービス

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

大工見習い「建設」

1人

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。経験は問いませんので、やる気
のある方の応募をお待ちしています。

岩手県宮古市松山７－１
３－４

株式会社　鈴喜建
設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

大工「建設」

1人

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～山田がほ
とんどです。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７－１
３－４

株式会社　鈴喜建
設

雇用期間の定めなし

大工経験者 岩手県宮古市、他

鋳物製造員

1人

津軽石事業所に勤務し、鋳物製造において工作機
械を使用して鋳物の製品を加工する業務です。製
品検査、溶接、熱処理等の作業工程があります。
機械加工図面の読める方は優遇します。

岩手県宮古市長町二丁目
８－２２

株式会社　小西鋳
造

岩手県宮古市

現場担当責任者（候補）

1人

フカヒレの加工作業に従事していただきます。原
料のフカヒレを乾燥、選別、梱包、加工の準備を
行います。原料は冷凍品と乾燥品があり、冷凍品
の入出庫の為、冷凍庫内作業も行います。初めは
現場作業を覚えながら、将来は現場担当責任者を

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根１３－８０－２１

株式会社　萬平
東北工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

コンサルティング営業（損
保・生保の営業）

1人

損害保険（自動車保険・火災保険等）および生命
保険のコンサルティング営業。担当エリアは、釜
石市・大槌町・山田町・宮古市地区となり個人向
け・法人向けに対する損害保険及び生命保険の提
案・販売を行って頂きます。車両は、自家用車を

岩手県釜石市中妻町２－
２－１１　山一ビル　３
階

株式会社　東海日
動パートナーズ東
北　釜石支社雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県宮古市、他

技術員「建設」

2人

土木・舗装工事の管理業務全般。工事の施工管
理、工事計画作成、施工管理立案から作業指示。
行政機関および発注者への提出書類作成。（パソ
コン貸与）連絡車を貸与します。主に釜石～山田
管内での業務となります。（稀に大船渡・宮古で

岩手県釜石市甲子町第５
地割６２番地１

株式会社　カネナ
カ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町、他

土木施工管理経験者
パソコン操作（エクセル、

ワード）

岩手県宮古市、他

作業員「建設」

2人

土木・舗装工事施工作業全般の補助的作業。資器
材等の運搬など機械作業で困難な作業全般を担当
して頂きます。現場は主に釜石～山田管内での作
業となります。（稀に大船渡・宮古での作業もあ
ります）

岩手県釜石市甲子町第５
地割６２番地１

株式会社　カネナ
カ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町、他

販売（宮古市）

1人

キャトル宮古２階、ふじ美苑において下記の業務
を行っていただきます。電話対応・在庫管理・レ
ジ業務・発注業務・テナントの清掃・事務（パソ
コン入力あり）丁寧にご指導致します。

岩手県盛岡市大通１丁目
２－１　サンビル　１階

有限会社　ふじ美
苑

岩手県宮古市

不動産の売買、仲介に関する業務を行っていただ
きます。中古住宅の流通、コンサルティング業
務。不動産開発営業。その他、付随する業務。転
勤範囲：青森・岩手・秋田。増員による募集で
す。

青森県八戸市類家四丁目
５－２

株式会社　ハシモ
トホーム

雇用期間の定めなし

エクセル操作可能な方 岩手県宮古市、他

建築スタッフ【宮古市】

1人

住宅（木造）建築に関する業務を行っていただき
ます。現場管理業務。プラン作成、見積り業務。
リフォーム業務及びメンテナンス業務。ＣＡＤ入
力及び建築確認申請業務。社用車（ＡＴ）使用し
ます。転勤範囲：青森・岩手・秋田。増員による

青森県八戸市類家四丁目
５－２

株式会社　ハシモ
トホーム

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

エクセル操作可能な方
仕事内容：いずれか１つ業

務経験あれば応募可

カーライフアドバイザー
（宮古店）

2人

新車および中古車の販売。既納先のお客様の対
応、店頭でのお客様対応が主な仕事になります。
車選びや車生活のアドバイス・新車および中古車
の商品説明・顧客データ管理業務・新車および中
古車の清掃他。

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【宮古市】

1人

住宅販売の営業活動を行っていただきます。展示
場での来客応対業務。インターネットでの問合せ
に対する応対業務。（プランの提供）マイカーを
使用します。転勤範囲：青森・岩手・秋田。増員
による募集です。

青森県八戸市類家四丁目
５－２

株式会社　ハシモ
トホーム

雇用期間の定めなし

エクセル操作可能な方

中学校講師（保健体育）

1人

中学校において保健体育の教科指導にあたって頂
きます。（週１８時間）教科指導の準備・生徒指
導。朝会から給食、業間時間や休み時間などを含
め１日の生活を共に過ごし、生徒指導上の指導支
援を行います。

岩手県宮古市五月町１－
２０　宮古合同庁舎内

宮古教育事務所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン操作（ワード、エ
クセル）できる方

岩手県宮古市

運行管理スタッフ

1人

当浄土ヶ浜パークホテルの送迎バスの運行業務に
従事します。宿泊・宴会・婚礼のお客様の送迎
で、大型バスや中型バスの運転となります。市内
や近隣町村が中心となりますが、慣れてからは盛
岡もあります。洗車や車両管理、その他付随する

岩手県宮古市日立浜町３
２－４

株式会社　浄土ヶ
浜パークホテル

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

セールススタッフ

1人

浄土ヶ浜パークホテルの宴会・宿泊の営業全般に
関わり、お客様の集客や応対、集客のための宣伝
等の業務に従事していただきます。慣れるまでは
先輩が同行します。飛び込み営業はありません。
その他、付随する業務も行っていただきます。

岩手県宮古市日立浜町３
２－４

株式会社　浄土ヶ
浜パークホテル

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

不動産開発スタッフ【宮古
市】

1人



変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時30分

170,400円～170,400円

正社員 59歳以下 03030- 1837771
交替制あり
(1) 8時30分～17時30分

117,424円～164,000円 (2)20時30分～ 5時30分

正社員 59歳以下 03030- 1839271
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時30分～17時30分

140,400円～168,480円

正社員以外 不問 03030- 1841371
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

149,500円～230,000円

正社員 61歳以下 03030- 1842671
大型自動車免許一種 変形（１年単位）
小型移動式クレーン (1) 8時00分～17時00分

玉掛技能者 161,000円～230,000円

正社員 61歳以下 03030- 1843571
普通自動車免許二種

（必須）
150,000円～180,000円

正社員 不問 03030- 1844471
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 142,700円～171,000円

正社員 不問 03030- 1845771
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 7時30分～17時00分

160,000円～250,000円

正社員 不問 03030- 1846871
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 6時30分～14時30分
185,000円～185,000円 (2)14時00分～22時00分

(3)22時00分～ 7時00分

正社員 35歳以下 03030- 1847271
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 7時30分～17時00分

雇用期間の定めなし 160,000円～250,000円

正社員 不問 03030- 1848971
普通自動車免許一種

看護師・助産師 (1) 9時00分～17時30分
保健師のいずれか 215,000円～270,000円

正社員 59歳以下 03030- 1849171
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
135,000円～150,000円 (2) 9時00分～18時00分

(3) 7時00分～16時00分

正社員 64歳以下 03030- 1852471
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
(ＡＴ限定不可·必須) (1) 8時00分～17時00分
土木施工管理技士１級 200,000円～300,000円
土木施工管理技士２級

正社員 64歳以下 03030- 1853771
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

138,000円～299,000円

正社員 不問 03030- 1854871
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(通勤用） (1)10時00分～19時00分
154,000円～209,000円

正社員 59歳以下 03030- 1855271
大型自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 7時30分～17時00分
165,000円～220,000円

正社員 不問 03030- 1857171
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(通勤用） (1) 8時00分～16時50分
122,973円～130,530円 (2)17時00分～ 1時50分

正社員 59歳以下 03030- 1858071
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時30分～17時00分

140,400円～259,200円

正社員 不問 03030- 1859371
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(通勤用） (1) 8時00分～16時50分
122,973円～130,530円 (2)17時00分～ 1時50分

正社員 59歳以下 03030- 1860571
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(通勤用） (1) 8時00分～16時50分
122,973円～130,530円

正社員 59歳以下 03030- 1861471
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
140,000円～145,000円

正社員 不問 03030- 1863871
3

一般事務≪急募≫

1人

パソコンを使用し、役所提出用の書類作成、安全
管理の書類作成、仕入帳の管理等関係書類の作成
を行っていただきます。その他に来客・電話対応
や清掃を行います。事務経験のない方への指導を
致します。

岩手県下閉伊郡田野畑村
和野２６３－１

大崎建設　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）できる方

岩手県下閉伊郡田野畑村

外観検査（山田）

1人

工業製品に使用されるゴムパッキンの汚れや、形
状等の外観検査業務に従事していただきます。目
視でパッキンの選別を行い、カッターやハサミで
バリを取り、仕上げる作業です。座っての作業と
なります。

岩手県下閉伊郡山田町大
沢４－２０－１４０

ツインスターテク
ノロジー株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

プレスオペレーター（岩
泉）

2人

当社において、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
込んでプレスし、製品になって出てきたものを取
り込む作業です。特別な技術や知識は必要ありま
せんが、立ち仕事となり、夏場は暑い中での作業

岩手県下閉伊郡山田町大
沢４－２０－１４０

ツインスターテク
ノロジー株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

事務職員

1人

経理および建設事務に従事していただきます。現
金出納帳の記入、受注管理台帳への記帳管理、請
求書作成、電話・来客応対等を行っていただきま
す。銀行業務など外回りには社用車を使用しま
す。建設事務経験あれば尚可。

岩手県下閉伊郡岩泉町袰
綿字浦場６５－１

有限会社　澤里土
木工業

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード・エ
クセル）

岩手県下閉伊郡岩泉町

プレスオペレーター（山
田）

1人

当社において、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
込んでプレスし、製品になって出てきたものを取
り込む作業です。特別な技術や知識は必要ありま
せんが、立ち仕事となり、夏場は暑い中での作業

岩手県下閉伊郡山田町大
沢４－２０－１４０

ツインスターテク
ノロジー株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

大型ダンプ・生コン車運転
手

1人

大型ダンプカーまたは大型生コン車などの運転業
務に従事していただきます。現場は久慈市、野田
村、普代村、田野畑村、岩泉町、宮古市などにな
ります。経験者は優遇いたします。大型自動車二
種免許があれば尚可。

