
電気主任技術者３種
普通自動車免許一種 (1) 8時30分～17時20分
（ＡＴ限定不可） 209,200円～285,000円

正社員 59歳以下 03010-14153771
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時45分～17時15分

160,000円～260,000円 (2) 8時45分～15時15分

正社員 59歳以下 03010-14184371
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時45分～17時15分

160,000円～260,000円 (2) 8時45分～15時15分

正社員 59歳以下 03010-14185671
歯科衛生士

(1) 8時30分～18時00分
150,000円～180,000円 (2) 8時30分～12時00分

正社員 不問 03030- 2536071
変形（１ヶ月単位）
(1)18時00分～ 8時00分

156,500円～159,700円

正社員 64歳以下 03030- 2537371
介護職員初任者研修 変形（１ヶ月単位）

(1) 7時00分～16時00分
130,000円～160,000円 (2) 8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

正社員 64歳以下 03030- 2539571
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～16時30分

160,000円～174,000円

正社員 30歳以下 03030- 2541271
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし 127,200円～127,200円 (2)10時00分～19時00分

正社員 34歳以下 03030- 2544071
調理師 変形（１ヶ月単位）

普通自動車免許一種
雇用期間の定めなし （ＡＴ限定不可） 160,250円～168,700円

正社員 不問 03030- 2545371
幼稚園教諭免許 変形（１年単位）

保育士 (1) 8時30分～17時00分
普通自動車免許一種 161,300円～165,300円

(通勤用)

正社員 59歳以下 03030- 2546671
看護師又は 変形（１年単位）
准看護師

普通自動車免許一種 161,300円～165,300円
(通勤用)

正社員 59歳以下 03030- 2547571
土木施工管理技士1級又

は
土木施工管理技士2級 (1) 8時00分～17時00分
普通自動車免許一種 230,000円～450,000円

正社員 不問 21010-18897671
調理師又は

栄養士 (1) 7時00分～16時00分
雇用期間の定めなし 211,500円～223,500円

正社員以外 不問 02030- 6246871
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
355,500円～562,700円

正社員 不問 03010-13956371
助産師

(1) 8時45分～17時45分
雇用期間の定めなし 190,000円～350,000円 (2) 8時45分～12時15分

(3)17時45分～ 8時45分
正社員 59歳以下 03030- 2515471

看護師又は
准看護師 (1) 8時45分～17時45分

170,000円～300,000円 (2) 8時45分～12時15分
(3)17時45分～ 8時45分

正社員 59歳以下 03030- 2516771
中型自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

157,200円～186,800円

正社員 35歳以下 03030- 2517871
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- 2519971
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時15分～17時30分

129,000円～129,000円

正社員以外 不問 03030- 2520371
1

     （6月9日時点の内容です）

　　６月５日　から　６月９日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　６月２２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
事業所名
求人番号

自家用電気工作物の保安業
務（県内９事業所）

2人

自家用電気工作物の保安業務（契約事業場の保守
点検・試験）を行う。自家用電気工作物の工事維
持・運用に係る実務を４年以上経験しているこ
と。資格取得前の経験は１／２に換算（８年）。
実務経験の証明取得が可能な方。

岩手県盛岡市向中野二丁
目１４番２１号

一般財団法人　東
北電気保安協会
岩手事業本部雇用期間の定めなし

電気主任技術者の資格を有
し、４年以上の保安に関す

る実務経験がある事 岩手県宮古市、他

技術員

2人

電気、機械設備の設計・積算、開発、現場施工、
施工管理に関する業務・その他、上記に関連する
業務。社用車を使用して、主に岩手県内の建設現
場に行っていただきます。トラック（２ｔ車：Ｍ
Ｔ）の運転もあり。

岩手県紫波郡矢巾町流通
センター南３－９－３

株式会社　富士電
業社

雇用期間の定めなし

記載業務に似た経験のある
こと

岩手県宮古市、他

営業

1人

当社における、営業を主とした業務を行って頂き
きます。電気／機械設備の設計、積算、受注に関
する業務。施工者や協力業者と仕様の打合せ、施
工計画、図面作成に関する業務。工事原価予算と
結果評価の業務。※社用車あり

岩手県紫波郡矢巾町流通
センター南３－９－３

株式会社　富士電
業社

雇用期間の定めなし

記載業務に似た経験のある
こと

岩手県宮古市、他

歯科衛生士

1人

当院において歯科衛生士業務に従事します。主に
歯科医師の治療の補助、歯周病検査、ブラッシン
グなど口腔衛生指導、その他関連する業務を行っ
ていただきます。就業時間相談に応じます。直接
の問い合わせはご遠慮願います。

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根２－１０５－１

留理歯科医院

雇用期間の定めなし

実務経験３年以上 岩手県下閉伊郡山田町

配車係

1人

配車センターにおいて、お客様からの電話を受付
し、タクシー車両を配車していただきます。現在
の配車システムは電話受付時に位置情報が画面上
に表示されるので、土地勘が無くても大丈夫で
す。

岩手県宮古市鍬ケ崎上町
１－２５

マルヨシタクシー
有限会社

雇用期間の定めなし

パソコンの基本操作が出来
る方

岩手県宮古市

介護職「介護」

2人

入院患者（１病棟４０名位）の食事、入浴、トイ
レ介助などの支援を行います。介護職のスタッフ
は１０～１５名です。シフトでの勤務となり、夜
勤に対応できる体力に自信がある方を希望しま
す。

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
院雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

港湾荷役作業員

1人

藤原埠頭にて貨物船の積込、荷揚げの作業に従事
していただきます。クレーンやフォークリフト等
を使っての積込・荷揚げなどとなります。最初は
補助的な清掃や荷材の準備などから始めます。慣
れてきたら、免許を取得し、クレーンや重機など

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

調理担当

1人

龍泉洞温泉ホテルの厨房において、宿泊客および
日帰り宴会客に提供する料理の調理全般を担当し
ていただきます。業務には下ごしらえ、後片付け
等も含みます。調理経験者優遇。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字府金４８

