
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
玉掛技能者 (1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 273,600円～364,800円

正社員 不問 01240-11351471
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～16時30分
雇用期間の定めなし 132,400円～132,400円 (2)12時30分～20時30分

正社員 64歳以下 03010-13232871
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～16時30分
雇用期間の定めなし 170,000円～170,000円 (2)16時00分～ 0時00分

正社員 64歳以下 03010-13233271
ボイラー技士（２級） 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
128,000円～164,000円 (2)17時30分～ 8時30分

正社員以外 不問 03010-13302571
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 9時30分～18時00分

雇用期間の定めなし 169,000円～205,000円

正社員 59歳以下 03010-13396771

(1) 9時15分～17時00分
150,000円～240,000円

正社員 不問 03020- 1272771
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

自動車整備士（３級） 150,000円～180,000円

正社員 不問 03020- 1278371
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2級又
は

200,000円～290,000円
建築施工管理技士2級

正社員 不問 03020- 1328971
理容師又は 変形（１年単位）

美容師
普通自動車免許一種 135,000円～230,000円

(通勤用）

正社員 59歳以下 03030- 2263071
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

182,000円～312,000円

正社員 59歳以下 03030- 2265671
鍼灸師 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
178,000円～195,000円 (2) 8時30分～12時30分

正社員 59歳以下 03030- 2266571
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 7時00分～16時00分

145,000円～176,000円 (2) 9時00分～18時00分

正社員 59歳以下 03030- 2268771
看護師又は 変形（１ヶ月単位）
准看護師 (1) 8時30分～17時30分

179,000円～250,000円 (2)16時00分～ 9時00分

正社員 59歳以下 03030- 2272371
変形（１ヶ月単位）
(1) 5時00分～14時00分

127,000円～155,000円 (2) 8時30分～17時30分
(3) 9時45分～18時45分

正社員以外 不問 03030- 2273671
理学療法士又は 変形（１ヶ月単位）

作業療法士 (1) 8時30分～17時30分
200,000円～262,000円

正社員 59歳以下 03030- 2274571
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

保健師・看護師 (1) 8時30分～17時30分
社会福祉士・介護福祉士 135,000円～230,000円

介護支援専門員
のいずれか

正社員以外 不問 03030- 2275471
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～180,000円

正社員 59歳以下 03030- 2276771
美容師 変形（１年単位）

(1)10時00分～19時00分
140,000円～180,000円

正社員 不問 03030- 2277871

(1) 8時00分～17時30分
138,045円～150,384円

正社員以外 不問 03030- 2278271
1

菌床椎茸の栽培等

1人

菌床椎茸の栽培、集出荷にかかる作業（収穫、箱
詰め、パック詰め、箱作り）、菌床の製造、培養
にかかる作業となります。経験のない方には丁寧
に指導いたしますので、安心してご応募下さい。
特に力仕事はありません。

岩手県下閉伊郡岩泉町浅
内字下栗畑６８－１１

株式会社　岩泉き
のこ産業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

美容師

2人

当店舗にてシャンプー、ブロー、ワインディン
グ、カットなど美容業務全般を行っていただきま
す。その他に電話対応、店舗清掃、在庫管理など
もあります。独立を目指し、店舗運営管理を経験
したい方やＵターン希望者も歓迎いたします。経

岩手県宮古市大字小山田
二丁目２－１　マリン
コープＤＯＲＡ２Ｆ

美容室　じゃマー
ル

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

運転手（コカコーラ）

1人

コカコーラ社仕様の車両（４ｔ車）での、コカ
コーラ製品の配送業務となります。配送先は主に
宮古市内・岩泉町内のスーパーや個人店となりま
す。曜日によりルートがあります。商品の積み込
み・積み降ろし作業を伴います。４ｔ車運転経験

岩手県宮古市西町一丁目
７－３２

有限会社　東北物
流運輸

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

支援相談員

1人

ほほえみの里へ入所希望している方の状況確認や
家庭等を訪問して調査を行っていただき、当施設
のサービスを調整する役割です。また、入所者の
状況へんかに応じ、施設と家庭との調整役を担っ
て頂きます。

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あり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

リハビリ職員

2人

当施設利用者への機能訓練業務を行います。入所
または通所利用されている要介護者（１日当たり
８～１５名）に対し、個別プログラムに即した機
能訓練、それらの記録、その他付帯する業務を行
います。現在５名のリハビリ療法士職員が勤務し

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

調理員

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。そのほか調理場の清掃や
付随する業務。管理栄養士２名、調理員１０名体
制となっております。

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あり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

看護師又は准看護師「看
護」

2人

当施設利用者への看護業務全般を行います。利用
者（定員／入所者１００名）に対し、医師の指示
による医療処置・看護、バイタルチェック、服薬
管理、それらに伴う記録や報告書作成、健康相
談、その他付帯する業務を行います。夜勤は看護

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

販売員

1人

店舗内での商品の販売。レジ業務や商品の陳列、
その他商品の在庫・発注管理など。また、社用車
（マニュアル車）での商品の配達も行っていただ
きます。商品管理で簡単なパソコン入力作業があ
ります。

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根２－４３－６

有限会社　サトー
（ホームワン　サ
トー）雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

鍼灸師

1人

医師の指示のもと、外来患者様への電気療法など
理学治療の介助、レントゲン部において患者様の
氏名入力の手伝い、院内の清掃など雑務を行って
いただきます。氏名入力の際には、タッチパネル
方式の機械で入力を行います。パソコンの知識等

岩手県宮古市西町三丁目
３番７号

林整形外科・内科
医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

内装工（見習い可）「建
設」

1人

当社において主に久慈から陸前高田までの建設現
場における内装工事として天井・壁の軽量鉄骨の
下地組み・ボードなどの仕上げ工事及び付随する
業務を行っていただきます。工事エリアは東北一
円となります。社用車の運転業務もあります。

岩手県宮古市実田二丁目
４－４

有限会社　マルゼ
ン建装

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

美容師または理容師

1人

ヘアカット、カラー、パーマ、お顔そりなど理美
容に関する一般的な仕事および補助が主な業務で
す。技術に不安な方、経験の浅い方などは社内教
育マニュアルにより指導いたしますので、安心し
て応募してください。

岩手県下閉伊郡山田町中
央町６－２

有限会社　カット
インみなと

雇用期間の定めなし

又は 9時00分～18時30分の
間の8時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

土木施工管理技術者「建
設」

1人

工事現場における工事（土木）の施工管理・監督
業務・作業工程の管理、監督、協力会社指導、発
注者との打合わせ・人員、資材、機械の手配・工
事関係書類の作成並並に提出。技術資格、能力、
経験により優遇します。

岩手県釜石市松原町３丁
目１０－２２　小澤ビル
２Ｆ

株式会社　小澤組

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

自動車整備（正社員）

2人

お客様のお車のメンテナンスとアフターフォロー
をして頂きます。車検、各種一般整備。点検整備
の電話誘致、来店時の受け付け応対。整備後の電
話によるアフターフォロー。各種カー用品の販
売。その他自動車販売（整備）に関わる業務全

岩手県釜石市野田町２丁
目１－４１

トヨタカローラ岩
手株式会社　釜石
店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

商工会議所（商工会）共
済・福祉制度推進スタッフ

1人

商工会議所（商工会）会員企業に対する生命保険
による従業員の福利厚生制度（退職金・弔慰金）
のコンサルティング営業。経営者のリスク管理や
事業継承、資産管理などのアドバイスや保険設
計。個人のライフプランに対応した保険設計。営

岩手県釜石市只越町１－
４－４　釜石商工会議所
会館　３Ｆ

アクサ　生命保険
株式会社　盛岡支
社　釜石営業所雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

営業（宮古店）

1人

当社宮古店において下記の業務を行っていただき
ます。自動車（新車・中古車）の販売・自動車保
険の募集・その他、付随する業務および指示され
た業務。業務に社用車を使用します。