岩手県下閉伊郡田野畑村
奥地３３

田野畑交通　有限
会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村、他

メガネ・補聴器販売員
（コーディネーター）

1人

店内において、メガネや補聴器の販売となりま
す。お客様に合うメガネや補聴器をコーディネー
トしていただきます。その他、検眼、メガネ修理
加工、店内清掃となります。休日は交替制となり
ます。女性が活躍している職場です。経験者優

岩手県宮古市宮町三丁目
９－１６

アコール　株式会
社（弐萬圓堂宮古
バイパス店）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

建築大工「建設」

5人

建築工事に関連する作業全般に従事していただき
ます。各現場において、一般住宅などの木造建築
やリフォーム、それらに伴う土木作業、加工場作
業などを全般的におこないます。経験者、建築系
有資格者は優遇いたします。

岩手県宮古市近内２－６
－１０

株式会社　キクチ
工務店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木施工管理技士「建設」

1人

当社請負の各現場において土木工事の現場施工管
理業務や工程管理業務等に従事していただきま
す。現場は現在、岩泉町や田野畑村が中心であ
り、現場間の移動などには社用車を使用します。

岩手県下閉伊郡岩泉町小
本字鈩３０５番地１

株式会社　佐藤組

雇用期間の定めなし

経験者 岩手県下閉伊郡岩泉町、他

介護職員「介護」

1人

地域密着型特別養護老人ホームと併設ショートス
テイ利用者の介護を担当していただきます。入
浴、食事、排泄、更衣、口腔ケア、レクリエー
ション、アクテイビテイー、看取り介護、認知症
ケア、施設内環境整備、見守り、利用者・家族へ

岩手県下閉伊郡田野畑村
奥地１３番地

社会福祉法人　山
栄会　特別養護老
人ホーム　リアス
倶楽部

雇用期間の定めなし

老人介護の経験者
又は 7時00分～22時00分の
間の8時間

岩手県下閉伊郡田野畑村

訪問看護「看護」

2人

在宅療養する患者さんのご自宅に訪問し、主治医
の指示により看護業務を行います。１日の訪問件
数は平均４件となります。主に在宅療養、介護方
法の指導、医療器具、医療機器の管理、注射、点
滴等になります。報告書作成があり簡単なパソコ

岩手県宮古市宮町二丁目
２番１９号

株式会社　メディ
ケア・システム

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

配管工「建設」

1人

宮古下閉伊地区などの各現場での配管作業等に従
事して頂きます。給排水工事、下水道工事、水回
りの修理などの業務です。管工事、給水、排水設
備免許所持の方は優遇いたします。

岩手県宮古市長町１－６
－１６

株式会社　神道設
備

岩手県宮古市

フロント業務

1人

ビジネスホテルのフロント業務。宿泊予約の受け
付け、来客・宿泊客対応、宿泊料金の精算業務、
顧客管理などに伴うパソコン簡易操作、問合せ等
の電話対応などを行っていただきます。また、施
設管理として客室や施設内の簡単なチェック、朝

岩手県宮古市新町２－５ 有限会社　熊安旅
館（宮古セントラ
ルホテル熊安）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木作業員「建設」

1人

主に宮古下閉伊地区などの一般住宅等の基礎工事
の現場作業に従事していただきます。２ｔ～４ｔ
ダンプ、社用車の運転があります。人力での作業
があり、初心者の方でも体力に自信のある方を希
望します。

岩手県宮古市長町１－６
－１６

株式会社　神道設
備

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

現場検査・事務

2人

電子部品のプラスチックを加工する現場におい
て、目視・顕微鏡による検査および付随する事務
処理をしていただきます。未経験の方でも研修が
ありますので、安心してご応募下さい。　　

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

運転手

1人

タクシー運転及びスクールバスの運転。町内小中
学校のスクールバス運転（登校時・下校時）及び
介護施設等の委託車両の運転があります。この運
転は、大型免許所持従業員が交替で行います。空
き時間はタクシー運転業務となります。

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－５１－６

マルヨタクシー
有限会社

雇用期間の定めなし

又は 7時00分～ 0時00分の
間の8時間

岩手県下閉伊郡山田町

製品製造員及び大型自動車
運転手

1人

　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
間終了後、型枠から外す作業、使用した型枠掃除
などを行います。フォークリフト免許をお持ちの

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根４－１２

有限会社　豊興

雇用期間の定めなし

大型自動車運転 岩手県下閉伊郡山田町

コンクリート製品営業

1人

商社や建設業会社への営業を行います。現場での
打合せ、現場確認等となります。事務所ではパソ
コンを使用し見積、請求書作成、電話対応となり
ます。営業エリアは宮古市内、下閉伊、釜石、遠
野市で社用車使用となります。担当が同行します

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根４－１２

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、他

牧場管理

1人

長嶺牧場において、育成牛の飼養業務全般と牧草
収穫が主に担当していただく業務になります。正
社員への登用制度あり。トラクター運転経験があ
る方は、採用面で優遇します。

岩手県下閉伊郡田野畑村
尾肝要３９－１

一般社団法人　田
野畑村産業開発公
社雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上） 岩手県下閉伊郡田野畑村

成形オペレーター

1人

コネクタ成形機のオペレーター業務。成形機への
成形条件設定・操作及び材料供給。また、成形品
の製品検査も行っていただきます。通信機械や自
動車用電子機器などに幅広く使用されているコネ
クタの関連業務です。

岩手県宮古市板屋３－１
１－１５

株式会社　エム・
アイ・エス東北工
場雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

塗装工（見習い可）／宮古
≪急募≫

2人

一般住宅や集合住宅の塗装工事をおこないます。
コンプレッサー（エアスプレー）やエアレススプ
レーを使用して屋根や外壁を塗る作業です。現場
等へは、原則として社用車を使用し、乗合いで移
動します。盛岡・仙台へ１週間程の出張をお願い

岩手県宮古市大字田鎖１
２－１０－５

有限会社　東北ペ
イント

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市



大型自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 203,150円～227,050円

正社員 59歳以下 03030- 1865971
普通自動車免許一種

(通勤用） (1) 8時30分～17時30分
125,856円～198,720円

正社員以外 59歳以下 03030- 1867071
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

200,000円～400,000円

正社員 64歳以下 03030- 1868371
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 256,300円～419,400円

正社員 64歳以下 03030- 1870771
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

土木施工管理技士１級 250,000円～500,000円
土木施工管理技士２級

正社員 59歳以下 03030- 1871871
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分
準中型自動車免許 158,440円～181,740円

正社員 64歳以下 03030- 1873971
普通自動車免許二種

(1)21時00分～ 4時00分
115,200円～156,000円

正社員 18歳以上 03030- 1876371
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
130,000円～170,000円

正社員 64歳以下 03030- 1878571
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1)21時00分～ 4時00分

105,600円～156,000円

正社員 18歳以上 03030- 1879471
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(通勤用） (1) 8時00分～17時00分
135,000円～220,000円

正社員 64歳以下 03030- 1880271
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(通勤用） (1) 8時00分～17時00分
142,560円～194,400円

正社員 18歳～64歳 03030- 1882171
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(通勤用） (1) 8時30分～17時30分
130,000円～150,000円

正社員 不問 03030- 1885671
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
161,700円～300,300円

正社員 不問 03030- 1886571
栄養士 変形（１ヶ月単位）

(1) 5時00分～14時00分
135,000円～160,000円 (2) 8時30分～17時30分

(3) 9時45分～18時45分

正社員 59歳以下 03030- 1887471
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
161,700円～277,200円

正社員 不問 03030- 1888771
普通自動車免許一種

(通勤用） (1) 9時00分～18時00分
145,152円～145,152円

正社員以外 不問 03030- 1890171
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時30分
162,000円～237,600円

正社員 64歳以下 03030- 1891071
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(通勤用） (1) 8時00分～17時30分
150,000円～200,000円

正社員 64歳以下 03030- 1892371
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30分

玉掛技能者 210,000円～230,000円

正社員 64歳以下 03030- 1893671
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 9時00分～17時00分

115,000円～230,000円

正社員 不問 03030- 1894571
普通自動車免許一種

(1) 9時00分～18時00分
雇用期間の定めなし 135,000円～180,000円

正社員 不問 03030- 1897871
4

自動車整備

1人

自動車の車検整備、点検整備、部品の交換、修理
などを行っていただきます。普通乗用車をメイン
に扱っています。作業は１～２人で行っていま
す。その他、納車・引き取り業務もあります。自
動車整備業務が初めての方でも応募可能です。

岩手県宮古市磯鶏１丁目
１－２８

株式会社　アル
ティメットプラン
ニング雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ブライダルアドバイザー

1人

婚礼衣装のアドバイス業務。式場、会場に対する
営業活動・衣装展示会の備品運搬業務・美容室へ
の衣装貸出配達（ルート配送あり）経験者尚可。
簿記３級程度の資格・知識ある方優遇。

岩手県宮古市新川町３－
１６

株式会社　イワテ
ブライダルセン
ター　宮古店

パソコン（エクセル）基本
操作

岩手県宮古市

配送運転手≪急募≫

1人

小型移動式クレーン（ユニック）４ｔ車を運転
し、住宅用建材の配送を行っていただきます。配
送エリアは岩手県内全体、場合によって宮城県県
北方面があります。宮城県県北方面への配送の際
は、早朝からの勤務で日帰りとなります。帰社の

岩手県宮古市実田１丁目
５－１３

株式会社　ヤマウ
チ

雇用期間の定めなし

小型移動式クレーン操作 岩手県宮古市、他

木材加工（製造）≪急募≫

1人

製造部にて、住宅木材の加工を中心に、製造に関
する業務を担当していただきます。主に壁の枠組
みの製造作業となります。木工機械に手作業で木
材を並べ、機械を使って釘打ちや、カット、梱包
を行います。未経験の方でも一から指導します。

岩手県宮古市実田１丁目
５－１３

株式会社　ヤマウ
チ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

建築技術者（見習い）「建
築」≪急募≫

2人

建築現場の管理および施工者の補助をしていただ
きます。いずれは建築技術者を目指していただく
ことから、設計図の見方や大工技術の習得をして
いただきます。雨の日は工場で木材の製造業務を
していただきます。小型移動式クレーン、玉掛け

岩手県宮古市実田１丁目
５－１３

株式会社　ヤマウ
チ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員（道の駅やまだ）

1人

道の駅において、町内特産物や日常品の販売に係
る業務全般を行います。接客、レジ操作、商品袋
詰め、陳列補充、整理、店内外清掃等を行いま
す。接客経験者が望ましい。