株式会社　岩泉総
合観光

又は 7時00分～20時00分の
間の7時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

一般事務

1人

一般事務業務全般、パソコンを使用し伝票入力、
電話、来客対応、商品の配達なども行って頂き社
用車使用となります。パソコン操作は入力程度で
すので未経験の方でも応募可能です。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字太田１０－５

有限会社　岩泉
マッカラー商会

簡単なパソコン操作 岩手県下閉伊郡岩泉町

幼稚園教諭・保育士「保
育」

3人

平成２７年１１月より「認定こども園宮古ひか
り」として開園いたしました。０歳から５歳児の
保育を行っています。経験によっては、クラス担
任として業務を行っていただきます。幼稚園教諭
と保育士の両方の資格をお持ちの方を対象とした

岩手県宮古市西町３丁目
３－２６

学校法人　岩手キ
リスト教学園　認
定こども園　宮古
ひかり

雇用期間の定めなし

又は 7時00分～19時00分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

看護師「看護」

1人

平成２７年１１月より「認定こども園宮古ひか
り」として開園いたしました。０歳から５歳児の
健康管理、医師から処方された薬の管理業務をし
て頂きます。また保育補助も行っていただきま
す。

岩手県宮古市西町３丁目
３－２６

学校法人　岩手キ
リスト教学園　認
定こども園　宮古
ひかり

雇用期間の定めなし

又は 7時00分～19時00分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

調理【事業所責任者】（岩
手県宮古市）

2人

事業所責任者の募集です。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～３，５０
０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５年以上
 岩手県宮古市

土木施工管理（岩手県）

1人

土木現場（道路工事及びテールアルメ工事）の管
理業務。工事の打ち合わせ、段取り、工事進捗状
況の管理等、管理者としての業務全般。土木施工
管理経験のある方希望。応募希望の方は、ハロー
ワークより「紹介状」の交付を受けてください。

各務原市川島小網町　２
１４６－３７

有限会社　スタン
ス

雇用期間の定めなし

施工管理の経験ある方 岩手県下閉伊郡田野畑村

助産師「看護」

1人

当院において助産業務に従事していただきます。
（詳細は面接時に説明いたします。）日勤のみ、
またはパート勤務をご希望の方のご相談にも応じ
ます。

岩手県宮古市新町３－１
１

松井産婦人科医院

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、写真管
理、出来形管理等。主にゼネコン工事の１次、２
次下請工事現場施工管理、各種土木工事。道路、
下水道、河川、護岸、橋梁、造成工事。現場エリ
ア：岩手県全域＊６０歳以上の方応募可（会社規

岩手県盛岡市東仙北２丁
目３番８号　東仙北ハイ
ツＢ－１２

株式会社　クリエ
イトワークス　盛
岡営業所雇用期間の定めなし

実務経験３年以上 岩手県宮古市、他

看護師、准看護師「看護」

1人

産婦人科において看護業務に従事していただきま
す。現在看護業務６名、うち助産師２名で行って
おります。夜勤は月４～５日となります。（詳細
は面接時に説明いたします）日勤のみ、または
パート勤務をご希望の方のご相談にも応じます。

岩手県宮古市新町３－１
１

松井産婦人科医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ルートドライバー

1人

２ｔ車、４ｔ車を使用し、金属製屋根材、壁材等
の建設材料を建設現場や販売先へ配達する業務と
なります。積み降ろし作業は主に手作業となりま
す。配達エリアは県内中心となり、大型車の運
転、長距離運転はありません。

岩手県宮古市根市第２地
割字中割目１２－２

株式会社　セキノ
興産宮古店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

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

クリンクルー（田老）

1人

当社請負先の館内の清掃全般（トイレ掃除、玄関
掃除、フロアーのモップ掛け、ごみの回収など）
に従事していただきます。原則として直行直帰と
なりますので、自力で通勤できる方を希望しま
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

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

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６月１５日発行  



変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～16時00分

137,500円～154,000円 (2) 8時45分～17時45分
(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030- 2521671
看護師又は 変形（１ヶ月単位）
准看護師 (1) 7時00分～16時00分

160,000円～260,000円 (2) 8時45分～17時45分
(3) 9時30分～18時30分

正社員 64歳以下 03030- 2522571
理学療法士 変形（１ヶ月単位）
作業療法士 (1) 8時45分～17時45分

言語聴覚士のいずれか 205,000円～320,000円

正社員 64歳以下 03030- 2523471
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
(ＡＴ限定不可·必須) (1) 8時00分～17時00分

足場組立作業主任者又は 191,200円～215,100円
車両系基礎工事用運転

正社員 59歳以下 03030- 2526271
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
170,000円～170,000円 (2)14時00分～22時00分

正社員 35歳以下 03030- 2527971
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
142,700円～171,000円 (2)20時00分～ 5時00分

正社員 18歳以上 03030- 2528171
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

124,000円～200,000円

正社員 64歳以下 03030- 2532871
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

124,000円～200,000円

正社員 64歳以下 03030- 2533271
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

209,000円～231,000円

正社員以外 不問 03100- 1597171
変形（１年単位）
(1) 7時40分～17時00分

122,811円～122,811円

正社員以外 不問 03100- 1609871

(1) 8時30分～17時00分
120,000円～120,000円

有期雇用派遣 不問 04010-37589771
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時00分
140,000円～180,000円

正社員以外 不問 12080-11057271
変形（１ヶ月単位）
(1)22時00分～ 7時00分

155,250円～175,250円 (2) 0時00分～ 9時00分

正社員以外 18歳以上 13040-71300271
土木施工管理技士1級又

は
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 普通自動車免許一種 300,000円～350,000円
（ＡＴ限定不可）

正社員 不問 02060- 2069371
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
248,600円～342,200円

正社員 不問 03010-13797071
普通自動車免許一種

(1) 9時00分～18時00分
160,000円～200,000円

正社員以外 不問 03010-13894371
変形（１ヶ月単位）
(1) 9時00分～17時00分

140,000円～240,000円

正社員以外 不問 03010-13689271
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～17時00分
200,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03010-13693571
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

140,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03010-13717471
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

140,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03010-13720171
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