岩手県盛岡市南仙北２丁
目２４－５

盛岡日産モーター
株式会社

岩手県宮古市

中央監視及びボイラー運転
管理業務（県立宮古病院）

1人

請負先の病院において建物設備、機器類の中央監
視制御、操作、日常点検、保守管理ならびにボイ
ラー運転業務などを行っていただきます。未経験
の方でも応募いただけます。

岩手県盛岡市津志田町１
丁目１５－３７

株式会社　メディ
カルサポート

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 岩手県宮古市

ホールスタッフ・カウン
タースタッフ（山田店）

2人

パチンコ店「ユニオン山田店」において、ホール
及びカウンターの一般業務。その他、付随する業
務および指示された業務を行っていただきます。
長時間（約７時間）の立ち仕事なので、一定の持
久力、体力が必要です。

岩手県盛岡市東見前５地
割５７－１－２Ｆ

株式会社　飛鳥商
事

岩手県下閉伊郡山田町

ラーメンショップスタッフ
(ユニオン山田店·正社員)

1人

ラーメンシッョップ（おそばの源さん）内での調
理及び接客業務。その他付随する業務および指示
された業務。調理が好きで、人と接することが好
きな方。明るく接客ができる方希望。

岩手県盛岡市東見前５地
割５７－１－２Ｆ

株式会社　飛鳥商
事

岩手県下閉伊郡山田町

事業所名
求人番号

鉄筋工及び型枠大工

5人

現場の鉄筋組立工事及び橋梁、橋脚工事などの型
枠大工作業に従事していただきます。

札幌市東区北１３条東１
２丁目４－３－２

石鉄工業　株式会
社

玉掛け技能経験者 岩手県宮古市

     （6月2日時点の内容です）

　　５月３０日　から　６月２日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　６月１５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

◎ 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８日発行  



大型自動車免許一種 変形（１年単位）
(1) 8時00分～16時30分

185,000円～185,000円

正社員 不問 03030- 2279971
普通自動車免許一種

(通勤用） (1) 8時30分～17時15分
115,913円～132,153円

正社員以外 不問 03030- 2280371
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 不問 03030- 2281671
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 186,400円～279,600円

正社員 64歳以下 03030- 2282571
歯科衛生士

(1) 9時00分～18時00分
200,000円～200,000円 (2) 9時00分～13時00分

正社員 64歳以下 03030- 2283471
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 200,000円～250,000円

正社員 不問 03030- 2285871
普通自動車免許一種

(1) 6時00分～15時00分
140,800円～160,600円 (2) 6時30分～15時30分

(3) 7時00分～16時00分

正社員以外 不問 03030- 2286271
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時30分～17時30分

136,000円～170,000円

正社員 59歳以下 03030- 2287971
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
125,000円～160,000円

正社員 不問 03030- 2288171
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

161,700円～207,900円

正社員 不問 03030- 2290471
中型一種（８ｔ限定） 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
161,700円～207,900円

正社員以外 不問 03030- 2291771
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時30分

184,800円～231,000円

正社員 不問 03030- 2292871
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時30分

184,800円～207,900円

正社員 不問 03030- 2293271
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

143,720円～300,000円

正社員 不問 03030- 2295171
小学校教諭免許

(1) 8時00分～16時30分
155,000円～252,100円

正社員以外 不問 03030- 2296071
看護師又は 変形（１ヶ月単位）
准看護師 (1) 8時30分～17時30分

198,300円～335,000円 (2)17時30分～ 8時30分

正社員 59歳以下 03030- 2297371
移動式クレーン運転士
大型特殊自動車一種 (1) 8時00分～17時00分
大型自動車免許一種 178,400円～267,600円

正社員 64歳以下 03030- 2298671
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～180,000円

正社員 不問 03030- 2300071
公害防止管理者水質２種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
200,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03030- 2303571
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～250,000円

正社員 59歳以下 03030- 2304471
土木施工管理技士1級又

は
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
普通自動車免許一種 230,000円～290,000円
（ＡＴ限定不可）

正社員 59歳以下 03030- 2305771
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岩手県宮古市宮町三丁目
１０－１７

ヤマキ総業　株式
会社

雇用期間の定めなし

現場経験 岩手県宮古市、他

水質管理員

1人

当社は特定工場の為、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をし
ていただきます。状況によってはオイルシール製
造工を行っていただく場合もあります。【オイル
シールとは】回転軸における潤滑剤の漏れや異物

岩手県下閉伊郡岩泉町小
本字長内２６

岩手アライ　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

水産物加工

2人

鮭ほか鮮魚の加工品製造作業に従事していただき
ます。魚の洗い、捌き、製品の箱詰め、氷入れ等
の作業があります。経験の無い方でも指導いたし
ます。この他に配達（主に山田町内）をお願いす
る場合もあります。

岩手県下閉伊郡山田町船
越１１－７－１４

有限会社　長根水
産

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

工事現場管理「建設」

2人

当社請負の工事現場での施工管理、工程管理、安
全管理等全般に従事していただきます。現場は主
に宮古市・山田町内となり、現場間の移動には社
用車を使用していただきます。経験者優遇。

岩手県宮古市宮町三丁目
１０－１７

ヤマキ総業　株式
会社

雇用期間の定めなし

施工管理経験者 岩手県宮古市、他

現場作業員／経験者「建
設」

1人

工事現場での法面工事と土木工事が主で工事に伴
う型枠作業等工事作業全般（機械操作と手作業）
を行います。有資格者には建設機械の操作（バッ
クホー等）をお願いする場合があります。現場間
の移動には社用車を使用していただきます。

クレーンオペレーター「建
設」

3人

各種移動式クレーンの運転業務に従事していただ
きます。現場によっては、早朝時間に出勤の場合
もあります。現場は宮古市内の他、久慈～釜石間
の現場となります。移動式クレーン車の運転業務
経験が３年以上の方優遇。玉掛け技能講習、業務

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
９地割２９番地７

有限会社　熊谷ク
レーン

雇用期間の定めなし

移動式クレーン車の運転経
験

岩手県宮古市、他

看護師「看護」

2人

当院内の外来や入院病棟おいて、看護業務全般に
従事していただきます。夜勤勤務は１９床で２名
体制となります。経験年数等により賃金決定。経
験年数は加味いたします。日勤のみの勤務につい
てもご相談に応じます。

岩手県宮古市大通一丁目
３－２４

後藤泌尿器科皮膚
科医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

小学校講師

3人

小学校において教科の少人数指導を行います。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、他

現場作業員「建設」

1人

一般住宅の給排水設備工事全般及び地盤調査。一
般住宅（新築及びリフォーム物件）の上水道・下
水道に関連する水回りの給排水工事と、住宅建築
に伴う土地の状態調査を行っていただきます。現
場は主に宮古市及びその近郊となります。社用車

岩手県宮古市田鎖第５地
割３４－７

有限会社ジオニッ
ク・フロント

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

配管工（給排水工事）「建
設」

1人

新築住宅の水道工事を行っていただきます。給排
水設備の修理や水まわりを中心とする住宅リ
フォーム工事もしていただきます。住宅の基礎工
事、擁壁工事も行っていますので、作業補助をし
ていただく事もあります。主に山田町の現場が中

岩手県下閉伊郡山田町山
田第１地割柳沢公園内第
２産業復興棟Ｂ－１

上林建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

経験３年以上 岩手県下閉伊郡山田町

大工「建設」

2人

一般住宅新築、リフォーム、増改築を行います。
材料の運搬や（２ｔ、４ｔ車）現場清掃、片付け
等もあります。住宅の基礎工事、擁壁工事も行っ
ていますので、作業補助をしていただく事もあり
ます。主に山田町の現場が中心となり、会社に集

岩手県下閉伊郡山田町山
田第１地割柳沢公園内第
２産業復興棟Ｂ－１

上林建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

大工経験者 岩手県下閉伊郡山田町

土木作業員（アルバイト）
「建設」

3人

土木作業、掘削、ダンプの運転（２ｔ車・４ｔ
車）に従事します。主に宮古市内および下閉伊地
区の公共工事をしています。有資格の方は重機
バックホーの運転もしていただきます。土木作業
経験者を優遇、車両系建設機械免許あれば尚可。