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－１４１

山田町特産品販売
協同組合

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡山田町

土木作業員　「建設」

2人

一般土木作業全般に従事していただきます。事業
所所在地に集合し、現場までは会社の車（ワゴン
車）で乗り合いで行きます。現場は主に宮古～釜
石の沿岸部となります。経験者の方は優遇、車両
系基礎工事用運転免許あれば尚可。

岩手県宮古市磯鶏３丁目
７番３４

株式会社　金子技
建

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

調理員兼栄養士

2人

ほほえみの里利用者（おおよそ入所者１００名、
通所者６０名）の食事調理業務全般。下ごしら
え・調理・食器の洗浄、食材の発注や管理も行っ
ていただきます。そのほか調理場の清掃や付随す
る業務となります。管理栄養士２名、調理員１０

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
９地割３９番地２７

医療法人　仁泉会
介護老人保健施設
ほほえみの里雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

型枠大工「建設」

3人

型枠の加工、組立、取付等の型枠工事を行いま
す。現場は主に宮古市内で、事業所所在地に集合
し、現場までは社用車（主にワゴン車）で乗り合
いで行きます。経験者の方は優遇。住込み可（単
身用アパート）

岩手県宮古市磯鶏３丁目
７番３４

株式会社　金子技
建

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

工作機械オペレーター・発
送係（正社員）

2人

金属プレートの切断、フライス、研磨、面取り等
加工業務を行っていただきます。その他、製品の
真空パック、梱包、送り状貼りつけ、発送品の移
動・運搬（手作業）などの作業も行っていただき
ます。機械操作は初心者でも１ヶ月程度で習得で

岩手県下閉伊郡山田町船
越９－２１８－１

株式会社ユーメリ
ア岩手

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

警備員

10人

主に宮古市・山田町の道路、建設、水道、電気工
事等の工事現場での交通誘導。及び、イベント会
場等での警備、駐車場警備・誘導業務に従事いた
します。また、事業所・庁舎等での施設警備など
もあります。未経験の方大歓迎　遠慮なくご応募

岩手県宮古市磯鶏沖１０
番３号

株式会社　ＳＳＰ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

機械加工オペレーター

1人

機械加工オペレーターＮＣ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
事です。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で優遇します。未経験者
の方でも指導しますので、やる気のある方を希望

岩手県宮古市津軽石１６
－９－１

株式会社　コアク
ラフト

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

運転手（随伴車）

1人

宮古市内・近郊を中心とした運転代行業務全般と
なります。お客様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
両管理等を行っていただきます。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

運転経験１年以上 岩手県宮古市

事務全般

1人

建設業に関する事務業務全般を行っていただきま
す。一般住宅・土木や公共工事に関する各種書類
作成、パソコン入力、電話・来客対応、掃除、ポ
スティング等です。年に数回程度、イベント等で
日曜・祝日出勤の場合があります。経験のない方

岩手県宮古市太田一丁目
８番２０号

有限会社　乙戸建
設

雇用期間の定めなし

パソコン（ワード・エクセ
ル）出来る方

岩手県宮古市

代行運転手

1人

宮古市内・近郊を中心とした運転代行業務全般と
なります。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

大工見習い「建設」

2人

一般住宅の建築工事全般に従事します。各現場に
おける大工の見習いを募集します。現場の清掃や
資材の準備、運搬などの作業から始めていただき
ます。長く勤めていただける方、意欲のある方、
努力できる方を希望します。

岩手県宮古市太田一丁目
８番２０号

有限会社　乙戸建
設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木技術者「建設」

1人

公共土木工事現場の施工管理業務になります。施
工管理、積算見積業務や施工計画、工程管理、安
全管理、図面作成、写真管理などを行っていただ
きます。公共工事の無い時期は民間工事の土木作
業、解体工事、収集運搬作業を行っていただきま

岩手県宮古市黒森町９－
２８

丸信建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

大工「建設」

1人

大工作業に従事していただきます。主な工事現場
としては、公共工事から一般住宅などの新設、営
繕、下請けなど、全般的に行っております。大工
の業務経験がある方を募集いたします。

岩手県宮古市八木沢三丁
目１１－５

株式会社　菊地建
設

大工経験者
岩手県宮古市、他

土木技術者「建設」≪急募
≫

1人

公共工事や一般土木工事などの施工計画案の作成
をはじめ、工事中における品質管理、安全管理、
施工の調整など監督・指揮業務や各種書類作成を
お願いします。就業場所は担当の現場事務所が基
本になりますが、現場への直行直帰をお願いする

岩手県宮古市八木沢三丁
目１１－５

株式会社　菊地建
設

雇用期間の定めなし

土木施工管理業務経験者
岩手県宮古市、他

精密部品の検査

1人

目視及び、実体顕微鏡を使用して製品の外観検査
を行います。測定器を使用して、製品の寸法検査
を行います。その他、パソコンを使用して製品検
査成績書作成等の事務作業も行います。正社員へ
の登用の可能性あり。経験者尚可（賃金面で優遇

岩手県下閉伊郡山田町石
峠３－１７－４

和田工業株式会社
東北工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

大型トラック運転手及び土
工

1人

各工事現場において、大型トラック(10ｔ車)を運
転し、土砂の運搬作業を行っていただくほかに、
作業員として工事作業全般に従事していただきま
す。主な工事現場は沿岸地域となります。

岩手県宮古市山口一丁目
４－２５

株式会社　オガサ
ワラ産業

大型自動車運転経験 岩手県宮古市

(Ｈ29.3.12以降免許取
得の方)



普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時15分

170,000円～300,000円

正社員 18歳以上 03030- 1899971
中型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時00分
140,000円～158,000円

正社員 35歳以下 03030- 1900471
フォークリフト技能者

(必須) (1)17時00分～ 3時50分
大型自動車免許一種 205,000円～210,000円 (2) 3時00分～13時05分

正社員 59歳以下 03030- 1901771
普通自動車免許一種 交替制あり

(通勤用） (1)10時00分～19時00分
雇用期間の定めなし 168,700円～201,700円 (2) 9時30分～18時30分

正社員 59歳以下 03030- 1902871
普通自動車免許一種

(通勤用） (1) 8時30分～17時00分
介護職員初任者研修 130,200円～130,200円

正社員以外 不問 03030- 1903271
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

161,000円～253,000円

正社員 59歳以下 03030- 1911271
調理師

普通自動車免許一種 (1)10時00分～21時00分
150,000円～250,000円

正社員 不問 03030- 1913171
柔道整復師 変形（１ヶ月単位）

はり師いずれか (1) 9時00分～18時30分
普通自動車免許一種 160,000円～250,000円

正社員 59歳以下 03030- 1918471
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
201,600円～201,600円

正社員 69歳以下 03030- 1921171
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時30分～17時15分

274,260円～274,260円

正社員以外 不問 03030- 1925571
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(通勤用） (1) 7時00分～16時00分
124,560円～190,300円 (2) 8時30分～17時30分

(3)16時00分～ 9時00分

正社員 63歳以下 03030- 1927771
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時00分
雇用期間の定めなし 183,800円～183,800円 (2)16時30分～ 0時30分

正社員 40歳以下 03030- 1929271
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

172,500円～195,500円

正社員 59歳以下 03030- 1931371
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時30分
130,000円～223,200円 (2)17時30分～ 8時30分

正社員以外 18歳以上 03030- 1934471
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分

124,107円～137,280円 (2)11時00分～20時00分
(3)16時00分～ 9時00分

正社員 64歳以下 03030- 1935771

(1) 9時10分～16時50分
106,000円～106,000円

正社員 不問 03030- 1936871
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

建築士（１級） (1) 9時00分～18時00分
建築士（２級） 200,000円～400,000円

正社員 59歳以下 03030- 1940671
看護師又は 変形（１ヶ月単位）
准看護師 (1) 7時30分～16時30分

普通自動車免許一種 162,000円～212,000円 (2) 9時00分～18時00分
(3)12時00分～21時00分

正社員以外 不問 03030- 1941571
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(通勤用） (1) 5時30分～14時30分
152,000円～157,000円 (2) 8時30分～17時30分

(3) 9時00分～18時00分

正社員以外 不問 03030- 1942471
介護支援専門員

普通自動車免許一種 (1) 8時30分～17時15分
208,500円～208,500円

正社員 59歳以下 03030- 1945271
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時15分～17時15分

124,047円～124,047円

正社員以外 64歳以下 03030- 1946971
5

事務補助

1人

営業担当の指示において、商品受注業務、パソコ
ンを使用し営業書類事務処理業務、規格書や仕様
書作成等、電話対応などをしていただきます。そ
の他、市内にイカなどの冷凍商品を社用車（ワン
ボックス）で配達も行います。入社後に指導いた

岩手県宮古市長町二丁目
３－１

共和水産　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）のできる方

岩手県宮古市

介護支援専門員「介護」

1人

利用者の方のケアマネジメント業務を行います。
介護サービス計画の作成（３０件程度）、介護事
業者等との連絡調整を行う業務に従事していただ
きます。外出の際には当社会福祉協議会の社用車
を使用していただきます。

岩手県下閉伊郡山田町山
田第１５地割８２番２

社会福祉法人　山
田町社会福祉協議
会雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

調理員（臨時職員）

1人

いずれかの施設での調理や弁当の調理業務に従事
していただきます。野菜の下処理、配膳、洗浄作
業、清掃作業も行います。恵の里給食センターで
は４施設利用者の朝食、昼食、夕食約３００食分
を調理員４名体制、きずな保育園では約２０食分

岩手県下閉伊郡山田町山
田１－１１－３

社会福祉法人　親
和会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

看護師（臨時職員）「看
護」

1人

配属先の当法人各施設においての看護業務を行い
ます。障がい者、高齢者等の利用者・入所者の日
常活動支援、健康管理バイタルチェック、服薬管
理等を行います。又、場合によっては介護支援業
務があります。

岩手県下閉伊郡山田町山
田１－１１－３

社会福祉法人　親
和会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

設計管理業務「建設」≪急
募≫

1人

一戸建住宅の建築について施工主とのプラン・仕
様・追加工事などの打合せ、調整。施工業者見積
の調整、施工業者との打合せ、各工程の確認、完
成引渡しの立合い。その他関係官庁への申請業務
などを行います。

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎１
１地割１６－１９

フェニーチェホー
ム南洋　株式会社

雇用期間の定めなし

パソコン、ＣＡＤ操作が出
来る方

岩手県宮古市

営業

1人

個人・法人への生命保険・損害保険販売。ライフ
プランに対応した保険の設計・販売・アフター
フォロー、新商品のご案内、新規開拓等の営業業
務をお願いします。経験のない方の応募も可能で
す。充実した研修制度により安心して勤務できま