140,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03010-13723671
2

介護員「介護」

1人

施設内での介護サービスに従事していただきま
す。食事、入浴、排せつ、移動などの介助、レク
レーション等生活支援全般となります。対応する
入居者は８５名程度です。介護福祉士又は介護職
員初任者研修（旧ヘルパー２級）以上あれば尚可

岩手県下閉伊郡岩泉町乙
茂字上９－１２

社団医療法人　緑
川会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

看護師・准看護師「看護」

1人

ふれんどりー岩泉の利用者への看護業務を行いま
す。入居者約８５名、通所登録者４０名（１日平
均２７名通所）に対するバイタルチェック、看護
業務、定時巡回業務などに従事していただきま
す。夜間勤務は、看護師１名、介護士４名体制で

岩手県下閉伊郡岩泉町乙
茂字上９－１２

社団医療法人　緑
川会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

理学療法士・作業療法士・
言語聴覚士

1人

ふれんどりー岩泉の利用者へのリハビリテーショ
ン業務を行行っていただきます。入居者約８５
名、通所登録者４０名（１日平均２７名適所）の
方たちのリハビリ業務を４名のスタッフで行いま
す。通所リハビリテーション営業日：月～金曜日

岩手県下閉伊郡岩泉町乙
茂字上９－１２

社団医療法人　緑
川会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

鳶工及び土工／経験者「建
設」≪急募≫

2人

各現場において、工事作業全般に従事していただ
きます。鳶土工工事作業員を主としています。主
な現場は沿岸地域となり、現場へは会社より社用
車での移動となります。


岩手県宮古市山口一丁目
４－２５

株式会社　オガサ
ワラ産業

雇用期間の定めなし

建設経験者 岩手県宮古市

フロント業務（日勤）

2人

ビジネスホテルのフロント業務を行います。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

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

マシンオペレーター

3人

電子部品のプラスチック射出成形機、プレス機、
自動組立機のオペレーションをして頂きます。研
修などやお客様との打ち合わせ等で外出用務もあ
り、その際は社用車を使用します。未経験の方で
も研修がありますので安心して応募下さい。

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

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

営業：宮古

1人

建設機械の販売、レンタルの営業（主に得意
先）、レンタル機械の配達回収を行います。移動
には社用車を使用します。経験者の方は優遇いた
します。初めての方でも指導いたしますのでご応
募下さい。土木施工管理資格のある方優遇。

岩手県宮古市板屋一丁目
２番７号

株式会社　イブキ
産業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

整備業務：機材センター

1人

レンタル用建設機械及び車両等の点検整備を行い
ます。バックホー、ダンプ、ユニック車、発電機
等々、多様な職種の建設機械・車両の点検業務
や、それにともなう整備を行います。また、現場
へ出向いて業務を行う場合もあります。依頼の状

岩手県宮古市板屋一丁目
２番７号

株式会社　イブキ
産業

雇用期間の定めなし

整備経験のある方 岩手県宮古市、他

型枠大工　「建設」

2人

ＰＣ橋梁における型枠、足場組立工事全般（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

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

清掃員（岩泉病院）

1人

済生会　岩泉病院内外での日常清掃業務となりま
す。病院内（外来、ホール、病棟）の床、ガラス
の窓拭き清掃（ごみ収集を含む）・院内（外来、
病棟）のトイレ清掃及びお風呂清掃・病院外周、
駐車場のゴミ拾いや清掃（環境整備）・その他、

岩手県久慈市長内町９－
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

（派）事務補助［宮古市］

1人

書類ノコピーや発送準備・書類整理・ファイリン
グ・リストのチェック・その他上記に付随する業
務

宮城県仙台市青葉区本町２
丁目１０－３３　第２日本
オフィスビル８階

キャリアバンク
株式会社　仙台支
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満） 岩手県宮古市

基本的なＰＣ操作
Ｗｏｒｄ，Ｅｘｃｅｌ使用

可能な方

展示販売場営業（宮古店）

1人

店舗や事務所、ご自宅のはなれや物置として利用
されているユニットハウスを販売している展示場
でのお仕事です。【内容】営業（現場下見や見積
もり）・納品立ち合い。来場客対応やお客様への
定期訪問も含みます。ＰＣ操作できる方（簡単な

千葉県柏市新十余二５ 三協フロンテア
株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

接客・調理／１０６号宮古
店

2人

深夜契約社員として、２２時～９時の時間帯で、
（１）接客（２）調理（３）清掃（４）金銭管理
（５）棚卸（６）店舗スタッフの教育（７）アル
バイトの面接などを行って頂くお仕事です。

東京都港区港南ニ丁目１
８番１号　ＪＲ品川イー
ストビル５階

株式会社　北日本
すき家

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

現場監督（未経験者可）

2人

・工事現場の管理、監督業務
・土木工事に係る監督業務
・土木価格等の積算業務
・書類作成等

青森県つがる市木造菰槌
江野島１４－２

有限会社　長谷川
興業

岩手県宮古市、他

土木施工管理補助（未経験
者・見習い）「建設」

2人

建設現場で写真を撮影したり、巻尺で距離を測っ
たり、パソコンの入力作業など、現場監督のお手
伝いをして頂きます。現場エリア：岩手県全域。
６０歳以上の方応募可（会社規定あり。詳細は面
接時）国家資格取得を目指す方、当社では積極的

岩手県盛岡市東仙北２丁
目３番８号　東仙北ハイ
ツＢ－１２

株式会社　クリエ
イトワークス　盛
岡営業所雇用期間の定めなし

実務経験３年以上 岩手県宮古市、他

就労支援員（宮古市）

1人

みやこ若者サポートステーションにおける就労支
援員として下記業務を行っていただきます。求職
者への相談対応・マッチング・出張相談・その
他、上記に付随する業務。県内出張あります。
（週２回程度）

岩手県盛岡市大通３丁目
２番８号　岩手金属工業
会館２Ｆ

キャリアバンク
株式会社　盛岡オ
フィス雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

会員事業スタッフ（宮古支
店）

3人

基本土日祝休み相談に応じます。当社のナイスラ
イフシステムの紹介とＰＲ事業・個人を対象とし
て儀式費用に対するプランをアドバイス・プラン
は結婚式・成人式・葬儀の月々の積立プラン。冠
婚葬祭の基礎知識や接客対応などは、１から丁寧