岩手県宮古市長沢第９地
割２８８番地

株式会社　金丸組

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

測量及び施工管理見習「建
設」

1人

測量や施工管理の補助作業に従事していただきま
す。現場での測量補助業務、パソコンを使用して
書類作成や写真管理を行います。主に宮古市内及
び下閉伊地区の公共工事を行っています。土木科
卒など土木の基礎知識があれば尚可。

岩手県宮古市長沢第９地
割２８８番地

株式会社　金丸組

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般事務

1人

運転手が記入した乗務記録の整理およびデータ入
力、請求書作成、伝票整理などを行っていただき
ます。業務ではパソコンを使用します。その他、
電話・来客応対、社内清掃も行っていただきま
す。外出用務の際には社用車使用となります。

岩手県下閉伊郡岩泉町袰
野字赤鹿１０８

小本運送　有限会
社

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード・エ
クセル）

岩手県下閉伊郡岩泉町

ＳＳスタッフ及びＬＰＧ販
売スタッフ

1人

ガソリン給油所において、給油作業、洗車、灯
油、タイヤ交換等を行っていただきます。またＬ
Ｐガスの配送作業、保安点検、検針、ガス工事等
があります。配送エリアは岩泉町内と田野畑村と
なります。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字村木１８－１

泉金商事　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

歯科衛生士

1人

院内において歯科衛生士業務に従事します。医師
の指示による歯科治療の一部や器具の消毒・材料
や薬剤の準備などの診療補助を行います。その他
口腔内衛生指導や歯石除去、予防処置、院内清掃
もしていただきます。

岩手県下閉伊郡山田町長
崎４丁目１４－２

木澤歯科医院

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

介護職員（特別養護老人
ホーム）「介護」

1人

特別養護老人ホームおよび、短期入所生活介護事
業所の利用者への介護業務全般を行います。利用
者への食事、入浴、排泄などの介護。レクリエー
ション活動等やその他雑務等を行います。利用者
１０６名程度を、２６名前後のスタッフで交代で

岩手県宮古市田老字養呂
地６番地２

社会福祉法人　田
老和心会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

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。主に災害復旧関連の建設現場において、土
砂・砂利等の運搬を行います。現場は宮古地区及
び、下閉伊地区の北部がほとんどです。

岩手県下閉伊郡岩泉町袰
野字赤鹿１０８

小本運送　有限会
社

大型またはトラック運転経
験者

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

土木作業「建設」

1人

住宅の基礎工事、型枠工事、その他公共事業など
の土木作業全般を担当していただきます。現場は
主に宮古・山田地区となります。車両系資格お持
ちの方には重機操作もお願いします。資格の無い
方の応募も可能ですのでご相談ください。

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

検査業務

1人

工場顕微鏡を使用してコネクタ・成形品（イン
サート成形品含む）の寸法測定を行います。実体
顕微鏡及び拡大鏡を使用してコネクタ・成形品
（インサート成形品含む）のターミナル部の変
形・キズ・削れ・潰れ・異物付着等の外観検査及

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

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

一般事務兼保育補助「保
育」

1人

若桐保育園おいて、パソコンを使用し保育士のシ
フト作成や伝票整理、文書整理などの事務を行い
ます。保育補助は０～５歳児の各クラスの担任補
助として食事、排せつ、遊具の消毒、園内清掃等
を行います。簿記資格あれば尚可。

岩手県下閉伊郡田野畑村
田野畑１２０－１

社会福祉法人　田
野畑村社会福祉協
議会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）
岩手県下閉伊郡田野畑村

大型運転手≪急募≫

2人

当社保有の大型１０ｔダンプを運転し、土砂やア
スファルト合材の工事現場間の運搬業務に従事し
ていただきます。現場は主に宮古、下閉伊地区と
なります。大型ダンプ経験者を採用面で優遇しま
す。経験者優遇いたします。

岩手県宮古市小山田４丁
目７番６号

富士運送　有限会
社

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）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 184,000円～184,000円

正社員 40歳以下 03030- 2306871
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 危険物取扱者（丙種） 150,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03030- 2307271
介護福祉士又は 変形（１ヶ月単位）

介護職員初任者研修 (1) 7時00分～15時45分
135,200円～190,400円 (2) 9時00分～17時45分

(3)10時00分～18時45分

正社員以外 不問 03030- 2308971
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

150,727円～150,727円

正社員以外 不問 03030- 2310671
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
150,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03030- 2311571
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時30分～17時30分

126,016円～230,000円

正社員 59歳以下 03030- 2313771
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(通勤用） (1) 8時30分～17時00分
119,393円～119,393円

正社員 69歳以下 03030- 2315271
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

154,700円～205,000円

正社員 不問 03030- 2316971
火薬類取扱責任者甲種 変形（１年単位）
火薬類取扱責任者乙種 (1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 230,000円～230,000円

正社員 不問 03030- 2318071
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(必須） (1) 8時00分～17時00分
車両系整地掘削用運転 195,500円～195,500円

正社員 不問 03030- 2319371
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
130,000円～180,000円

正社員 59歳以下 03030- 2320571
作業療法士

普通自動車免許一種 (1) 8時30分～17時30分
240,000円～500,000円

正社員 64歳以下 03030- 2321471
言語聴覚士

普通自動車免許一種 (1) 8時30分～17時30分
240,000円～500,000円

正社員 64歳以下 03030- 2322771
普通自動車免許一種
塗装技能士１級又は (1) 8時00分～17時00分

塗装技能士２級 196,000円～228,000円

正社員 不問 03030- 2323871
理学療法士

普通自動車免許一種 (1) 8時30分～17時30分
240,000円～500,000円

正社員 64歳以下 03030- 2324271
看護師 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
200,000円～260,000円 (2) 8時00分～17時00分

正社員 59歳以下 03030- 2325971
土木施工管理技士2級又

は
変形（１年単位）

建設機械施工技士2級 (1) 8時00分～17時00分
中型一種（８ｔ限定） 184,000円～345,000円

（ＡＴ限定不可）

正社員 59歳以下 03030- 2327071
普通自動車免許二種 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時00分
130,026円～130,026円

正社員 64歳以下 03030- 2328371
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(必須） (1) 8時00分～17時00分
電気工事施工管理１級 150,000円～250,000円
又は電気工事士第１種

正社員 不問 03030- 2329671
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
128,000円～150,000円

正社員以外 不問 03030- 2330771
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- 2332271
3

電気工事および電気工事施工管理業務、一般住宅
から公共事業の電気工事現場施工を行います。ま
た工事の見積・積算や、施工管理業務、その他付
随した業務もあります。（有資格により、業務の
内容が違ってきます）現場は、主に宮古市となり

岩手県宮古市宮町三丁目
９－８

株式会社　小野寺
電機商会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

クリンクルー（崎鍬ヶ崎）

2人

請負先施設内において、フロアのモップ掛け等の
清掃業務に従事していただきます。１フロアあた
り１名での作業になりますが、時間帯によって作
業フロアを移動します。男性女性両トイレ掃除あ
り。

運転手

2人

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、車両の清掃作業等を行います。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

岩手県宮古市大字津軽石
５－３２

有限会社　クボタ
タクシー

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

電気工事士（見習可）「建
設」

1人

電気工事業務（見習可）、一般住宅から公共事業
（公共施設・トンネル・道路等）の電気工事（配
線、照明取付等）を行います。初めのうちは、作
業準備や後片付け等から行っていただくので初心
者の方でも大丈夫です。現場は、主に宮古市内と

岩手県宮古市宮町三丁目
９－８

株式会社　小野寺
電機商会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

電気工事士「建設」

1人

現場代理人「建設」

1人

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。現場代理人の業務を担当して頂きます。
工事現場での管理業務全般を行います。現場は主

岩手県宮古市山口一丁目
２－３１

沢与建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

現場管理業務の経験者
パソコン操作ができる方

岩手県宮古市

看護師「看護」

2人

介護施設・通所リハビリテーションの利用者及び
入所利用者への看護業務全般を行います。入所利
用者(現在７５名ぐらい)に対するバイタルチェッ
ク、服薬管理、健康管理、医療処置を行います。
その他記録業務や付帯する業務があります。