岩手県宮古市大通４丁目
４－２２

朝日生命保険　相
互会社　盛岡支社
宮古営業所雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員／小本「介護」

1人

小規模多機能型居宅介護事業所及び、グループ
ホームでの介護業務を行っていただきます。主な
仕事の内容は、利用者の方の日常生活支援、レク
リエーション、送迎付き添い、介護（食事、入
浴、排せつ介助等）となります。

岩手県宮古市向町２番３
４号

有限会社　介護施
設　あお空

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

葬祭施行補助及び打合せ担
当／嘱託職員

2人

葬祭全般にかかわる業務。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。仕事に慣れてきたら（２）の勤務時間も対
応していただきます。（２）の勤務は自宅待機と
なります。

岩手県宮古市小山田３丁
目３番５号

いわて生活協同組
合　葬祭部　セリ
オホールみやこ雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

経験者 岩手県宮古市

一般土木作業員「建設」

1人

主に宮古市内における建設現場での土木作業に従
事していただきます。下水道工事、災害復旧工
事、一般道路工事などとなり、建設機械では処理
不可能な細部の作業、掘り起し、埋め戻し作業等
になります。土木経験者や１級２級土木技術者有

岩手県宮古市上鼻二丁目
６番７５号

株式会社　伊藤礦
業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

カウンター及びホールス
タッフ

3人

パチンコ、スロット店のカウンタースタッフ及び
ホールスタッフとして、お客様に快適に遊戯をし
ていただくためのサービスを提供する仕事です。
管理者候補としての採用となります。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中家２６－１

株式会社　ジェッ
ク

岩手県下閉伊郡岩泉町

介護職員／正社員「介護」

1人

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を行いま
す。また、食事の準備や後片付け、洗濯、清掃、
その他雑務等行います。

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）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

技能／宮古土木センター

1人

パトロール車を運転または搭乗し、道路状況の監
視、道路補修（路面の穴ぼこ修繕）、張り出した
枝、落石の除去、動物の死がい除去等になりま
す。パソコンを使用し報告等を入力作業もありま
す。監視や補修範囲は宮古市、山田町となりま

岩手県宮古市五月町１番
２０号　宮古地区合同庁
舎内

岩手県沿岸広域振
興局

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン操作（ワード・エ
クセル）ができる方

岩手県宮古市、他

伐採・運搬作業員

1人

山林から木を伐採し、採材した木材を切断する作
業や機械等を使用し運搬作業を行います。山林で
の作業、機械操作もあるため体力を必要とする仕
事です。伐採作業に必要な免許、資格は就業後に
取得していただきます。（費用は会社負担）

岩手県宮古市宮町四丁目
５番１９号

株式会社　中山木
材

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

柔道整復師・針灸師

1人

市内に３店舗ある接骨院、針灸院において、柔道
整復師業務または針灸業務、超音波診断装置を使
用しての診断を得意とし、スポーツ外傷・障害を
持った方が多数来院されます。施術以外に受付・
会計業務も行っていただきます。レセプトコン

岩手県宮古市保久田４－
２７

株式会社　トップ
チーム　いとう接
骨院　針灸院雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理スタッフ（ビジネスイ
ンやまだ／浜処いっぷく）

1人

和食を中心に、定食・丼物・そば等のメニューが
あり、仕込み、調理、盛り付け、皿洗い、清掃等
をしていただきます。他に３名調理スタッフがお
ります。社用車（軽ワゴン等）にて、配達や食材
の買い出しをお願いすることもあります。

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－１３４－１

株式会社　いっぷ
く

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

鉄筋工「建設」

2人

鉄筋の加工および組立業務に従事していただきま
す。鉄筋加工場にて鉄筋を切断し、曲げ加工した
ものを建築現場や土木工事現場にて組み立ておよ
び取付作業を行っていただきます。現場間の移動
は社用車を使用します。玉掛け、移動式クレーン

岩手県宮古市松山５－１
７－１

有限会社　因幡鉄
筋工業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護員「介護」

2人

千徳デイサービスセンターの利用者４０名の介護
に関する業務全般となります。利用者の身の回り
の世話、食事、入浴、排泄、リハビリ等の介助や
見守りなど行います。また、食事の準備や後片付
け、レクリエーション業務、洗濯、清掃、その他

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
月以上）

岩手県宮古市

店舗窓口スタッフ（正社
員）

1人

ドコモショップ宮古千徳店での店舗窓口業務を
行っていただきます。機器の説明や、最適料金プ
ランの提案、故障受付等、ドコモの携帯電話に関
連した全ての受付業務となります。

岩手県宮古市板屋１丁目
２番１０－１号

株式会社サンデック
ス　ドコモショップ
宮古千徳店

パソコンのキーボード入力 岩手県宮古市

路線ドライバー

1人

１０ｔ車を使用して、食品・製品等雑貨を宮古営
業所より盛岡支店に回送する業務となります。集
配物の積み降ろし作業は手積みもありますが、パ
レット等積載の荷物はフォークリフトを使用して
作業します。大型運転手、フォークリフト経験者

岩手県宮古市津軽石１０
－３５－３７

東北西濃運輸株式
会社　宮古営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

直販営業（ルート納品・配
送・管理業務）《急募》

1人

スーパーマーケット等の小売店舗および自動販売
機への納品と、商品管理（２トン車両を利用し、
取引先店舗等への納品）を行っていただきます。
その他に、営業関連業務及び付随する事務処理業
務（パソコン使用）を行います。

岩手県宮古市上鼻二丁目
１番５号

宮古ヤクルト販売
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）

岩手県宮古市、他

営業管理職候補

1人

営業管理職候補として業務に従事していただきま
す。警備業務、現場指導、営業管理関係事務、イ
ベント警備等打合せ、建設会社等に対し警備員の
仕事に関しての営業を行います。試用期間中は、
警備職として勤務し、様々な現場において経験を

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

岩手県宮古市



普通自動車免許一種 変形（１年単位）
(通勤用） (1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 126,000円～140,000円 (2)20時00分～ 5時00分

正社員 59歳以下 03030- 1950571
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(通勤用） (1) 8時00分～17時00分
140,000円～160,000円

正社員 59歳以下 03030- 1953871

(1) 8時00分～17時00分
129,600円～183,600円

正社員 18歳～64歳 03030- 1956171
中型一種（８ｔ限定） 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
160,000円～200,000円

正社員 不問 03030- 1957071
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(通勤用） (1) 8時00分～17時00分
126,000円～145,000円

正社員 59歳以下 03030- 1959671
警備員検定試験２級 変形（１ヶ月単位）
普通自動車免許一種 (1) 8時00分～17時00分

193,500円～193,500円 (2)21時00分～ 6時00分

正社員以外 59歳以下 03030- 1963971
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

186,400円～302,900円

正社員 不問 03030- 1964171
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
121,760円～121,760円

正社員 64歳以下 03030- 1965071
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

172,000円～172,000円 (2)21時00分～ 6時00分

正社員以外 59歳以下 03030- 1966371
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

186,400円～302,900円

正社員 不問 03030- 1967671
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(通勤用） (1) 8時30分～17時30分
142,000円～250,000円

正社員 59歳以下 03030- 1968571
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

180,000円～300,000円

正社員 59歳以下 03030- 1970271
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

180,000円～300,000円

正社員 59歳以下 03030- 1972171
薬剤師 変形（１年単位）

(1) 9時00分～17時30分
300,000円～350,000円 (2) 9時00分～13時00分

正社員 不問 03030- 1973071
普通自動車免許一種

(通勤用） (1) 9時00分～18時00分
雇用期間の定めなし 155,000円～207,000円 (2)10時30分～19時30分

正社員 40歳以下 03030- 1974371
普通自動車免許一種 交替制あり

(通勤用） (1) 7時30分～16時30分
155,000円～207,000円 (2)18時30分～ 3時30分

正社員 35歳以下 03030- 1975671
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

135,140円～135,140円

正社員以外 不問 03030- 1978771
大型自動車免許二種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
195,500円～229,100円

正社員 59歳以下 03030- 1981071
大型特殊自動車一種 変形（１年単位）

(1) 6時00分～15時00分
214,100円～251,100円 (2) 7時00分～16時00分

(3) 8時00分～17時00分

正社員 59歳以下 03030- 1982371
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 6時00分～15時00分
214,100円～251,100円 (2) 7時00分～16時00分

(3) 8時00分～17時00分

正社員 59歳以下 03030- 1983671
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時30分～17時15分

142,392円～142,392円

正社員以外 不問 03030- 1988271
6

事務補助兼現場作業員／農
林課（期限付臨時職員）

2人

宮古市役所新里庁舎内農林課への勤務となりま
す。主な仕事の内容は、国土調査事業の書類整理
やパソコンデータ入力等、現地調査等の現場作
業、その他に庶務等職員補助業務があります。

岩手県宮古市新川町２－
１

宮古市役所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） パソコン（ワード・エクセ

ル）操作ができること
岩手県宮古市

ダンプ運転手／宮古

1人

各工事現場において、大型ダンプ（１０ｔ車）の
運転業務に従事していただきます。主に土砂、砕
石等の運搬となります。その他日々の業務とし
て、車両の点検、運転日報、洗車などの付随業務
も行っていただきます。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中家１２番地１

岩泉自動車運輸
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ダンプ及び貨物自動車運転
手

3人

各工事現場において、大型ダンプ（１０ｔ車）の
運転業務に従事していただきます。主に土砂、砕
石等の運搬となります。また大型貨物自動車（１
２ｔ車）の運転業務にも従事していただきます。
主に北上市へチップの運搬となります。その他

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中家１２番地１

岩泉自動車運輸
株式会社

雇用期間の定めなし

又は 5時30分～20時00分の
間の7時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

バス運転手

2人

町民バス（路線バス）や貸切バスの運転業務を行
います。町民バスは中型、貸切バスは主にマイク
ロバスの運転となります。その他日々の業務とし
て、バスの点検、運転日報、洗車などの付随業務
も行っていただきます。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中家１２番地１

岩泉自動車運輸
株式会社

雇用期間の定めなし

又は 5時30分～21時00分の
間の7時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

加工従業員

3人

当組合加工場において、わかめ・昆布・ふのり・
ひじき等の海藻類を原料として、塩蔵品や乾燥物
の加工・製造作業を行います。わかめ・昆布につ
いては等級別の選別作業も行います。また、袋詰
めから製品出荷までの作業も担当します。