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）雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

営業スタッフ（合掌堂　宮
古店）

1人

仏壇・仏具・墓石に伴う営業販売等。冠婚葬祭の
基礎知識や販売・接客・営業などは、１から丁寧
に指導致します！未経験者も多数活躍中ですので
ご安心下さい。責任者の場合、記載以上の転勤の
可能性あり。

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、他

運搬作業とホダの品質管理
（菌床培養センター）

2人

（株）ミナカワ菌床培養センターにおいて、下記
の業務を行っていただきます。ホダの移動や品質
管理・工場から工場へホダの運搬作業（トラック
使用）・その他、付随する業務および指示された
業務。

岩手県盛岡市向中野２丁
目１９番３８号【求人票
郵送先指定あり】

株式会社　ミナカ
ワ　菌類栽培部

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

菌床の管理としいたけ栽
培、運搬作業（穴沢工場）

2人

（株）ミナカワ穴沢工場において、菌床の管理と
菌床しいたけの栽培や収穫作業を担当していただ
きます。合わせて品質管理等も行っていただきま
す。ホダの移動、袋取り、浸水作業、品質管理、
運搬等の業務。

岩手県盛岡市向中野２丁
目１９番３８号【求人票
郵送先指定あり】

株式会社　ミナカ
ワ　菌類栽培部

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

菌床の管理としいたけ栽
培、運搬作業（大川工場）

2人

（株）ミナカワ大川工場において、菌床の管理と
菌床しいたけの栽培や収穫作業を担当していただ
きます。合わせて品質管理等も行っていただきま
す。ホダの移動、袋取り、浸水作業、品質管理、
運搬等の業務。

岩手県盛岡市向中野２丁
目１９番３８号【求人票
郵送先指定あり】

株式会社　ミナカ
ワ　菌類栽培部

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町



自動車整備2級ガソ 変形（１年単位）
自動車整備2級ジゼ (1) 8時00分～17時00分

自動車整備士2級いずれ
か

140,000円～200,000円
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可）

正社員 59歳以下 03010-13724571
大型自動車免許一種
小型移動式クレーン (1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 玉掛技能者 204,300円～204,300円

正社員 64歳以下 03030- 2501971
大型自動車免許一種 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 176,000円～198,000円

正社員 59歳以下 03030- 2502171
介護福祉士 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時15分～17時00分
149,700円～161,500円 (2)11時00分～19時45分

(3)16時00分～22時00分
正社員以外 不問 03030- 2504371

看護師 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時15分～17時00分

189,300円～218,300円

正社員 59歳以下 03030- 2505671
変形（１ヶ月単位）
(1) 5時00分～14時00分

149,700円～152,300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- 2506571

(1) 8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 129,416円～143,240円

正社員以外 不問 03030- 2508771
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～18時00分
124,870円～130,800円 (2)14時00分～22時00分

(3) 7時00分～16時00分

正社員 30歳以下 03030- 2509871
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

161,000円～276,000円

正社員 59歳以下 03030- 2510171
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
180,000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- 2511071
普通自動車免許一種

(通勤用) (1) 8時30分～17時15分
雇用期間の定めなし 看護師又は准看護師 192,000円～214,500円

正社員 59歳以下 03030- 2512371
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

172,800円～216,000円

正社員 59歳以下 03030- 2513671
普通自動車免許一種
大型自動車免許一種 (1) 8時00分～17時00分

車両系基礎工事用運転 231,000円～359,000円

正社員 59歳以下 03030- 2514571
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
172,800円～172,800円

正社員 不問 03030- 2485771
調理師 変形（１ヶ月単位）

(1) 6時00分～15時00分
雇用期間の定めなし 177,900円～203,000円 (2) 9時00分～18時00分

正社員 59歳以下 03030- 2487271
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

150,000円～200,000円

正社員 32歳以下 03030- 2488971
土木施工管理技士１級 変形（１年単位）
土木施工管理技士２級 (1) 8時00分～17時00分

250,000円～350,000円 (2) 8時00分～16時30分

正社員 不問 03030- 2489171
大型自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 203,400円～226,000円 (2) 8時00分～12時00分

正社員 不問 03030- 2490671
看護師・准看護師 変形（１ヶ月単位）
保健師のいずれか (1) 8時30分～17時30分

普通自動車免許一種 162,000円～269,000円 (2) 9時00分～18時00分

正社員 64歳以下 03030- 2491571
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 9時00分～18時00分

155,520円～155,520円

正社員以外 不問 03030- 2492471
普通自動車免許一種

(必須) (1) 9時00分～18時00分
175,970円～229,670円

正社員 44歳以下 03030- 2493771
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
180,000円～288,000円

正社員 不問 03030- 2494871
3

自動車整備（オートサービ
ス）

2人

（株）ミナカワ　オートサービスにおいて自動車
整備の業務を担当していただきます。自動車の修
理・整備・故障車両の修理及び車検点検、オイル
交換、タイヤ交換等の一般整備・車の引取り・納
車、洗車、書類作成、その他付随する業務。

岩手県盛岡市向中野２丁
目１９番３８号【求人票
郵送先指定あり】

株式会社　ミナカ
ワ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

大型運転手

1人

大型トラック（７ｔ）車によるブロック運搬が主
な業務になります。運行範囲は宮古から前沢、北
上、遠野で、積み降し作業は自らクレーンで行い
ます。建設現場経験者であれば尚可。

岩手県宮古市田老字乙部
２４７－２８

有限会社　平内運
送

大型運転業務１年以上の経
験

岩手県宮古市

介護福祉士「介護」≪急募
≫

1人

当法人が運営する病院の認知症病棟における入院
患者の日常生活に関わる介護業務全般を行ってい
ただきます。主な業務は、寝具交換・入浴介助・
食事介助・着替え介助等となります。

岩手県宮古市板屋一丁目
６－３６

医療法人財団　正
清会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 岩手県宮古市

重機オペレーター「建設」

1人

復興事業などの基礎工事現場において、セルフト
ラック運転業務（重機等の回送作業）および重機
（バックホーやローダーなど）の運転作業、一般
土木作業に従事していただきます。