岩手県下閉伊郡山田町飯
岡第９地割２３－１

医療法人　晃生会
介護老人保健施設
さくら山雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

理学療法士

2人

入院及び外来患者様のリハビリテーション（理学
療法）・患者様の自宅で行う訪問リハビリテー
ション（理学療法）・東日本大震災で被災された
方々に対する生活支援事業（介護予防の為の体操
やレクレーションなど）

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

塗装工「建設」≪急募≫

3人

建築塗装作業全般の業務です。宮古市内の各現場
において、一般住宅や集合住宅の建築塗装作業を
していただきます。現場への移動は社用車を使用
し、乗り合いでの移動等相談に応じます。

岩手県宮古市大字山口４
丁目１－１

有限会社　菊池塗
装店

雇用期間の定めなし

塗装経験者 岩手県宮古市

言語聴覚士

2人

入院及び外来患者様のリハビリテーション（言語
療法）・患者様の自宅で行う訪問リハビリテー
ション（言語療法）・東日本大震災で被災された
方々に対する生活支援事業（介護予防の為の体操
やレクレーションなど）

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

作業療法士

2人

入院及び外来患者様のリハビリテーション（作業
療法）・患者様の自宅で行う訪問リバビリテー
ション（作業療法）・東日本大震災で被災された
方々に対する生活支援事業（介護予防の為の体操
やレクレーションなど）

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

合鴨の食肉加工作業

1人

機械と手処理での肉の解体・仕分け等、合鴨の食
肉加工作業を行います。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（出荷管理事務については、パ
ソコンなど特別なスキルは不要ですが数字や計算

岩手県下閉伊郡田野畑村
室場２４－４

株式会社　甘竹田
野畑

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

ダンプ・重機運転手「建
設」

1人

ダンプトラック、バックホー、ローダー等の運転
業務を行います。砂利・砕石を掘削する業務、並
びに原石を活條施設まで運搬する業務になりま
す。また、砂利と砕石の製品を主に田野畑地区、
岩泉地区に配達する業務もあります。

下閉伊郡田野畑村明戸１
７３－１

有限会社　下閉伊
採石

雇用期間の定めなし

ダンプ並びに重機運転経験
者

岩手県下閉伊郡田野畑村、他

火薬取扱者

1人

砕石・砂利の掘削、製造販売を行っている会社で
す。砕石等の採取場において、ダイナマイトを使
用し、原料の採掘をする仕事をしていただきま
す。有資格者に限定しての募集となります。

下閉伊郡田野畑村明戸１
７３－１

有限会社　下閉伊
採石

火薬を使用して採掘する業
務の経験者

岩手県下閉伊郡田野畑村

配管工及び配管工見習い
「建設」

2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。現場は主に宮古市内で、移動
使用車両は軽バス、２ｔトラック等で行います。

岩手県宮古市太田二丁目
４番４４号

有限会社　マツモ
ト機材工業

雇用期間の定めなし

配管工経験者 岩手県宮古市、他

食品加工補助員

1人

加工補助を担当します。主な仕事は冷凍食品加工
員が使用する原材料の運搬、食品加工後のライン
清掃となります。その他に冷凍食品の製造過程に
おいて、魚の捌き・衣つけ・フライ・箱詰めや、
ラインにおいては包装業務も行います。

岩手県宮古市田老字古田
７５番地８

有限会社　宮古食
品

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

有限会社　千崎商
事

ＬＰガス関連経験か水道工
事経験のいずれか

岩手県宮古市

現場作業員「建設」

1人

生産管理（正社員）

2人

生産管理及び付随する業務全般となります。得意
先や仕入れ先との製品、資材・部材・成形材料の
受発注、出荷、受入業務、社内での生産計画の立
案、工程、納期管理を行っていただきます。取引
先とは電話やＥ－メールでの交渉、ＰＣ（システ

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

パソコン操作が得意な方 岩手県宮古市

電気工事作業員・技術者
「建設」

2人

設備工事全般及び附帯作業のうちの電気設備配線
工事作業。主に、商店・コンビニエンスストア・
水産加工関係の事業所などの工事を行っておりま
す。屋内の電気配線工事はもとより、冷暖房機・
業務用冷蔵庫等の設置にかかる工事もあります。

岩手県宮古市大字津軽石
１０－３３３－７

有限会社　赤松エ
ンジニアリング

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ヤマキ総業　株式
会社

岩手県宮古市、他

株式会社　佐幸商
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職「介護」

1人

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
アなどになります。パソコン使用し業務報告もあ

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中家４０

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

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン入力ができること
（初級程度）

岩手県下閉伊郡岩泉町

運転手兼水産食品加工員

2人

搬入搬出等の運搬作業、水産食品の加工及び付帯
業務となります。重量物はフォークリフトにより
積込みを行いますが、台車による手作業での運搬
作業（１５～２０ｋｇの加工品）もあります。
フォークリフト、４ｔトラック以上の運転経験あ

岩手県宮古市新川町５－
６

ＬＰガス販売《急募》

1人

灯油配達（配達車２ｔトラック）、検針、集金
（軽トラック）をしていただきます。主に宮古市
内となります。資格取得後は、一般住宅の住宅設
備、ガス設備、水道工事も行って頂きます。

岩手県宮古市磯鶏石崎５
番６号

工事現場において、法面工事と土木工事が主で工
事に伴う型枠作業等工事作業全般を行います。法
面工事については高所作業が伴います。現場まで
は、会社より社用車乗合で移動となります。

岩手県宮古市宮町三丁目
１０－１７



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00分～17時00分

200,000円～250,000円 (2) 8時00分～16時30分

正社員 64歳以下 03030- 2336371

(1) 8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし 117,424円～168,000円

正社員 59歳以下 03030- 2342171
看護師又は
准看護師 (1) 8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし 普通自動車免許一種 200,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030- 2343071
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 6時00分～15時00分

150,000円～220,000円

正社員 45歳以下 03030- 2344371
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
127,500円～200,000円

正社員 61歳以下 03030- 2347471
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～250,000円 (2)20時00分～ 5時00分

正社員 64歳以下 03030- 2350171
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
131,936円～147,560円

正社員以外 不問 03030- 2353671

(1)11時00分～21時00分
130,000円～180,000円 (2)11時00分～21時30分

正社員 不問 03030- 2354571
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

170,000円～220,000円

正社員 59歳以下 03030- 2357871
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 7時00分～16時00分
135,680円～169,600円 (2) 9時00分～18時00分

(3)10時30分～19時30分

正社員以外 不問 03030- 2358271
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
133,168円～162,400円

正社員 59歳以下 03030- 2359971
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
129,108円～162,400円

正社員 45歳以下 03030- 2360371

(1) 8時00分～17時00分
195,000円～300,000円 (2)13時00分～22時00分

(3)22時00分～ 8時00分

正社員 64歳以下 03030- 2361671
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

129,600円～192,240円

正社員以外 18歳以上 03030- 2362571

(1) 8時00分～17時00分
165,000円～300,000円 (2)13時00分～22時00分

(3)22時00分～ 8時00分

正社員 64歳以下 03030- 2363471
普通自動車免許二種 交替制あり

(必須） (1) 7時00分～16時00分
123,725円～123,725円 (2) 8時00分～17時00分

(3) 9時00分～18時00分

正社員 64歳以下 03030- 2369071
普通自動車免許一種 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
302,900円～419,400円

正社員 不問 03030- 2373271
普通自動車免許一種

(通勤用） (1) 7時30分～16時30分
保育士又は 137,600円～189,100円 (2) 8時00分～17時00分

幼稚園教諭免許 (3) 9時00分～18時00分

正社員 不問 03030- 2374971
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
138,600円～150,150円

正社員 40歳以下 03030- 2382971
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- 2383171
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
138,600円～150,150円

正社員以外 不問 03030- 2384071
4

販売員

1人

佐原・茂市・河南給油所のいずれかにおいて、ガ
ソリンスタンドのフロント業務全般を行います。
主にお客様への応対、給油作業、洗車業務、会計
を行っていただきます。また、タイヤ等の油外販
売等やその他付帯する業務もしていただきます。