岩手県宮古市田老三丁目
２番１号

田老町漁業協同組
合（加工場）

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

工作機械オペレーター

3人

工作機械（汎用又は自動機）による、金属製品の
切削又は研削加工作業の業務をしていただきま
す。汎用機は手動作業、自動機はコンピュータ画
面での入力作業となります。ほとんどが立ち仕事
となります。交替勤務は１～３ヶ月間後状況見な

岩手県宮古市松山第１地
割２９番地１

パンチ工業株式会
社　宮古工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

管理業務

2人

客先製品受入れ対応及び外注先手配、進捗確認の
業務になります。受注関係のデータ入力を主にパ
ソコンを使った操作があります。専用ソフトを
使った作業となります。その他電話対応等もあり
ます。

岩手県宮古市松山第１地
割２９番地１

パンチ工業株式会
社　宮古工場

岩手県宮古市

薬剤師

2人

医師の処方箋に基づき、飲み合わせや副作用、用
法・用量などのチェックを行い、患者さんに合わ
せた調剤を行っていただきます。また、調剤に伴
う事務処理も併せて担当していただきます。その
他、服薬に関する説明やＯＴＣ医薬品の販売業務

岩手県宮古市向町２－４
０

合資会社　健康堂
薬局

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木作業員「建設」

1人

土木工事の現場作業全般に従事していただきま
す。一般住宅から公共工事の上下水道工事、浄化
槽工事、リフォーム工事等、幅広く行っていま
す。建設車両系の免許・資格があれば優遇しま
す。経験なくてもやる気があれば一から指導しま

岩手県宮古市大字津軽石
１４－３８－４

有限会社　山舘設
備工事

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

配管工「建設」

1人

水道施設設備配管、管設備、土木工事等の配管作
業全般に従事していただきます。一般住宅から公
共工事の上下水道・浄化槽・リフォーム等の工事
に伴う、給排水など衛生配管の設備配管、管工事
を行います。経験、中型運転免許があれば尚可で

岩手県宮古市大字津軽石
１４－３８－４

有限会社　山舘設
備工事

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

成形金型の保守・メンテナ
ンス

2人

プラスチック成形用精密金型の保守メンテナンス
業務となります。成形後の金型のクリーニング及
び保守メンテナンスを行うことで、高品質の成形
品を生産することが出来る重要な業務となります
が、自分がメンテナンスした金型で数多くの製品

岩手県宮古市大字崎鍬ヶ
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

塗装工（見習い可）「建
設」

3人

建築物等の保護や美観に関わる塗装・吹き付け及
びそれに付随した作業全般に従事していただきま
す。主に一般住宅・ビル、公営住宅、病院等を
行っております。現場には事務所集合で乗合で移
動となります。年１回程度、主に東北圏内の出張

岩手県下閉伊郡山田町織
笠第１４地割３２番地２
２９

有限会社　サワダ
建装

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町、他

警備員

5人

住民への「安全」の提供と「復興支援」を担うお
仕事です。具体的には復興工事現場で工事車両や
一般車の誘導業務、歩行者の誘導業務に従事して
頂きます。事前研修を４日、現場研修１日（３０
時間以上）と充実の研修内容で、未経験者の方で

岩手県宮古市宮町４丁目
５番１６号

東洋ワークセキュ
リティ株式会社
宮古営業所雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務職／正社員（大判川冷
蔵工場）

1人

水産物の保管業務をしている工場です。電話の対
応、受注、発注、外出用務（郵便局など）、パソ
コンによる入力作業等、一般事務の仕事です。パ
ソコンは基本操作（ワード・エクセル等）ができ
れば可能です。操作については指導します。外出

岩手県下閉伊郡山田町境
田町２－１

株式会社　川秀

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

左官工（見習い可）「建
設」

2人

左官工事業全般に従事していただきます。主に建
築物の（公営住宅や病院等）壁塗り、コンクリー
ト床の仕上げ等、その他雑作業となります。現場
には事務所集合で乗合で移動となります。年１回
程度、主に東北圏内の出張があります。

岩手県下閉伊郡山田町織
笠第１４地割３２番地２
２９

有限会社　サワダ
建装

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町、他

警備員（資格者）

3人

住民への「安全」の提供と「復興支援」を担うお
仕事です。具体的には復興工事現場で工事車両や
一般車の誘導業務、歩行者の誘導業務に従事して
頂きます。事前研修を４日、現場研修１日（３０
時間以上）と充実の研修内容で、未経験の方でも

岩手県宮古市宮町４丁目
５番１６号

東洋ワークセキュ
リティ株式会社
宮古営業所雇用期間の定めなし

警備業務 岩手県宮古市

品質管理

1人

製造工程における各品質データを採取・集計・報
告する、品質管理全般の業務となります。お客様
に対する品質データの定期報告もあります。主な
担当業務：部品の測定作業（機械を使用）、測定
結果まとめ報告、各帳票類の管理。

岩手県宮古市津軽石第１
６地割９番１

株式会社　中村電
子

雇用期間の定めなし

パソコン(エクセル・ワー
ド)入力操作ができること

岩手県宮古市

清掃作業員

2人

清掃作業全般や事業所、店舗、一般家庭のレンタ
ルマットやモップ等の交換作業、自社リサイクル
センターで空き缶等選別作業、産業廃棄物の収集
運搬作業となります。４ｔトラック他で手積み、
運搬作業となります。仕事は日別で異なります。

岩手県宮古市藤の川１３
番２３号

宮古環境管理株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

警備員（正社員）

3人

当社請負の工事現場での交通誘導、人や車両の誘
導を行っていただきます。また、イベント会場や
駐車場での人や車両の誘導を行っていただきま
す。普通自動車免許があれば尚可ですが、免許が
なくても応募できます。

岩手県宮古市西ケ丘２丁
目１２番１号

トータルセキュリ
ティー　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

電気・機械エンジニア

1人

電子機器部品を組立する装置の保守・メンテナン
スをしていただきます。電気又は機械メンテナン
スの業務経験がある方や電気ハード・ソフト系、
機械工作、メカニック等の分野で経験のある方を
採用面で優遇します。

岩手県宮古市津軽石第１
６地割９番１

株式会社　中村電
子

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

成形・組立オペレーター

2人

電子機器部品(コネクター)の個品(部品)や製品の
成形・組立オペレーター業務をして頂きます。勤
務形態として約３ヶ月間の昼勤での業務実習後、
昼夜の交代勤務のシフトに入って頂きます。

岩手県宮古市津軽石第１
６地割９番１

株式会社　中村電
子

岩手県宮古市



保育士
(1) 8時30分～17時15分

156,060円～172,380円

正社員以外 不問 03030- 1989971
普通自動車免許一種

(通勤用） (1) 8時30分～16時30分
雇用期間の定めなし 150,000円～300,000円 (2) 9時00分～17時00分

正社員 不問 03030- 1991671
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 135,000円～145,000円

正社員 64歳以下 03030- 1995871
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
150,000円～150,000円

正社員 不問 03030- 1996271
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(通勤用） (1) 8時20分～17時20分
雇用期間の定めなし 介護福祉士 142,600円～142,600円

正社員 59歳以下 03030- 1997971
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(通勤用） (1) 8時20分～17時20分
130,800円～130,800円 (2)16時30分～ 0時30分

(3) 0時30分～ 9時30分

正社員 59歳以下 03030- 1998171
精神保健福祉士 変形（１ヶ月単位）

普通自動車免許一種 (1) 8時20分～17時20分
雇用期間の定めなし 180,300円～180,300円

正社員 59歳以下 03030- 1999071
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(通勤用） (1) 8時00分～17時00分
195,500円～230,000円

正社員 不問 03030- 2000771
看護師 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし 210,000円～470,000円 (2)15時00分～ 9時00分

正社員 64歳以下 03030- 2001871
准看護師 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし 180,000円～360,000円 (2)15時00分～ 9時00分

正社員 64歳以下 03030- 2002271
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(通勤用） (1) 8時15分～17時15分
123,152円～123,152円

正社員 64歳以下 03030- 2003971
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時30分～17時30分

125,560円～135,000円

正社員 64歳以下 03030- 2005071
変形（１年単位）
(1) 7時30分～16時45分

雇用期間の定めなし 129,000円～129,000円

正社員以外 64歳以下 03030- 2006371
自動車整備士（３級）
普通自動車免許一種 (1) 8時00分～17時00分
（ＡＴ限定不可） 170,000円～180,000円

正社員 不問 03030- 2007671
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

国内旅行業務管理者 220,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030- 2008571
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 180,000円～220,000円

正社員 64歳以下 03030- 2009471
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
118,450円～148,450円

正社員 59歳以下 03030- 2010271
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

土木施工管理技士２級 (1) 8時30分～17時30分
管工事施工技士２級 168,450円～218,450円

いずれか

正社員 59歳以下 03030- 2011971
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(通勤用） (1) 8時00分～17時00分
フォークリフト技能者 138,000円～200,000円

正社員 64歳以下 03030- 2012171
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

フォークリフト技能者 (1) 8時00分～17時00分
150,000円～200,000円

正社員 64歳以下 03030- 2013071
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

車両系基礎工事用運転 192,000円～228,000円

正社員 64歳以下 03030- 2014371
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

建築施工管理技士１級 (1) 8時00分～17時00分
土木施工管理技士１級 250,000円～400,000円
建築士１級のいずれか

正社員 59歳以下 03080- 1679871
7

建築又は土木施工管理技士
「建設」

2人

県内沿岸（宮古市～陸前高田市）の各建設現場に
おいて、建築又は土木建築工事に係る設計・工程
及び施工管理等の業務を行って頂きます。面接は
本社（大船渡市）にて行います。宿泊先は手配済
み、通勤手当（実費）を支給いたします。

岩手県大船渡市盛町字田
中島２７－１

株式会社　佐賀組

雇用期間の定めなし

建築又は土木施工管理実務
経験者

岩手県宮古市、他

重機オペレーター　「建
設」

1人

公共工事を主とする当社請負現場において、重機
のオペレーター業務を担当していただきます。現
場より直行直帰、または松山地区にある当社倉庫
から乗り合いとなります。現場は宮古・下閉伊地
区が中心です。

岩手県宮古市小山田三丁
目５番１号

岩佐工業　株式会
社

雇用期間の定めなし

車両系建設機械運転経験
岩手県宮古市、他

現場管理者

1人

イカの加工現場管理および、製造管理、仕入れか
ら製造、販売までの責任者として業務に当たって
いただきます。仕入れは、主に八戸や東京の魚市
場と電話でやり取り、取引先（問屋・商社・水産
会社・スーパー等）との折衝や販売営業もありま