岩手県下閉伊郡山田町織
笠１４－３２

株式会社　阿部組

重機オペレーター経験者 岩手県下閉伊郡山田町、他

看護師「看護」／日勤≪急
募≫

1人

当病院に入院されている患者様への看護業務全般
を幅広く担当し、入院から退院までの看護を責任
を持って行って頂きます。〈具体的な患者様への
サポート〉服薬のお手伝い、ＡＤＬ向上に向けた
サポート、アルコールからの復帰プログラムのサ

岩手県宮古市板屋一丁目
６－３６

医療法人財団　正
清会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

鮮魚部門

1人

スーパーマーケット玉木屋において、鮮魚部門業
務に従事してただきます。鮮魚加工（刺身、切り
身等）パック詰め、品出し及び陳列、陳列した商
品の衛生、品質管理等となります。

岩手県宮古市板屋１－６
－６

株式会社　玉木屋

岩手県宮古市

調理員≪急募≫

2人

入院患者２３５名の食事調理にあたり、主に盛り
付け、配膳、下膳、食器洗浄機による作業をして
いただきます。調理員は２０名で交代勤務です
が、入職後３ヶ月間は（３）、それ以降は（１）
（３）の勤務となります。勤務時間などについて

岩手県宮古市板屋一丁目
６－３６

医療法人財団　正
清会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

フロント係／正社員

1人

フロント業務全般を行います。客室３８部屋の宿
泊利用のお客様対応、宿泊や宴会等の予約受付管
理（パソコン入力基本操作）、会計業務も行いま
す。お客様の車両移動をお願いする事がありま
す。接客が好きな方お待ちしております。

岩手県宮古市新町４－１ 合資会社宮古ホテ
ル沢田屋

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

配管工「建設」

2人

配管工事の現場作業全般。水道配管工事、上下水
道工事に係る給水や排水など、衛生配管の現場作
業やそれらに付帯する業務を行います。現場は主
に山田町内・宮古市内となります。経験はなくて
も一から指導いたします。

岩手県下閉伊郡山田町山
田１９－１２９

サトー設備

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町、他

看護師（正・准）「看護」

1人

訪問入浴における看護師業務をしていただきま
す。移動入浴車に同乗（３名体制）して山田町内
のお宅へ訪問します。利用者のバイタルチェッ
ク、着脱の介助、オムツ交換等行います。

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

岩手県下閉伊郡山田町

コネクタ製造自動機・成形
機オペレーター

1人

電子部品（コネクター）製造自動組立機オペレー
タ、インサート成形（金型と樹脂を一体化させる
方法）機オペレータ自動組立機の安定稼働、イン
サート成形品製造成形機オペレータ・モールド品
自動検査機の安定稼働を正面から支える重要な仕

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

成形オペレーター若しくは
コネクタ製造自動機オペ

レーター経験者

普通作業員「建設」

1人

土木工事、舗装工事、管工事全般に従事します。
主に公共工事で、重機の手元として機械では対応
できない細部の作業などの手作業となり、その
他、付帯する手作業全般を行っていただきます現
場移動は、社用車乗合となります。

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

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

土木施工管理技士「建設」

1人

土木工事、舗装工事、管工事現場の施工管理、現
場監督に従事していただきます。安全管理、パソ
コンを使用し書類作成、現場状況の写真管理、完
成図書作成なども行います。【必要な免許資格に
ついて】建設機械施工技士（１級・２級）、土木

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

現場施工管理経験 岩手県下閉伊郡岩泉町、他

調理師≪急募≫

1人

入院患者及び職員の食事の調理全般を担当しま
す。入院１９床、その他職員分を含め概ね２５食
分の調理を行います。調理スタッフは４名で交替
勤務で対応していただきます。

岩手県宮古市大通一丁目
３－２４

後藤泌尿器科皮膚
科医院

岩手県宮古市

ダンプ運転手

1人

１０ｔ車を使用し原石、砂利、埋め戻し等の運搬
作業に従事していただきます。その他に車両の洗
浄、簡単な整備作業、プラント内修理業務等もお
願いします。現場は主に豊間根・宮古市内になり
ます。

岩手県宮古市向町２－２
７

有限会社　高橋建
材

雇用期間の定めなし

経験者（必須） 岩手県下閉伊郡山田町、他

鈑金塗装工・自動車整備士
（見習い可）

2人

主に車両整備、車体整備、自動車鈑金、自動車車
体塗装を行っていただきます。その他にも、ロー
ドサービス、引取納車等のサービス全般の業務も
行います。資格がなくても応募できます。自動車
整備士２級をお持ちの方は尚可。

岩手県宮古市宮町４丁目
５－２９

宮沢自動車塗装
有限会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ダンプ運転手

1人

大型ダンプカーの運転業務に従事していただきま
す。使用する車両(ダンプカー)は１０ｔ車となり
ます。災害復興工事にかかる市内の砕石場や市内
各現場から、砕石や土砂の運搬を行います。

岩手県宮古市板屋３丁目
２番１５号

大畑建材　大畑栄

岩手県宮古市

土木施工管理技士「建設」

2人

土木工事現場における監督及び現場代理人とし
て、現場の管理担当をしていただきます。現場は
岩泉町・田野畑村・宮古市となります。現場への
移動には、社用車もしくはマイカーを使用しま
す。現場管理の経験があれば尚可。

岩手県下閉伊郡岩泉町門
字中瀬５１番地１４

株式会社　畑中組

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

看護師「看護」

1人

障がいのある利用者や児童の食事や入浴、排せつ
等の介助や創作活動の物作りなどの支援を行いま
す。主にバイタルチェック、健康管理他必要に応
じて吸引、胃ろう等の処置も行います。緊急時に
は病院同行もあります。送迎時の運転・添乗も

岩手県宮古市末広町６番
８号

ＮＰＯ法人結人

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

キャンプ場係

1人

姉ヶ崎オートキャンプ場メンテナンス等になりま
す。キャンプ場オープンとなると園地整備業務、
キャンプ場及び周辺地草刈、キャンプ場利用お客
様受け入れ準備及び片付けも行います。