岩手県宮古市茂市９－３
－６

株式会社　角登商
店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

調理スタッフ（和海味処
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

和食調理業務経験 岩手県下閉伊郡山田町

一般事務

1人

販売管理を中心とした事務を担当していただきま
す。データ（販売、入金等）入力、請求関係の書
類作成、管理、電話対応、接客等をしていただき
ます。その他付随する業務も行っていただきま
す。パソコン操作は入社後指導します。

岩手県宮古市茂市９－３
－６

株式会社　角登商
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

児童厚生員「保育」

1人

重茂児童館の児童厚生員に関わる業務全般。２歳
から就学前までの幼児（４０人程度）の保育業務
を行います。日中活動における保育全般、それに
伴う記録などです。その他、園内の清掃や環境整
備など付帯する業務があります。

岩手県宮古市保久田６番
８号　ふれあい館　内

特定非営利活動法
人　ふれあいス
テーションあい雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

重機オペレーター「建設」

2人

建設現場において、車両系機械操作をしていただ
きます。大型ダンプへの積み込みなどの業務を
行っていただきます。現場は沿岸地区となり、現
場により直行直帰の場合もあります。重機オペ
レーター経験ある方優遇。

岩手県下閉伊郡山田町長
崎１－５－１

佐々総業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

タクシー乗務員

2人

タクシー乗務業務、スクールバス等での送迎業
務。主な業務はタクシーの運転、出庫前の車両点
検、料金収受、乗務記録、洗車等となります。ス
クールバスは、必要に応じて稼働いたします。経
験があれば尚可。大型自動車一種免許があれば尚

岩手県宮古市大字津軽石
９－７０－１

合名会社　津軽石
タクシー

雇用期間の定めなし

又は15時00分～ 0時00分の
間の8時間

岩手県宮古市

フロントスタッフ（正社員
地域職）

1人

ホテルに関する業務全般、フロント業務、電話対
応、予約受付、確認（パソコン使用）フロント業
務が中心となりますが、状況によりレストラン業
務（接客、配ぜん、片付け等）も行って頂きま
す。本人が希望する地域への転勤があります。

岩手県宮古市藤の川１５
番地３８号

ルートインジャパ
ン株式会社　　ホ
テルルートイン宮
古

雇用期間の定めなし

パソコン入力操作程度 岩手県宮古市、他

警備員（宮古）

2人

工事現場等において交通誘導を行っていただきま
す。初めての方でも仕事内容は丁寧にお教えしま
すので、安心してご応募下さい。普通自動車免許
をお持ちの方尚可。交通誘導２級・雑踏警備２級
をお持ちの方尚可。

岩手県宮古市神田沢町２
－９

株式会社　セーフ
ティーガード

雇用期間の定めなし

又は20時00分～ 5時00分の
間の8時間

岩手県宮古市、他

フロントスタッフ（正社員
広域職）

1人

ホテルに関する業務全般、フロント業務、電話対
応、予約受付、確認（パソコン使用）フロント業
務が中心となりますが、状況によりレストラン業
務（接客、配ぜん、片付け等）も行って頂きま
す。全国転勤があります。

岩手県宮古市藤の川１５
番地３８号

ルートインジャパ
ン株式会社　　ホ
テルルートイン宮
古

雇用期間の定めなし

パソコン入力操作程度 岩手県宮古市、他

生産管理（正社員）

1人

取引先注文書処理、生産計画、請求書作成、出荷
等の業務をして頂きます。ＰＣ操作（ワード、エ
クセル）を使った業務があります。その他付随す
るもあります。未経験でも指導の上、習得可能で
す。事前見学可能ですのでご相談ください。

岩手県宮古市大字津軽石
１９－１８

株式会社　宮古マ
ランツ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

設備保守業務

1人

生産管理課所属となります。インフラ維持（空
調・電気設備・水道等）修理時等は業者との調
整、作業環境設備（作業台作成等）※専門知識等
必要な資格等は長期勤務を前提に少しずつ習得し
ます。入社時は補助作業等から順次覚えていきま

岩手県宮古市大字津軽石
１９－１８

株式会社　宮古マ
ランツ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員「介護」

5人

施設入所者数１８名（認知症の方）を対象とした
入所者の身の回りの世話、食事、排泄、入浴の介
助、移動介護、掃除、調理、洗濯などが主な仕事
になります。入居者を、受診のため病院へ社用車
で送迎する場合があります。

岩手県下閉伊郡田野畑村
机２９９

中城興産株式会社

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

介護職員「介護」

2人

デイサービスの介護業務全般に従事していただき
ます。おおよそ１５名のデイサービス利用者の方
を５名の職員で介護（食事、入浴、排せつ、レク
リエーション等）いたします。送迎の運転業務も
あります。資格・経験は問いません。介護職員初

岩手県下閉伊郡山田町石
峠２－３５

特定非営利活動法
人　石峠宅老所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

射出成形金型の保守、メンテナンス業務を担当し
ていただきます。金型組み込み、調整を行いま
す。製品の品質保持のための大切な業務となりま
す。成形オペレーター経験者優遇。

岩手県宮古市板屋３－１
１－１５

現場作業員、建設機械オペ
レーター「建設」

1人

当社が請負っている建設現場において、土木作業
及び車両運転作業に従事していただきます。所有
する免許により、トラック、重機、移動式クレー
ン等の運転する車両を決定します。業務経験あれ
ば尚可。大型免許、車両系建設機械等資格あれば

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

調理員

1人

和・洋・中を中心にした飲食店（座席数４７席）
において厨房での業務を行っていただきます。食
材の準備や仕込み、盛付、食器洗浄などをしてい
ただきます。主に和食・寿司の調理を担いつつ中
華等の補助も行います。普通自動車免許のある方

岩手県下閉伊郡山田町長
崎１丁目９－２

三陸味処　三五十

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

看護師「看護」

1人

訪問看護業務を行います。利用者様宅へ訪問し在
宅療養の支援をしていただきます。採用後しばら
くは２人１組での訪問となります。訪問時は社用
車（ＡＴ軽自動車）を使用します。

岩手県宮古市山口５丁目
８番２号

株式会社　かがや
きライフ

岩手県宮古市

射出成形金型メンテナンス

1人

プレスオペレーター／山田

3人

コネクター用プレス端子加工および金型設計・製
作を主要とした業務を行っておりますが、その
内、プレスオペレーターを募集します。主にプレ
ス機械に材料の取付け、製品の取出し、実体顕微
鏡を使用して外観検査などを行っていただきま

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根７－４－１０

株式会社富士工業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

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

水産加工員

2人

水産加工業務を担当していただきます。主にホタ
テの加工（殻付きホタテの箱詰め、殻むき、貝柱
のパック詰め）となります。時期により鮮魚の選
別、箱詰め、ウニ、アワビ、いくらの加工もあり
ます。加工の仕事を習得後、状況によりホタテの

岩手県下閉伊郡山田町川
向町１６８

株式会社　川石水
産

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

コンクリート製品補修作業
員

1人

コンクリート製品の主にＵ字形側溝を製造してい
ます。製品製造の過程で発生する製品の欠けなど
をコンクリート粉末などの補修剤で補修する作業
です。力仕事はありませんが、同じ姿勢での細か
な作業となります。未経験の方もご応募くださ

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根４－１２

株式会社　エム・
アイ・エス東北工
場

射出成形金型メンテナンス
経験者 岩手県宮古市

現場管理・現場管理補助
「建設」

2人

当社請負の公共工事現場に伴う現場管理業務とな
ります。業務内容は、経験に応じて決定します。
測量、写真撮影など、その他補助業務・付随業務
も含みます。現場によっては自宅から直行直帰と
なる場合があります。

岩手県下閉伊郡田野畑村
日蔭５７－４

熊谷建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

経験者 岩手県下閉伊郡田野畑村、他



美容師 変形（１年単位）
普通自動車免許一種

(通勤用） 135,000円～230,000円

正社員 59歳以下 03030- 2389771
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
140,000円～180,000円