岩手県下閉伊郡山田町船
越９－２１５－１

株式会社丸一水産

雇用期間の定めなし

現場管理の経験がある方 岩手県下閉伊郡山田町

水産加工及び現場管理候補

1人

イカの加工（生処理・皮むき・短冊切り等）、袋
詰め、箱詰めなどの工程があります。その他、加
工場清掃、在庫管理、フォークリフトで冷蔵庫か
ら加工品を運搬しトラック積み込み作業等もあり
ます。経験を積み、将来現場の管理者として活躍

岩手県下閉伊郡山田町船
越９－２１５－１

株式会社丸一水産

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

施工管理技士「建設」

1人

給排水工事、給水本管工事などに関する施工管理
業務等を行います。一般住宅、店舗、事業所等を
始めとする給水や排水など衛生配管、各種衛生器
具や消火設備の取付配管の施工管理を行います。
また、工事の施工計画や環境対策も含まれます。

岩手県宮古市大字八木沢
７－５６－１

有限会社　池田水
道

雇用期間の定めなし

経験者 岩手県宮古市

配管工見習「建設」

2人

給排水工事、給水本管工事などに関する補助作業
全般等を行います。一般住宅、店舗、事業所等を
始めとする給水や排水など衛生配管作業や、各種
衛生器具や消火設備などの取付配管作業を行いま
す。現場には、会社に出社後、社有車にて移動し

岩手県宮古市大字八木沢
７－５６－１

有限会社　池田水
道

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務・電話受付

1人

当社事務所において、パソコン（ワード・エクセ
ル）を使用し運転手の運行管理作成、時刻表管
理、見積書や請求書の作成、郵便物収受、問合せ
などの電話対応、事務所内清掃等を行います。

岩チ県下閉伊郡岩泉町門
字町６６－１

小川タクシー　株
式会社　本社営業
所

岩手県下閉伊郡岩泉町

運行管理者兼所長候補

1人

タクシー及びバス等の運行管理を安全に遂行する
業務となります。乗務員の配車を組んだり、乗務
員への指導、健康状態の把握、運行状況の把握、
車両の整備管理等になります。また所長候補とし
ても総括的な役割と、得意先への営業等の業務も

岩チ県下閉伊郡岩泉町門
字町６６－１

小川タクシー　株
式会社　本社営業
所雇用期間の定めなし

運送業での経験 岩手県下閉伊郡岩泉町

自動車整備・修理工

1人

お客様より預かった自動車の車検整備・点検及び
修理全般を行います。また、お客様への説明及び
車両引き取り、納車の業務も行っていただきま
す。将来的には現場でのリーダーとして活躍して
いただける方を募集します。経験の少ない方も歓

岩手県宮古市宮町四丁目
２－８

有限会社　宮古ホ
ンダ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

クリンクルー

2人

請負先施設内において清掃業務に従事していただ
きます。主にフロアモップ掛けなど清掃全般とな
ります。トイレ掃除あり。３人体制での作業にな
り、現場へは原則直行直帰となります。

岩手県宮古市長町１丁目
９－１７

リアス環境管理
株式会社

岩手県宮古市

クリンクルー／正社員

2人

各現場の代替及び補充要員となります。主に宮古
市内の事業所や商店などの清掃業務（フロアー・
玄関・トイレ、モップ掛け、ワックス等）を行い
ます。その他定期、臨時受注清掃があります。各
現場への移動は社用車を使用となり１日あたり１

岩手県宮古市長町１丁目
９－１７

リアス環境管理
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

縫製工

3人

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を行います。１３名のグ
ループの中で、パーツごとに分かれ、ライン作業
を行います。未経験でも担当が指導しますので、
ご応募お待ちしております。

岩手県宮古市蟇目８－１
２０

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

准看護師「看護」

2人

看護業務全般を行います。当院では医療療養病
棟、回復期リハビリテーション病棟があります。
外来、日勤、夜勤のみでの応募も相談可能です。
パートや臨時での相談可。

岩手県宮古市保久田８－
３７

特定医療法人　弘
慈会　宮古第一病
院

岩手県宮古市

看護師「看護」

3人

看護業務全般を行います。当院では医療療養病
棟、回復期リハビリテーション病棟があります。
外来、日勤、夜勤のみでの応募も相談可能です。
パートタイム、臨時相談可。

岩手県宮古市保久田８－
３７

特定医療法人　弘
慈会　宮古第一病
院

岩手県宮古市

台船作業員「建設」

2人

宮古下閉伊地区の湾内（現場）で工事を行う台船
に、工事資材や機材の運搬を行っていただく作業
となります。その他、台船上における作業助手及
び陸上での土木作業にも従事していただきます。

岩手県宮古市宮町一丁目
３－４３

大坂建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

精神保健福祉士

2人

当法人の医療相談室において、患者さまやご家族
さまからの各種相談対応、関係機関との連絡調整
などの業務に従事していただきます。まれに外出
用務をしていただく場合があります。

岩手県宮古市山口五丁目
３番２０号

社団医療法人　新
和会

岩手県宮古市

看護助手「看護」

1人

患者さん及び施設利用者の方々の食事援助・シー
ツ交換・洗濯介助等の身の回りの世話、処置の手
伝い作業、患者移送、レクリエーション、患者の
見守り等の業務に従事していただきます。介護職
員初任者研修（旧ヘルパー２級）以上あれば尚

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

岩手県宮古市

販売員（魚菜）≪急募≫

1人

鮮魚類の店頭販売業務を行っていただきます。商
品の説明、レジ、袋詰め、品出し、陳列など、接
客業務をメインとした店内業務です。また、地方
発送等の対応もあります。

岩手県宮古市大通三丁目
６－４５

株式会社　佐々由

岩手県宮古市

和菓子職人

1人

焼き菓子・上生菓子などを始めとした、各種和菓
子の製造業務全般を行います。和菓子製造の職人
として技術を有し、従業員へ技術指導ができる即
戦力となれる方を求めております。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字下宿３７

有限会社　中松屋

経験者 岩手県下閉伊郡岩泉町

介護福祉士「介護」

1人

患者さまの身体介助（入浴、排せつ、着替え、食
事等）と生活サポート（食事の準備、部屋の掃
除、レクリエーション等）メンタルケア・相談や
指導・助言等が主な仕事をなります。

岩手県宮古市山口五丁目
３番２０号

社団医療法人　新
和会

岩手県宮古市

制作ＰＣオペレーター

2人

ポスター・チラシなど印刷物のデザインをする業
務です。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。状況により、デザイン確認のため取引先
に出向いていただくことがあります。

岩手県宮古市松山５－１
３－６

株式会社　文化印
刷

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

保育士／福祉課（期限付臨
時職員）「保育」

10人

宮古市内保育所（公立保育所、へき地保育所）１
２か所のいずれかでの勤務となります。園児の日
中活動の保育や記録などを行います。また、園内
清掃や備品消毒などもお願いします。担当クラス
や児童数は、勤務する保育所によって変わりま

岩手県宮古市新川町２－
１

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

Ｍａｃ又はＷｉｎｄｏｗｓ
でデザイン作成できる方



普通自動車免許一種 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

328,261円～476,905円

正社員 64歳以下 04010-29441771
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

車両系整地掘削用運転 194,400円～237,600円

正社員 64歳以下 05041-  740671
普通自動車免許一種

(通勤用） (1) 8時00分～17時00分
土木施工管理技士１級 300,000円～400,000円

正社員 不問 05041-  762271
普通自動車免許一種

(通勤用） (1) 8時00分～17時00分
車両系整地掘削用運転 184,800円～207,900円

正社員 不問 05041-  763971
牽引免許（一種）

フォークリフト技能者 (1) 8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 192,000円～312,000円

正社員 不問 44010-12403871
土木施工管理技士２級

(1) 8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 230,000円～350,000円

正社員 不問 01230- 9421271
交替制あり

103,110円～104,160円

正社員以外 不問 01240- 9233071
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
328,261円～476,905円

正社員 不問 03010-10977171
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
328,261円～476,905円

正社員 不問 03010-10980571
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
185,000円～204,000円

正社員 59歳以下 03010-11115971
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(通勤用） (1) 8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし 175,000円～175,000円 (2)17時00分～ 0時30分

正社員 18歳～34歳 03010-11146771
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
140,000円～165,000円

正社員 40歳以下 03010-11213071
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時15分
120,950円～140,835円

正社員以外 不問 03030- 2015671
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時15分
120,950円～140,835円

正社員以外 不問 03030- 2016571
保育士又は

幼稚園教諭免許 (1) 8時30分～17時15分
161,950円～176,915円

正社員以外 不問 03030- 2017471

(1) 8時15分～17時00分
120,950円～140,835円

正社員以外 不問 03030- 2018771
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(通勤用） (1)11時00分～20時00分
138,880円～173,600円 (2)13時00分～22時00分

正社員以外 64歳以下 03030- 2020171
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時45分～17時00分

雇用期間の定めなし 自動車整備士（３級） 180,000円～200,000円 (2) 9時00分～17時00分

正社員 60歳以下 03030- 2023671
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時45分～17時00分

雇用期間の定めなし 160,000円～180,000円 (2) 9時00分～17時00分

正社員 60歳以下 03030- 2024571
保育士又は

小学校教諭免許 (1) 8時30分～17時15分
135,660円～168,000円 (2) 9時30分～18時15分

正社員以外 不問 03030- 2025471

(1) 8時30分～17時15分
122,208円～167,232円

正社員以外 不問 03030- 2026771
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(通勤用） (1) 7時00分～16時00分
雇用期間の定めなし 134,280円～134,280円 (2) 9時00分～18時00分

(3)10時00分～19時00分
正社員以外 64歳以下 03030- 2027871

8

事務補助員（医療クラー
ク）

1人

医師の事務作業補助の業務全般を行っていただき
ます。診断書などの文書作成補助、診療記録への
代行入力、医療の質の向上に資する事務作業等の
業務を行います。各種資料作成などにはパソコン
を使用します。医療秘書の資格、病院勤務経験が

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎１
－１１－２６

岩手県立　宮古病
院

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

パソコン操作（ワード・エ
クセル）
事務経験

介護職「介護」

1人

福祉施設内における介護業務全般を行います。施
設入所者数５０名、ショートステイ８名の方への
身の回りの世話、食事、排泄、入浴の介助などを
行います。

岩手県下閉伊郡田野畑村
田野畑１２０－１８

社会福祉法人　寿
生会

岩手県下閉伊郡田野畑村

自動車整備士≪急募≫

1人

自動車整備士として整備・車検等の業務を行って
頂きます。自動車の車検整備、点検整備、部品の
交換、修理等、その他付随する業務を行います。
現在、４人の整備士が勤務しております。