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎１
８－２５－３

休暇村　陸中宮古

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 岩手県宮古市

営業（メディカルアドバイ
ザー）

2人

メディカルアドバイザーとして、当社の配置薬
（置き薬）をご利用いただいているご家庭や企業
を定期訪問し、ご利用いただいた分の集金と補充
を行います。その際、お客様の健康相談にのり、
ニーズに合わせた商品説明や健康補助食品のご提

岩手県宮古市大字田鎖９
地割６－５

株式会社　富士薬
品　宮古営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

鉄筋工

2人

各現場において、鉄筋工に従事していただきま
す。主に建築物や橋梁となり、現場は沿岸地域と
なります。現場の移動は乗合や直行直帰もできま
す。未経験の方の応募も歓迎します。鉄筋工経験
あれば尚可。

岩手県宮古市黒森町５－
９

株式会社　ＳＩＮ
－ＥＩ．Ｔｅｃｈ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市



普通自動車免許一種
(1) 9時00分～20時00分

180,000円～230,000円

正社員 不問 03030- 2496971
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時45分～17時45分
160,000円～212,000円 (2)10時45分～19時45分

(3)12時15分～21時15分

正社員 35歳以下 03040- 3496171
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
173,250円～196,350円

正社員以外 59歳以下 03100- 1565371
変形（１ヶ月単位）

146,200円～146,200円

正社員以外 不問 13130-17147471
介護職員初任者研修
普通自動車免許一種

135,000円～200,000円

正社員 不問 03030- 2518271
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～17時00分
136,700円～164,200円 (2)17時00分～ 1時00分

(3) 1時00分～ 9時00分

正社員以外 18歳以上 02020- 9083671
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 4時15分～12時15分
136,700円～164,200円 (2) 7時00分～15時00分

(3)14時30分～22時30分

正社員以外 18歳以上 02020- 9084571
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(通勤用) (1)20時00分～ 5時00分
144,000円～160,000円

有期雇用派遣 18歳以上 03010-14294771
普通自動車免許一種

(通勤用) (1) 8時30分～17時20分
134,000円～134,000円

正社員以外 不問 03010-14296271
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 9時30分～18時00分
159,000円～173,500円

正社員 59歳以下 03010-14303371
交通誘導２級資格 変形（１年単位）

普通自動車免許一種 (1) 8時00分～17時00分
176,000円～220,000円

正社員 18歳～64歳 03010-14305571
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
165,000円～198,000円

正社員 18歳～64歳 03010-14306471
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
142,700円～142,700円

正社員 35歳以下 03030- 2549771
保育士 変形（１ヶ月単位）

(1) 7時00分～16時00分
146,000円～175,000円 (2) 8時00分～17時00分

(3) 9時00分～18時00分

正社員 59歳以下 03030- 2551171
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
142,900円～150,000円

正社員以外 不問 03030- 2552071
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～184,000円

正社員 64歳以下 03030- 2553371
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時10分

119,250円～127,200円

正社員以外 59歳以下 03030- 2554671
土木施工管理技士１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

250,000円～300,000円

正社員 64歳以下 03030- 2555571
保育士 変形（１年単位）

(1) 7時00分～15時30分
168,750円～168,750円 (2) 8時00分～16時30分

(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030- 2556471
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

給水装置工事主任技術 200,000円～350,000円

正社員 59歳以下 03030- 2557771
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30分

180,000円～250,000円

正社員 59歳以下 03030- 2559271
4

営業（宮古）

1人

一般住宅・マンション・アパート等建築物の外
壁・屋根塗装工事の営業です。デザイン塗装や特
殊加工も手がけており、住宅リフォーム工事の営
業も行っていただきます。また塗装工事が必要と
思われる住宅等へのポスティング作業も担当して

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

配管工「建設」

1人

配管工事の現場作業全般を行います。主に公共事
業、水道配管工事などで上下水道工事に係る給水
や排水など衛生配管の現場作業やそれらに付帯す
る業務を行います。現場間の移動には社用車を使
用していただきます。配管工事、建設関係資格所

岩手県下閉伊郡山田町飯
岡６－１６－８

上野建設　有限会
社

雇用期間の定めなし

給排水工事経験者 岩手県下閉伊郡山田町

保育士（臨時）「保育」

1人

当法人が運営する保育園を利用している保育児童
（０歳～５歳）の保育業務全般を担当していただ
きます。平成２９年度は定員５０名です。新卒の
方も応募可能です。

岩手県下閉伊郡山田町長
崎二丁目３－１

社会福祉法人　正
受会　山田中央保
育園雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

土木技術者「建設」

1人

土木工事の現場管理を行います。主に道路工事、
治山工事などを請け負っています。書類作成の
他、現場代理人として施工管理及び指揮監督業務
を行っていただきます。土木施工管理技士の資格
をお持ちの方を募集しています。

岩手県宮古市小山田三丁
目６－７

三浦重機　株式会
社

雇用期間の定めなし

経験者 岩手県宮古市

水産加工員

5人

水産加工に従事していただきます。イカの冷凍加
工（胴、ゲソに分別、袋詰め等）、鮭のフィレ加
工（機械で捌き処理された鮭の骨、ヒレ等の取り
除き、パッキング等）の作業となります。送迎あ
り（山田町内・応相談）

岩手県下閉伊郡山田町境
田町３－１３

石山水産　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

土木作業員又は重機運転手
「建設」

1人

当社請負の各現場において、土木作業員または重
機オペレーター業務に従事していただきます。重
機オペレーターではバックホー等によるダンプト
ラックへの積込、整地、掘削、運搬などを行いま
す。土木作業員では一般作業、２ｔダンプでの土

岩手県下閉伊郡山田町荒
川第８地割５７番地２

株式会社　斉藤工
業所

雇用期間の定めなし

車両系建設機械（整地・運
搬・積込・掘削用）

岩手県宮古市、他

事務職

1人

事務業務全般を担当していただきます。パソコン
を使っての給与計算、データ入力、電話対応、そ
の他付随した業務を行います。外出用務がある場
合は社用車使用となります。業務上パソコン使用
が多くなります。