正社員 30歳以下 03030- 2390971
美容師又は 変形（１年単位）

理容師
普通自動車免許一種 135,000円～230,000円

(通勤用）

正社員 59歳以下 03030- 2391171
土木施工管理技士２級 変形（１年単位）
普通自動車免許一種 (1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 228,000円～300,000円

正社員 64歳以下 03030- 2392071
普通自動車免許一種
介護職員初任者研修 (1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 126,728円～138,880円

正社員 69歳以下 03030- 2394671
介護職員初任者研修 変形（１ヶ月単位）

又は介護福祉士 (1) 8時30分～17時30分
普通自動車免許一種 132,000円～154,880円 (2)11時00分～20時00分

(3) 7時00分～16時00分

正社員 64歳以下 03030- 2397771
変形（１年単位）
(1)10時00分～20時00分

180,000円～180,000円

正社員 不問 03030- 2398871
変形（１年単位）
(1)10時00分～20時00分

150,000円～150,000円

正社員 不問 03030- 2399271
大型自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～16時30分
127,110円～127,110円

正社員 59歳以下 03030- 2400571
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
138,600円～184,800円

正社員 18歳～50歳 03030- 2401471
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(免許取得後３年以上) (1)19時00分～ 4時00分
114,560円～126,732円

正社員 18歳以上 03030- 2402771
看護師

普通自動車免許一種 (1) 8時30分～17時15分
152,000円～257,600円

正社員以外 不問 03030- 2403871
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
130,000円～180,000円 (2)12時00分～21時00分

正社員 59歳以下 03030- 2405971
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1)16時00分～ 0時00分
150,000円～230,000円

正社員 18歳～64歳 03030- 2406171
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
187,050円～187,050円

正社員以外 不問 03030- 2411871
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 184,800円～300,300円

正社員以外 59歳以下 03030- 2412271
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

231,000円～415,800円

正社員以外 59歳以下 03030- 2413971
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 158,200円～192,100円

正社員 不問 03030- 2414171
普通自動車免許一種
(ＡＴ限定不可·必須) (1) 8時00分～17時00分

190,000円～230,000円

正社員 64歳以下 03030- 2417671
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
131,936円～147,560円

正社員以外 不問 03030- 2418571
看護師又は 変形（１ヶ月単位）
准看護師 (1) 8時30分～17時30分

普通自動車免許一種 131,936円～208,320円

正社員以外 不問 03030- 2419471
5

看護職員「看護」

1人

おおよそ１８名のデイサービス利用者の看護業務
（利用者記録類の作成、健康相談等）を行いま
す。あわせて介護（食事、入浴、排泄、レクリ
エーション等）、送迎業務もお願いします。

岩手県宮古市津軽石第１
５地割４１番地７

特定非営利活動法
人　石峠宅老所
荷竹宅老所雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上） 岩手県宮古市

介護職員「介護」

2人

おおよそ１８名のデイサービス利用者の方を介護
（食事、入浴、排せつ、レクリエーションなど）
していただきます。職員５名体制となります。ほ
かに、送迎の運転業務もあります。


岩手県宮古市津軽石第１
５地割４１番地７

特定非営利活動法
人　石峠宅老所
荷竹宅老所雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

建設作業員「建設」

3人

復興関連の公共建築工事や大手ハウスメーカーの
建築工事を請負っています。鉄骨組立、足場組
立、内装作業、高所作業等行っていただきます。
その他付随する業務も行っていただきます。免許
資格のない方は取得制度があります。費用は全額

岩手県下閉伊郡山田町織
笠第１６地割３番地３１

株式会社　宇野ビ
ルド

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

現場作業員「建設」

2人

各作業現場において、土木作業に従事していただ
きます。土砂の掘削や埋め戻し、コンクリート打
設立の作業、その他付随する作業全般を行ってい
ただきます。現場には直行直帰となります。

岩手県宮古市太田１丁目
８番４号

株式会社　青山工
業

岩手県宮古市

大工「建設」

3人

住宅の建築工事全般に従事していただきます。一
般住宅等の建築現場において、建築作業に携わっ
ていただきます。現場は主に山田町となります。
大工経験者の方からのご応募をお待ちしておりま
す。

岩手県下閉伊郡山田町大
沢第３地割５５番地１

株式会社　ブロー
ド

雇用期間の定めなし

大工業務経験者 岩手県下閉伊郡山田町

調理及びホールスタッフ

1人

居酒屋において調理とホール係を兼務していただ
きます。調理は、野菜カット、揚げ物、焼き物と
なります。ホール係は、注文取り、配膳、片付
け、食器洗浄、レジ操作会計となります。スタッ
フは８名程度で業務しております。

岩手県宮古市大通２丁目
２－４

ドゥ・ヒートライ
ズ　クリエイティ
ブ　株式会社雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

重機オペレーター「建設」

2人

復興関連の土木工事や、解体工事に伴う車両系建
設のオペレーター業務となります。一般住宅や公
営住宅の基礎工事など工事に関する土木作業も
行っていただきます。現場は主に山田町及びその
近郊となります。経験者の方は優遇いたします。

岩手県下閉伊郡山田町大
沢第３地割５５番地１

株式会社　ブロー
ド

雇用期間の定めなし

重機経験者 岩手県下閉伊郡山田町

生コン車運転手≪急募≫

1人

生コン車の運転をしていただきます。現場は宮古
市内または山田町内がメインとなります。生コン
車未経験の方は、研修を予定しており、経験者が
同乗いたします。毎年１月１日からの１年更新、
正社員登用制度あり。

岩手県宮古市大字津軽石
第１０地割字向川原３５
－３７

岩手三八五流通株
式会社宮古支店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

大型運転経験 岩手県宮古市、他

調理師（正社員）

1人

調理課に配属され、宿泊や団体のお客さまの食
事、レストラン、宴会で提供する食事の調理、盛
付が主な仕事になります。朝食はバイキング形
式、夕食は味処やまぼうしでメニューからの注文
やお膳での食事提供となっております。料理長が

岩手県宮古市田老字向新
田１４８

株式会社　グリー
ンピア三陸みやこ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師「看護」

1人

当院において看護業務に従事していただきます。
外来及び入院病棟での看護業務や、診療の補助及
び療養上の介助などを行います。また、主に岩泉
町内への訪問看護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１９－１

社会福祉法人　恩
賜財団済生会支部
岩手県済生会　岩
泉病院

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

タクシー運転手（夜勤）

3人

タクシー運転手（夜勤）の仕事です。ノルマは一
切ありません。全車カーナビ付ですので、地理に
自信のない方でも安心して勤務できます。普通二
種免許をお持ちでない方は、採用前に免許を取得
していただきます。免許センターとご本人さんと

岩手県宮古市保久田４－
８

三社自動車　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

交通誘導警備員（正社員）

10人

宮古・下閉伊地域の交通誘導警備に従事していた
だきます。主な現場は建設現場工事現場になりま
す。現場へは直行直帰または乗合になります。ま
た社用車の貸与も可能です。自家用車使用の方は
ガソリン支給となります。

岩手県宮古市八木沢第５
地割７０番地１

有限会社　ニコニ
コ警備保障

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

トラック運転手

2人

大型トラックの運転（運行範囲：宮古市内～東北
各地）をしていただきます。ベニヤ板・製材等の
建築資材や肥料等の荷物の積卸作業やトラックの
整備点検を行います。フォークリフト免許あれば
尚可ですが、なくても応募は可能です。

岩手県宮古市刈屋１４－
２０－１９

大信運送株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理見習い（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

調理兼ホール（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

介護職員／赤前「介護」

1人

認知症対応型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、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

岩手県宮古市

介護員「介護」

2人

訪問介護ヘルパー業務。当社の介護タクシーに同
乗し、通院介助を行うのが主な業務です。また、
依頼の状況によっては、家事の代行や食事・入
浴・排泄などの介助を行っていただきます。

岩手県宮古市築地一丁目
１－４４

有限会社　川崎タ
クシー

岩手県宮古市

土木現場代理人「建設」

2人

土木技術者として、当社請負現場に係る業務に従
事します。公共工事、土木工事の施工計画立案
や、作業現場での工程管理を行います。現場間の
移動には、社用車を使用していただきます。