岩手県宮古市田鎖第９地
割５－２

有限会社　スカイ
オートギャラリー

自動車整備士業務経験者 岩手県宮古市

自動車鈑金・塗装工≪急募
≫

1人

自動車鈑金塗装工として、自動車の修理鈑金や塗
装などの業務全般に従事していただきます。車の
キズやへこみ等を修理し塗装する作業です。その
他付随する業務も行っていただきます。

岩手県宮古市田鎖第９地
割５－２

有限会社　スカイ
オートギャラリー

経験者 岩手県宮古市

児童指導員≪急募≫

1人

児童クラブにおいて、小学生を対象に、放課後や
長期休みに児童の遊び、宿題、おやつの準備など
生活の場を提供する仕事です。児童数は３０～４
０名となります。保育士・教員免許等の資格保持
者対象求人です。雇用期間終了後は６ヶ月毎の更

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字森の越４番地１４

社会福祉法人　岩
泉町社会福祉協議
会雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

窓口業務／龍泉洞事務所

3人

龍泉洞事務所の窓口において、主にチケット販
売、観光案内等の窓口業務をお願いします。ま
た、事務所内での事務補助もしていただきます。
パソコン（ワード・エクセル）を使用して、文書
作成・印刷・フォームへの入力を行います。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字惣畑５９－５

岩泉町役場

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

フロア係≪急募≫

2人

フロント業務として、受付・電話応対・お客様へ
の対応・チェックイン・チェックアウト・日帰り
風呂の会計等を行っていただきます。また、注文
取り・配膳・片付けなどレストラン及び宴会での
接客業務もあります。土日祝日勤務できる方希望

岩手県宮古市茂市８－５
３

株式会社　新里産
業開発公社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

パソコン操作（ワード・エ
クセルを使って文書作成・
印刷・フォームへの入力が

できること）

一般事務／いわいずみこど
も園

1人

いわいずみこども園にて、保育士のシフト作成や
伝票処理などの事務をしていただきます。他のこ
ども園への巡回もあります。業務には、パソコン
（ワード・エクセル）を使用します。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字惣畑５９－５

岩泉町役場

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡岩泉町

保育士「保育」

4人

いわいずみこども園等にて、園児の保育業務をし
ていただきます。園児数は、いわいずみこども園
がおよそ１４０名、こがわこども園がおよそ４０
名です。いわいずみこども園、子育て支援セン
ター３名、こがわこども園１名の募集となりま

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字惣畑５９－５

岩泉町役場

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

パソコン操作（ワード・エ
クセル）を使って文書作

成・印刷・フォームへの入
力ができること

一般事務（宮古営業所）

1人

宮古営業所において一般事務業務を担当していた
だきます。パソコンによる書類作成・電話応対・
来客応対（お茶出し等含む）・顧客、役所への書
類提出等の外出など。ワード・エクセルを使用し
ます。外出時は社用車を使用します（ＡＴ車）。

岩手県盛岡市上堂３－６
－３３

株式会社　ダイト
ク

雇用期間の定めなし

パソコン操作できる方
（ワード・エクセル）

岩手県宮古市

一般事務／保健福祉課２

1人

保健福祉課にて、台風１０号の被災者支援業務に
従事していただきます。主に生活再建支援、仮設
住宅の見守り、サロン活動などです。移動は公用
車使用となります。業務ではパソコン（ワード・
エクセル）を使用します。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字惣畑５９－５

岩泉町役場

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

パソコン操作（ワード・エ
クセル）を使って文書作

成・印刷・フォームへの入
力ができること

フューネラルディレクター
（エリア限定正社員）

1人

【エリア限定正社員　募集！！】典礼会館にてお
迎えから内容のお打ち合わせまで心に寄り添うご
提案を行って頂きます。お葬儀に関わる業務や会
館の管理。ひとつの施行をアフターフォローまで
トータルでサポートして頂くやりがいのあるお仕

岩手県盛岡市津志田南３
丁目１４番６５号【求人
票郵送先指定あり】

株式会社　サン
ファミリー　（愛
グループ）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

カウンター係（宮古市）

1人

パチンコ店（クエスト宮古）内でのカウンター業
務（２名で対応）接客サービス、レジ操作、景品
交換、景品管理（在庫管理、棚卸し）、マイクア
ナウンス、閉店後清掃など。制服貸与。

岩手県盛岡市緑が丘４－
１－５０

株式会社　新栄

岩手県宮古市

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、写真整
理等。主にゼネコン工事の１次、２次下請工事の
現場施工管理。各種土木工事。道路、外溝、下水
道、河川、護岸工事、橋梁、造成工事等。有資格
者、ＣＡＤ経験者優遇。工事竣工まで現場管理を

岩手県盛岡市本宮３丁目
３－２０【求人票郵送先
指定あり】

株式会社　ナス
キー　盛岡営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

建築施工管理「建設」

3人

マンション等（ＲＣ構造）建築施工管理業務、現
場管理（民間、官公庁）・設計、積算業務、安全
管理、施主との打合せ等の補助業務。パソコンで
の業務処理。有資格者、ＣＡＤ経験者優遇。工事
竣工まで現場管理をするお仕事です。

岩手県盛岡市本宮３丁目
３－２０【求人票郵送先
指定あり】

株式会社　ナス
キー　盛岡営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木施工管理技術者（岩手
県岩泉町）

2人

道路工事、水路工事他に伴う施工管理、工程管
理、安全管理業務等。週４０時間の勤務。

北海道札幌市白石区本通
５丁目南４番１２号

株式会社　エヌエ
スアイ

岩手県下閉伊郡岩泉町

（パ）調剤事務員（宮古中
央店）

1人

調剤薬局における調剤事務業務全般に従事してい
ただきます

札幌市東区北２４条東２
０丁目１番２１号

株式会社　ツルハ
（ツルハドラッ
グ）雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満） 又は12時00分～19時00分の
間の6時間程度

岩手県宮古市

土木作業員

15人

一般土木作業全般。生コン打設・重機オペレー
ター・枠組み・大型ダンプの運転・その他雑務等
。作業現場は大分県内。県外（岩手県）での作業
あり。

大分県大分市大字毛井字
野仲８８６番地１

幸大株式会社

岩手県宮古市、他

作業員

2人

岩手県（宮古市・陸前高田市等）でのコンクリー
ト工事等（橋げた・住宅の床部分・住宅の柱部分
など）震災復興作業（県外就労の場合）現地での
宿泊と食事は会社負担。現地までの往復の費用は
会社負担だが、個人的な事情で途中帰る場合は自

秋田県仙北市西木町上桧
木内字大地田２７－２

株式会社　仙北技
研工業

雇用期間の定めなし

土木作業経験者 岩手県宮古市、他

１級土木施工管理技士

1人

岩手県（宮古市・陸前高田市等）でのコンクリー
ト工事等（橋げた・住宅の床部分・住宅の柱部分
など）震災復興現場管理。盛岡市内の道路改良工
事現場管理。現地での宿泊は会社負担。現地まで
の往復の費用は会社負担だが、個人的な事情で途

秋田県仙北市西木町上桧
木内字大地田２７－２

株式会社　仙北技
研工業

雇用期間の定めなし

土木施工管理経験者 岩手県宮古市、他

重機オペレーターおよび
土木作業員【県外】

2人

河川改修及び道路工事などの土木作業及び重機オ
ペレーターに従事していただきます。被災地復興
現場もあります。現場作業所に泊り込んで作業し
ます。毎週日曜日には帰省します。（土曜日作業
終了後、帰って来ます）宿泊費（冷暖房完備、１

秋田県仙北市田沢湖神代
字戸伏松原４０－３

株式会社　森元組

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木施工管理［岩手県一関
市／宮古市／大槌町］

1人

工事竣工まで、現場管理をするお仕事です。主に
ゼネコン１次２次下請け工事の土木現場施工管理
になります。現場管理、測量、丁張り、写真管
理、業者等の打ち合わせ、安全管理、書類作成、
下請け業者への指示など。赴任・帰任・帰省旅費

宮城県仙台市宮城野区榴
岡３丁目１０－７　サン
ライン第６６ビル７階

株式会社　ナス
キー　仙台東口支
店雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

資格はなくても施工管理経
験がある方(ご経験が浅い

方もご相談下さい)



普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
(通勤用） (1) 7時00分～16時00分

138,500円～188,300円 (2) 9時00分～18時00分
(3)10時00分～19時00分

正社員 64歳以下 03030- 2028271
普通自動車免許二種 変形（１ヶ月単位）

(必須) (1) 7時00分～18時00分
114,560円～114,560円 (2) 8時00分～ 0時00分

(3) 7時00分～20時00分

正社員 不問 03030- 2030371
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

車両系基礎工事用運転 (1) 8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 189,350円～200,900円

正社員 64歳以下 03030- 2031671
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

161,700円～184,800円

正社員 64歳以下 03030- 2032571
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
(ＡＴ限定不可·必須) (1) 8時00分～17時00分

231,000円～346,500円

正社員 64歳以下 03030- 2033471
小学校教諭免許

保育士 (1) 8時30分～17時15分
幼稚園教諭免許 122,800円～142,400円

いずれか
正社員以外 不問 03030- 2034771

変形（１年単位）

146,880円～146,880円

正社員以外 不問 03030- 2037971
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
145,000円～230,000円

正社員 59歳以下 03030- 2042871
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(通勤用） (1) 8時30分～17時30分
140,000円～140,000円

正社員 39歳以下 03030- 2044971
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(通勤用） (1) 8時30分～17時30分
140,000円～140,000円

正社員 39歳以下 03030- 2046071
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(通勤用） (1) 8時30分～17時30分
145,000円～230,000円

正社員 59歳以下 03030- 2047371
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時15分～17時15分

電気工事士第１種又は 199,800円～320,300円
電気工事施工管理１級

正社員 59歳以下 03030- 2049571

(1) 7時30分～16時15分
121,584円～141,576円 (2) 8時30分～17時15分

(3)10時30分～19時15分

正社員以外 不問 03030- 2051271
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時50分～16時50分

130,480円～149,120円 (2) 8時50分～17時50分

正社員以外 35歳以下 03030- 2052971
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

125,195円～126,910円

正社員 59歳以下 03030- 2053171
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

145,000円～145,000円 (2) 9時00分～18時00分

正社員 30歳以下 03030- 2055371
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(通勤用） (1) 8時00分～17時00分
121,760円～121,760円

正社員 64歳以下 03030- 2056671
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(通勤用） (1) 8時00分～17時00分
130,599円～145,920円