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

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン（ワード、エクセ
ル）の基本操作

岩手県下閉伊郡田野畑村

保育士≪急募≫「保育」

2人

園児の保育（１歳～６歳までのクラスの保育業
務）をおこないます。担任の補助から始めていた
だき、いずれはクラス担任をもっていただきま
す。担当クラスは現段階では未定で、就業場所は
ご相談に応じます。

岩手県宮古市赤前第３地
割１４－１１

社会福祉法人　慈
愛会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

総務・経理

1人

社会保険・労働保険などの諸手続きや給与計算、
来客対応、電話応対など業務は多岐に渡ります。
パソコンでの資料や帳票作成があります。慣れて
きたら経理の業務も覚えていただきます。担当者
の指示のもと、業務を覚えていただきます。

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

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

交通誘導員（宮古市）

5人

交通誘導員業務全般。各工事現場での歩行者の安
全確保、一般車両の誘導及び工事現場内への工事
車両の入出誘導業務になります。未経験者歓迎。
ベテランによる新人教育でサポートします。業務
拡大中で忙しいですが明るく楽しい職場です。

岩手県盛岡市津志田２７
地割１－３　平松ビル１
階

株式会社　東北セ
キュリティーサー
ビス　盛岡営業所雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

交通誘導員（有資格者）
（宮古市）

5人

交通誘導員業務全般。各工事現場での歩行者の安
全確保、一般車両の誘導及び工事現場内への工事
車両の入出誘導業務になります。未経験者歓迎。
ベテランによる新人教育でサポートします。業務
拡大中で忙しいですが明るく楽しい職場です。

岩手県盛岡市津志田２７
地割１－３　平松ビル１
階

株式会社　東北セ
キュリティーサー
ビス　盛岡営業所雇用期間の定めなし

交通誘導経験 岩手県宮古市

営業販売スタッフ（宮古
店）

1人

「宮古店」において下記業務を行っていただきま
す。新車・中古車の販売・顧客へのアフターフォ
ロー（点検・車検修理等の誘致活動）・各種取扱
保険の販売・接客応対等・その他関連する業務。

岩手県盛岡市東仙北２丁
目１３－３５

ネッツトヨタ岩手
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務職（宮古事業所）

1人

宮古事業所において下記業務を担当していただき
ます。パソコンによる会計処理及び報告書の作
成・その他書類の整理と来客受付・電話の受信取
り次ぎ・その他、付随する事務業務。

岩手県盛岡市向中野二丁
目１４番２１号

一般財団法人　東
北電気保安協会
岩手事業本部雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上） パソコン操作できる方
（ワード・エクセル）

岩手県宮古市

オペレーター補助業務（宮
古市）

2人

派遣先事業所において、下記の業務を行っていた
だきます。指示通りに部品を集める・部品を製造
機械に補充・２０ｃｍ×１５ｃｍ程の基盤を空の
ラックに２０～２５枚程入れる・その他、上記に
付随する業務。

岩手県盛岡市向中野３丁
目１８番２０号　２Ｆ
アクエリアスビル

株式会社　エムア
ンドエム　盛岡営
業所雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

総合職【八戸市】

2人

川崎近海汽船株式会社の経営する八戸／苫小牧に
おけるフェリー業務。１．予約及び集荷、集客業
務、２．乗船券の販売及び改札に関する業務、
３．車両及び旅客の乗下船に関する業務。早朝の
時間帯に対して食事手当の支給や残業代などを合

青森県八戸市大字河原木
字海岸２５　フェリー
ターミナル

シルバーフェリー
サービス株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

一般的なパソコン技能 岩手県宮古市、他

総合職【苫小牧市】

2人

川崎近海汽船株式会社の経営する八戸／苫小牧に
おけるフェリー業務。１．予約及び集荷、集客業
務、２．乗船券の販売及び改札に関する業務、
３．車両及び旅客の乗下船に関する業務。早朝の
時間帯に対して食事手当の支給や残業代などを合

青森県八戸市大字河原木
字海岸２５　フェリー
ターミナル

シルバーフェリー
サービス株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

一般的なパソコン技能 岩手県宮古市、他

ホームヘルパー（正社員・
地域ヘルパー）≪急募≫

1人

市内に住む利用者様のご家庭を訪問し、食事・入
浴・排せつの介助や、炊事・掃除・洗濯といった
日常生活の手助けなど家事及び身体介護のサービ
スを提供します。１日に対応する利用者は平均６
人程です。訪問の際は自家用車を使用して頂きま

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

又は 6時00分～19時00分の
間の8時間

岩手県宮古市

調理師

2人

完全予約制のフレンチレストランにおいて、調理
全般（下ごしらえ、調理、盛り付け等）を行いま
す。また、ホールサービス（接客、給仕、会計
等）と、メインシェフのサポートも行います。落
ち着いた雰囲気の店内で、約１８席あります。

岩手県下閉伊郡田野畑村
明戸３０９－５

ロレオール田野畑

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

総合職・リージョナル社員
（岩手県３）

1人

ホームセンターでの販売、接客、商品管理、売場
づくりなどを通じて、お客様の快適な暮らしづく
りをお手伝いする仕事です。各種研修会、商品知
識勉強会や資格取得支援など未経験でもしっかり
と知識と技術を習得することが可能です。

岩手県花巻市空港南１丁
目１番地

株式会社コメリ
東北地区本部

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町、他

土木作業員「建設」

3人

主に道路工事（法面、ガードレール設置、拡張工
事など）に付随する土木工事全般となります。現
場の状況によりトラックなどの運転にも従事して
いただきます。現場は、久慈管内及び下閉伊郡と
なります。（主に久慈管内となりますが、田野畑