岩手県宮古市田の神一丁
目２－３７

株式会社　佐々木
建設

土木現場代理人経験 岩手県宮古市

美容師又は理容師

1人

ヘアカット、カラー、パーマ、お顔そりなど理美
容に関する一般的な仕事及びその補助が主な業務
になります。技術に不安な方、経験の浅い方など
は社内教育マニュアルにより指導しますので、安
心して応募してください。通信制で資格取得を目

岩手県宮古市末広町１－
１

株式会社Ｂ・Ｂ・
Ｉ

雇用期間の定めなし

又は 9時00分～18時30分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

総合職

1人

漁業協同組合の仕事全般に携わります。購買事業
（給油所での給油作業・社用車を使用してのＬＰ
ガス配達等）、販売事業（魚市場での鮮魚入出荷
業務等）、製氷事業（漁船用の氷の製造・販
売）、総務関係（庶務・指導・共済の加入や更新

岩手県下閉伊郡山田町船
越１３－１０４

船越湾漁業協同組
合

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

美容師

1人

ヘアカット、カラー、パーマなど美容に関する一
般的な仕事及びその補助が主な業務になります。
技術に不安な方、経験の浅い方などは社内教育マ
ニュアルにより指導しますので、安心して応募し
てください。通信制で資格取得を目指す方の応募

岩手県宮古市末広町２－
１

株式会社ｂｅａｕ
ｔｙ・Ｉ

雇用期間の定めなし

又は 9時00分～18時30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ヶ月単位）
社会福祉主事任用資格 (1) 8時30分～17時30分

介護支援専門員 131,936円～173,600円
保育士のいずれか

正社員以外 不問 03030- 2420271
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時30分～17時00分

150,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03080- 2187571
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

141,050円～184,450円

正社員 不問 03100- 1496471
普通自動車免許一種 特定曜日のみ(2)(3)
（ＡＴ限定不可） (1) 8時30分～17時00分

150,000円～250,000円 (2) 8時30分～12時00分

正社員 45歳以下 04030- 2788171
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

156,400円～230,000円

正社員 59歳以下 04080- 2408571
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(業務上必要) (1) 8時00分～17時30分
160,000円～200,000円

正社員 40歳以下 05070- 1473971
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(必須) (1) 8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 207,900円～277,200円

正社員以外 59歳以下 05070- 1546971
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 140,000円～160,000円

正社員 不問 06030- 4914071
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

土木施工管理技士1級又
は

(1) 8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 土木施工管理技士2級 240,000円～270,000円

正社員 不問 06030- 4915371
変形（１ヶ月単位）
(1) 9時30分～18時00分

雇用期間の定めなし 190,000円～340,000円 (2)10時30分～19時00分
(3)11時30分～20時00分

正社員 30歳以下 13090-26488971
玉掛技能者

(必須) (1) 8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 182,700円～304,500円

正社員 不問 02080- 1611371

(1) 8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 450,000円～500,000円

無期雇用派遣 不問 13030-11242271
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
129,108円～162,400円

正社員 45歳以下 03030- 2261971
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1)21時00分～ 6時00分
194,400円～194,400円

正社員以外 18歳以上 03030- 2262171
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分

310,000円～350,000円

有期雇用派遣 不問 04010-35315371
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分

166,900円～210,000円 (2) 7時30分～16時30分

正社員 40歳以下 03030- 2246171
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～16時45分

132,000円～149,600円

正社員以外 不問 03030- 2254171
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

建築施工管理技士１級 (1) 8時00分～17時00分
300,000円～300,000円

正社員 59歳以下 03030- 2255071
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
124,400円～170,600円 (2) 9時00分～18時00分

(3)15時00分～ 0時00分

正社員 64歳以下 03030- 2256371
普通自動車免許一種

(通勤用） (1) 8時00分～17時00分
204,000円～216,000円 (2) 8時00分～16時20分

正社員 不問 03030- 2257671
看護師又は 変形（１ヶ月単位）
准看護師 (1) 9時00分～18時00分

145,000円～200,000円 (2)17時30分～ 9時00分

正社員 不問 03030- 2258571
中型自動車免許一種

(1) 8時30分～17時30分
183,600円～203,600円

正社員 60歳以下 03030- 2260271
6

セールスドライバー／中型

1人

宮古市～釜石市周辺の配達および集荷業務をおこ
ないます。中型車を使用し、重量物の積み下ろし
などもしていただきますので、体力を必要としま
す。やる気のある方を希望します。大型自動車、
フォークリフト免許あれば尚可。

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根２－１３－６

近物レックス株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町、他

看護師、准看護師「看護」

1人

外来・入院妊産婦の看護業務を行います。医師の
指示による妊産婦の看護全般、状況により洗濯、
雑務なども行います。夜勤では、院内の定時巡回
や電話応対、食事の配膳なども行います。夜勤は
１人での対応となりますが、慣れるまでは指導が

岩手県宮古市田の神一丁
目３－７

伊東産婦人科医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

岩手県下閉伊郡山田町

チェーンソーと刈払機
安全講習の修了者

介護職員（小規模多機能居
宅介護）「介護」

1人

当センターでは、訪問、通い、泊まりサービスを
組み合わせて、その人の２４時間を支える仕事で
す。利用者への食事・入浴・着替え・排泄・通院
などの介助、通いの送迎、レクリエーション、訪
問での在宅サービスを行います。また利用者が異

岩手県宮古市保久田６番
８号　ふれあい館内

特定非営利活動法
人　ふれあいス
テーションあい雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

建築技術者「建設」

1人

公共工事等各現場での施工計画立案、工事中の品
質管理、安全管理、調整等。その他、現場で必要
な監督・指揮業務、事務所内での各種書類作成を
行っていただきます。現場の段取りができる方を
お待ちしています。

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

公共工事現場代理人経験者 岩手県宮古市

造林・伐採作業員

1人

地拵、植付、下刈等の造林作業をおこなっていた
だきます。チェンソーや刈り払機、車両系建設機
械の資格をお持ちの方は採用面で優遇します。未
経験者には指導致します。業務上必要な資格は入
社後に取得可能です（費用は当社で負担致しま

下閉伊郡山田町豊間根第
２地割５８番地１８

宮古地区国有林材
生産協同組合

雇用期間の定めなし

調理員≪急募≫

1人

学校給食の調理全般に携わっていただきます。３
名体制で業務を行っています。２校で児童・生徒
３００食程度の調理となります。調理業務経験者
は優遇します。１年毎の更新です。

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

看護補助員「看護」

1人

外来や病棟において、消耗品及び備品の整理や、
シーツ交換及び洗濯等の看護にかかる付帯業務全
般を行います。身体介護（清拭、入浴介助）、診
療補助（検査等）を行っていただきます。ヘル
パー（介護職員初任者研修）等の資格があれば尚

岩手県宮古市大通一丁目
３－２４

後藤泌尿器科皮膚
科医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

（派）電気通信施工管理補
助［下閉郡岩泉町］

1人

トンネル新設工事に関わる伝送路工事の施工管理
補助のお仕事になります。主に担当していただく
のは、写真管理、業者との打合せ、工程管理補
助、図面作成となります。初回Ｈ２９．１２．３
１迄、その後３ヶ月毎契約更新。

宮城県仙台市青葉区本町
２丁目３－１０　仙台本
町ビル７階

トライアロー　株
式会社　東北支店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

警備員（宮古）≪急募≫

3人

各地の建設・建築現場等において、交通誘導警
備、駐車場警備を行います。また各種イベント会
場等における雑踏警備の業務を行います。未経験
の方でも指導しますので安心して応募下さい。

岩手県宮古市小山田４丁
目６番３１号

有限会社　新生警
備保障

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 岩手県宮古市

電気もしくは電気通信の施
工管理の実務経験（経験年

数は不問です）

基板加工

1人

基板の加工業務に従事します。２０～３０ｃｍ位
の電気回路基板に手作業で部品を取り付けたり、
取付加工品の検査を行います。教育体制あり、担
当社員の指導のもと基本から業務を覚えていただ
きますので、安心してご応募ください。