正社員 18歳以上 03100- 1331571
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

176,000円～209,000円

正社員以外 不問 03100- 1335271
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

154,000円～216,500円

正社員 40歳以下 04080- 2170271
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(ペーパードライバー不可) (1) 9時30分～18時30分
270,000円～360,000円

正社員 不問 13010-54864071
9

パソコン（ワード・エクセ
ル・メール）操作できる方

営業（山田営業所）

1人

屋根工事（瓦屋根等）で工務店中心にルートセー
ルス及び現場監理業務に従事して頂きます。初め
は営業責任者につき補助作業を行って頂きますの
で、安心してご応募ください。営業エリア：就業
場所より周囲５０ｋｍ圏内

宮城県気仙沼市松川前１
３５番地

株式会社　ヤマサ
カ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

＜急募＞宮古営業所／施工
監理者（現場監督）

3人

木造在来住宅の施工管理業務。安全・品質・工程
の管理業務、お施主様の対応も行います。当社が
開発した進捗システムに基づき、写真やツールを
使用して現場管理を行って頂きます。中途入社に
よるハンデは一切ありません。

東京都千代田区九段南２
－３－１　青葉第１ビル
２階

アエラホーム株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

警備員（宮古市内）

3人

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う。長時間の立ち仕事で
あるため、体力（持久力）が必要となります。宮
古市崎山、山口の現場は５／２５（月）～スター

岩手県久慈市栄町３７－
７８－２

株式会社　平成Ｇ
ＵＡＲＤ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木作業員「建設」

1人

ＰＣ橋梁における一般土木作業全般（高所での作
業が主となり、機敏性、体力を要します。）遠方
が現場の場合、旅館や借り上げアパート等に宿泊
となります。その場合は現場によりますが１～２
週間毎に帰省　します。通勤は、会社の車で乗り

岩手県九戸郡野田村大字
野田３３－２１

有限会社　新山工
務店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村、他

石油類販売

2人

ガソリンスタンドでの業務に従事していただきま
す。主に給油、オイル交換、タイヤ交換、パンク
修理、洗車、灯油配達の仕事となります。配達は
主に町内（１０ｋｍ以内の範囲）です。入社後、
危険物の資格取得に向けて取り組んでいただきま

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字三本松１９－２

株式会社　協栄商
会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

水産加工員／正社員（宮古
工場）

3人

水産物の加工業務、主にわかめや昆布の塩蔵加工
を行っていただきます。それに伴う加工品の選
別、計量、袋詰め、ラベル貼り、箱詰め、出荷準
備などで立ち作業となります。加工は手作業が多
いですが、梱包などは機械も使用します。

岩手県下閉伊郡山田町境
田町２－１

株式会社　川秀

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

教習指導員候補

1人

パソコン（ワード・エクセル入力操作）を使用し
事務業務（お客様情報の入力、各種書類作成、教
習の予約受付）や送迎バスの運転などの業務をし
ながら、指導員資格の取得を目指していただきま
す。指導資格を取得後は、初心運転者の育成（実

岩手県宮古市田鎖１２－
２５

株式会社　花輪橋
自動車教習所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理及び補助

1人

弁当調理業務を行っていただきます。弁当仕出し
の製造、盛付け、食器洗い（機械洗浄と手洗いあ
り）等で、立ち仕事となります。７００食程度を
１２人体制で行います。場合により配達をしてい
ただく可能性があります。早出（６時３０分～７

岩手県宮古市舘合町７－
１８

有限会社　宮古栄
食センター

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

電工

1人

一般住宅や公共事業の電気設備、設計、施工、保
守、管理業務、その他付随する業務を行っていた
だきます。移動は社用車（マニュアル）を使用
し、現場は主に宮古・下閉伊地域となります。


岩手県宮古市板屋３丁目
２－６

有限会社　オイカ
ワ設備企画

雇用期間の定めなし

経験者 岩手県宮古市、他

施設管理／生涯学習課（臨
時職員）

4人

宮古運動公園野球場又は陸上競技場に勤務となり
ます。施設利用者に関する受付、管理及び施設の
維持管理業務をお願いします。自家用車で通勤で
きる方を希望します。※野球経験者、陸上経験者
を希望

岩手県宮古市新川町２－
１

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

ＰＣオペレーター（正社
員）

1人

当社事務室において、生産業務で使用している機
械設備のプログラムを、専用ソフトでパソコン入
力していただきます。その他、サーバーやパソコ
ン環境整備などの管理、メンテナンス、帳票類の
作成もあります。ＰＣオペレーターのリーダーと

岩手県宮古市松山６－４
６

株式会社　ウェー
ブクレスト　宮古
工場雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

製造技術（幹部候補）

2人

電子機器基板にチップなどの電子部品を取り付け
る実装機械、またはハンダ付け等の後付け工程に
おける設備を操作していただきます。経験を積ん
で、作業の進捗状況確認や技術指導を行う管理者
となる方を求めます。

岩手県宮古市松山６－４
６

株式会社　ウェー
ブクレスト　宮古
工場雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務員（幹部候補）

2人

経理、労務、人事業務の担当または管理業務をし
ていただきます。一般会計、給与計算、予算決
算、税務関係の経理業務や、労務管理、人事に関
する業務、工場運営に係る庶務、資材生産管理に
係る事務処理など行っていただきます。パソコン

岩手県宮古市松山６－４
６

株式会社　ウェー
ブクレスト　宮古
工場雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

パソコン（エクセル）操作
のできる方

総務経験１年以上の方

製造技術（正社員）

2人

電子機器基板にチップなどの電子部品を取り付け
る実装機械、またはハンダ付け等の後付け工程に
おける設備を操作していただきます。経験を積ん
で、作業の進捗状況確認や技術指導を行うリー
ダーとなる方を求めます。

岩手県宮古市松山６－４
６

株式会社　ウェー
ブクレスト　宮古
工場雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

期限付臨時職員（心理業
務）

1人

職員が行う児童家庭相談に関する補助的業務（記
録・保育等）や、巡回相談等での問診、発達検査
等の心理検査の実施・分析・記録（経験者もしく
は心理学科卒業者に限る）などを行います。

岩手県宮古市和見町９－
２９

岩手県宮古児童相
談所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 岩手県宮古市

レジ部門販売員（フルタイ
ムパートナー）

1人

レジ清算業務（自動金銭機搭載レジ）・レジ回り
の消耗品補充やかご整理。サービスカウンター業
務（商品管理・宅配便受付・タバコ発注等）・部
門の計数管理等（売り上げの数値など）・接客業
務（お客様からの注文や商品場所案内など）

岩手県下閉伊郡山田町山
田５－４１－１

株式会社　キクコ
ウストア　山田イ
ンター店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は 8時30分～21時15分の
間の8時間

岩手県下閉伊郡山田町

足場補助作業員「建設」

2人

各現場において足場組立、解体作業のに従事して
います。作業員の手元や資材の運搬等になります
が、将来は組立、解体も行い２～３名で作業とな
ります。その他足場作業がない場合は土木作業も
行っていただきます。屋外での作業となります。

岩手県宮古市西町３丁目
４番１６号

有限会社　伊藤工
芸

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

足場作業員「建設」

4人

各現場において足場組立、解体作業員に従事して
います。現場では２～３名で作業を行います。そ
の他足場作業がない場合は土木作業も行っていた
だきます。屋外での作業で力仕事のため、体力に
自信のある方を希望します。　　　　　　

岩手県宮古市西町３丁目
４番１６号

有限会社　伊藤工
芸

雇用期間の定めなし

足場組立経験２年以上 岩手県宮古市、他

乗務員

1人

タクシー運転業務全般に従事していただきます。
基本的には、一般タクシー乗務員としての業務で
す。有資格者には、介護タクシー運転業務、ス
クールバス運転（山田町内）もしていただく場合
がありますが相談になります。

岩手県下閉伊郡山田町川
向町６－１１

有限会社　山崎タ
クシー

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「建設」

1人

当社請負現場において、災害復旧工事に伴う重機
のオペレーター業務に従事していただきます。
バックホー等によるダンプトラックへの積み込み
作業や構内での運搬作業が主な業務となります。

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根４－１１５－２７

富山建設　有限会
社

経験者（必須） 岩手県下閉伊郡山田町

介護職「介護」／正社員

1人

福祉施設内における介護業務全般を行います。施
設入所者数５０名、ショートステイ８名の方への
身の回りの世話、食事、排泄、入浴の介助などを
行います。介護職員初任者研修（旧ヘルパー２
級）以上あれば尚可。

岩手県下閉伊郡田野畑村
田野畑１２０－１８

社会福祉法人　寿
生会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村



建築士１級又は２級 変形（１年単位）
普通自動車免許一種 (1) 9時30分～18時30分

(ペーパードライバー不可) 305,000円～445,000円

正社員 不問 13010-54913671
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(ペーパードライバー不可) (1) 9時30分～18時30分
225,000円～275,000円

正社員 不問 13010-55014471
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(ペーパードライバー不可) (1) 9時30分～18時30分
250,000円～270,000円

正社員 不問 13010-55201871

10

〈急募〉宮古営業所／事務
(ハウスコーディネーター)

2人

主業務はハウスアドバイザーのサポート業務（プ
ラン、見積作成、商談記録作成、融資立合等）・
施工管理サポート業務（お客様との仕様打合せ、
修正図面作成、公的書類届出等）他、モデルハウ
スでの受付やお子様対応等、支店の庶務的な業務

東京都千代田区九段南２
－３－１　青葉第１ビル
２階

アエラホーム株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

パソコン（ワード・エクセ
ル・メール）操作できる方

パソコン（ワード・エクセ
ル・メール）操作できる方

〈急募〉宮古営業所／設計
監理者

2人

自社受注住宅の設計監理（営業とお客様を訪問し
住宅のプランニング、設計のまとめ、積算チェッ
ク、施工現場の法的チェック等）を行います。全
てマニュアルが完備されていますので、未経験者
の方もご安心ください。中途入社によるハンデは

東京都千代田区九段南２
－３－１　青葉第１ビル
２階

アエラホーム株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市
パソコン（ワード・エクセ
ル・メール）操作できる方

〈急募〉宮古店／ハウスア
ドバイザー（営業）

2人

モデルハウスにお越しいただいたお客様に対する
営業業務です。高品質、超省コスト、圧倒的な商
品力を誇るアエラホームの販売を行っていただき
ます。当社が独自開発をしたマニュアル＆ツール
を使用することで、未経験者の皆さんでも容易に

東京都千代田区九段南２
－３－１　青葉第１ビル
２階

アエラホーム株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市