岩手県久慈市夏井町鳥谷
８－５０－５

株式会社　正栄

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村、他

【急募】カスタマーサービ
ス職　宮古市（長期）

1人

お客様からのお問い合わせや集荷依頼などの受
付。その他パソコンの簡単な入出力。Ｗｏｒｄ、
Ｅｘｃｅｌできる方、歓迎致します。


東京都江東区新砂２－１
－１７

佐川急便株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 又は10時00分～20時00分の

間の8時間程度
岩手県宮古市



普通自動車免許一種 変形（１年単位）
(1) 9時00分～18時00分

135,000円～175,000円

正社員 59歳以下 03030- 2561371
土木施工管理技士1級又

は
土木施工管理技士2級 (1) 8時00分～16時30分
普通自動車免許一種 200,000円～250,000円
（ＡＴ限定不可）

正社員 不問 03030- 2562671
土木施工管理技士２級 変形（１年単位）
建築施工管理技士２級 (1) 8時00分～17時00分
建築士２級のいずれか 300,000円～350,000円
普通自動車免許一種
(ＡＴ限定不可·必須)

正社員 不問 03030- 2563571
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
125,000円～138,800円

正社員 不問 03030- 2564471
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
230,000円～230,000円

正社員 59歳以下 03030- 2565771
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 9時00分～17時00分
150,000円～200,000円

正社員 35歳以下 03030- 2566871
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
看護師又は准看護師 217,280円～217,280円 (2) 8時30分～17時30分

(3) 9時00分～18時00分

正社員 59歳以下 03030- 2568971
普通自動車免許一種

(1) 5時00分～ 7時30分
雇用期間の定めなし 180,000円～200,000円 (2)17時00分～21時00分

正社員 不問 27080-15503971
普通自動車免許一種

(1) 5時00分～ 7時30分
雇用期間の定めなし 280,000円～300,000円 (2)17時00分～21時00分

正社員 不問 27080-15505071
普通自動車免許一種

(1) 5時00分～ 7時30分
雇用期間の定めなし 180,000円～200,000円 (2)17時00分～21時00分

正社員 不問 27080-15508571
普通自動車免許一種

(1) 5時00分～ 7時30分
雇用期間の定めなし 280,000円～300,000円 (2)17時00分～21時00分

正社員 不問 27080-15509471

5

寮の管理・賄い（大沢第二
寮）

2人

宿舎の管理業務。入退寮の把握・簡単な事務処理
調理業務・朝夕の食事提供
＊６０歳以上の応募も歓迎します。

堺市堺区出島海岸通２丁
３番２４号

青雲産業　株式会
社

調理経験者 岩手県下閉伊郡山田町

寮の管理・賄い（大沢第二
寮）

1人

宿舎の管理業務。入退寮の把握・簡単な事務処理
調理業務・朝夕の食事提供
＊６０歳以上の方の応募も歓迎します。

堺市堺区出島海岸通２丁
３番２４号

青雲産業　株式会
社

調理経験者 岩手県下閉伊郡山田町

寮の管理・賄い（下条地区
大沢寮）

2人

宿舎の管理業務。入退寮の把握・簡単な事務処理
調理業務・朝夕の食事提供
＊６０歳以上の応募も歓迎します。

堺市堺区出島海岸通２丁
３番２４号

青雲産業　株式会
社

調理経験者 岩手県下閉伊郡山田町

寮の管理・賄い（下条地区
大沢寮）

1人

宿舎の管理業務。入退寮の把握・簡単な事務処理
調理業務・朝夕の食事提供
＊６０歳以上の方の応募も歓迎します。


堺市堺区出島海岸通２丁
３番２４号

青雲産業　株式会
社

調理経験者 岩手県下閉伊郡山田町

看護職員「看護」

1人

入所者の看護業務となります。主に、当ホームに
入所している高齢者（１００名）のバイタル
チェック、服薬・健康管理、医療処置、通院同行
などを行います。その他付帯する業務がありま
す。現在５名（内パート１名）で看護業務にあ

岩手県下閉伊郡山田町山
田１６－９－１０

社会福祉法人　正
受会　特別養護老
人ホーム平安荘雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

営業／正社員

1人

商談などが主な業務となります。扱う商品は、海
洋土木資材、住宅設備、土木資材、太陽光発電資
材、鉄鋼及び鉄鋼二次製品、食料品、加工食品な
どとなります。経験者・未経験者問わず、最初の
３ヶ月は弊社営業と同行営業となります。

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

電子部品用金型・治具の設
計

2人

パソコン・携帯電話・スマートフォン・ゲーム
機・デジタル家電等に使用される電子部品（コネ
クター）用金型、治具の設計全般に従事していた
だきます。高品質な成形品を生産するための重要
な業務です。

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
電子部品・電子部品製造用
金型・治具設計の経験（必

須）
岩手県宮古市

水産加工／正社員

2人

イカの加工（生処理・皮むき・短冊切り等）、袋
詰め、箱詰めなどの工程を行います。その他、加
工場清掃、在庫管理作業等もあります。経験を積
み活躍していただける人材を求めます。フォーク
リフトの運転経験がある方は優遇します。

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

土木、建築現場管理「建
設」

2人

土木は公共工事の施工管理業務に従事していただ
きます。建築は見積りから図面作成（ＣＤ）、施
工管理を行っていただきます。主な現場は田野
畑、岩泉、宮古となります。現場管理の経験があ
れば尚可。

岩手県下閉伊郡田野畑村
浜岩泉２１６－８

有限会社　熊谷住
建

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村、他

土木施工管理技士「建設」

1人

現場管理業務全般となります。主に土木現場にて
管理業務となり、道路・水路・上下水道等におい
ての土木工事現場において、施工計画の作成・工
程管理、安全管理等を行います。各現場への移動
は、社有車を使用します。パソコン操作できれば

岩手県下閉伊郡岩泉町二
升石字坂の下３－１

有限会社　三上建
設

雇用期間の定めなし

現場管理経験 岩手県下閉伊郡岩泉町、他

自動車鈑金塗装工

1人

事故車等自動車鈑金、塗装業務全般を行います。
自動車の車体のへこみやキズ等を修理し、修復箇
所を塗装する作業を行っていただきます。その他
に修理車両の引取り、納車、回送、洗車等の業務
もあります。仕事は親切丁寧に教えます。経験が

岩手県宮古市長根二丁目
５－１７

有限会社　宮古ボ
デー

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市