岩手県宮古市大字津軽石
１９－１８

株式会社　宮古マ
ランツ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木作業員

5人

堤防やよう壁工事にともなう軽作業で、バックホ
ウの手元として作業いたします。作業服は各自準
備。


青森県三沢市東岡三沢３
丁目４１－１１－Ａ

草野工業　株式会
社

岩手県下閉伊郡田野畑村、他

現場安全管理担当

1人

トンネル施工に伴う安全管理担当業務 東京都台東区北上野１－３
－４　アクシルコート上野
３０２号

ＥＣＯ・Ｂｏａｒ
ｄ　合同会社

トンネル工事施工経験 岩手県下閉伊郡岩泉町

モバイルカウンタースタッ
フ／宮古市長町

2人

・モバイルショップの店舗スタッフ
・各種手続き
・お客さま対応


東京都豊島区南池袋３丁目
１３番１０号ＩＳＰ第３ビ
ル

テレコムサービス
株式会社

岩手県宮古市

土木施工管理技士（２級以
上）

2人

基盤整備及び道路・河川工事に係る土木施工管
理。主に宮城県、岩手県の地震復興工事現場での
就労となります。他に庄内地方での工事現場もあ
ります。実務経験ある方を希望。

酒田市こあら３丁目６－
２

明和産業　株式会
社

実務経験ある方 岩手県宮古市、他

重機オペレーター（見習）

2人

基盤整備及び道路・河川工事現場での重機オペ
レーターの見習になります。主に宮城県、岩手県
の地震復興工事現場での就労となります。他に庄
内地方での工事現場もあります。

酒田市こあら３丁目６－
２

明和産業　株式会
社

岩手県宮古市、他

大型ダンプ運転手（経験
者）

2人

大型ダンプ運転業務を行っていただきます。大型
ダンプによる建材の運搬業務・建材の積み込み、
積み下ろし業務・重機運転（バックホー）経験
者、自動車又は建設機械整備の有資格者は尚可。

秋田県雄勝郡羽後町西馬
音内堀回字元城７－１

株式会社　木村工
務店

大型ダンプ運転経験者 岩手県下閉伊郡山田町、他

営業（宮古店）

1人

仏壇、墓石の営業、販売業務を行っていただきま
す。担当エリアのお客様宅への訪問や、お店にい
らしたお客様に店頭で接客販売していただきま
す。ノルマなどはありませんが、頑張りはきちん
と評価し給与に反映します。未経験の方にも丁寧

秋田県湯沢市川連町字掵
の下１５１

株式会社　天治堂

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

屋根施工スタッフ(山田営
業所)【トライアル併用】

1人

一般住宅現場にての屋根工事に従事して頂きま
す。未経験の方には適格な指導者の下において、
下回り作業・モルタル練り・瓦上げなどから初め
て頂きます。高所作業があり、体力・持久力が必
要となる業務となります。２人１組で行います。

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

営業［岩手県宮古支店］

2人

業務用洗剤の営業、その他会社事業内容に関する
事、既存得意先への営業、配送、新規得意先への
開拓。入社後、本社（宮城県塩釜市）での研修を
行います（仕事の流れ、商品知識を覚えてもらい
ます）業務拡張による募集です。

宮城県塩竈市北浜３丁目
９－２６

株式会社　塩釜商
会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

運転手（山田営業所）

1人

産業廃棄物（木・コンクリートなど）の収集、運
搬業務を行っていただきます。範囲は主に岩手県
内となり、泊まりはありません。運転業務が主な
業務ですが、仕事の状況によっては作業員として
産業廃棄物の分別作業等に従事していただく場合

岩手県久慈市長内町３７
－１２－８

有限会社　陸中商
会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

養豚作業員（宮古農場）

2人

当社の宮古農場にて、下記の業務を担当して頂き
ます。豚の飼育及び管理（豚の移動、餌の量の設
定、豚舎の清掃等）・豚の糞尿処理・施設の維持
管理（鉄柵の修理など）※家畜（豚）を飼育して
いる方は応募不可（防疫衛生管理上から）

岩手県気仙郡住田町上有
住字新田３５６

有限会社　ありす
畜産

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

相談員「介護」

1人

おおよそ１８名のデイサービス利用者の相談対応
及び介護（食事、入浴、排泄、レクリエーション
等）をします。介護業務については職員５名体制
となります。送迎の運転業務もあります。

岩手県宮古市津軽石第１
５地割４１番地７

特定非営利活動法
人　石峠宅老所
荷竹宅老所雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
社会福祉主事に類する業務

又はケアマネ業務経験
岩手県宮古市



変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～16時30分

168,000円～252,000円 (2)16時00分～ 0時00分

正社員以外 18歳以上 03010-13463971
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～16時30分

168,000円～252,000円 (2)16時00分～ 0時00分

正社員以外 18歳以上 03010-13465071
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
180,000円～250,000円 (2) 9時00分～18時00分

(3)10時00分～19時00分

正社員 59歳以下 03010-13486771
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
180,000円～230,000円 (2) 9時00分～18時00分

(3)10時00分～19時00分

正社員 59歳以下 03010-13488271
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
180,000円～230,000円 (2) 9時00分～18時00分

(3)10時00分～19時00分

正社員 59歳以下 03010-13496271
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
180,000円～230,000円 (2) 9時00分～18時00分

(3)10時00分～19時00分

正社員 59歳以下 03010-13502071
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
180,000円～230,000円 (2) 9時00分～18時00分

(3)10時00分～19時00分

正社員 59歳以下 03010-13508871
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
180,000円～230,000円 (2) 9時00分～18時00分

(3)10時00分～19時00分

正社員 59歳以下 03010-13512671
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
180,000円～250,000円 (2) 9時00分～18時00分

(3)10時00分～19時00分

正社員 59歳以下 03010-13514471
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
（ＡＴ限定不可）

162,000円～181,200円

正社員 61歳以下 03010-13564571
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時30分～17時30分

145,000円～190,000円

正社員 35歳以下 03030- 2424371
普通自動車免許一種

(通勤用） (1) 8時30分～17時30分
125,560円～137,600円

正社員以外 不問 03030- 2425671
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

140,400円～140,400円

正社員以外 不問 03030- 2426571
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時30分～17時00分

高圧ガス販売主任２種 172,500円～184,000円
又はガス免許調査員

以上の資格
正社員以外 不問 03030- 2427471

普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時30分～17時00分

危険物取扱者乙種又は 172,500円～184,000円
危険物取扱者丙種

正社員以外 不問 03030- 2428771
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

230,000円～230,000円

正社員 不問 03030- 2435471
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 建築施工管理技士１級 400,000円～600,000円
建築施工管理技士２級

正社員 59歳以下 施工管理経験 03030- 2436771
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 150,500円～193,500円

正社員 64歳以下 03030- 2437871
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時30分～17時30分

自動車整備士（３級） 130,000円～200,000円

正社員 不問 03030- 2439971
変形（１年単位）
(1) 7時00分～16時00分

雇用期間の定めなし 140,000円～240,000円 (2) 8時30分～17時30分
(3)13時00分～21時00分

正社員 59歳以下 03030- 2440371
土木施工管理技士１級 変形（１年単位）
普通自動車免許一種 (1) 8時00分～17時00分

240,000円～295,000円

正社員 59歳以下 03030- 2442571
7

土木施工管理技士「建設」

1人

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、打ち合わせなどを行います。また
使用する資材、機械の手配や管理も行います。図
面や計画書、報告書などの作成にはパソコンを使

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字村木７４

横屋建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

フロント業務

1人

フロント業務全般を行って頂きます。宿泊等の入
館手続き、お客様案内、料金精算、電話対応、顧
客データ入力等に伴うパソコン簡易操作、売店、
喫茶の対応等付随する業務を行って頂きます。

岩手県下閉伊郡田野畑村
羅賀６０－１

株式会社　陸中た
のはた

基本的なパソコン操作 岩手県下閉伊郡田野畑村

自動車整備士

1人

整備工場に持ち込まれる自動車についての整備全
般に従事していただきます。主に一般整備、車検
整備、故障個所や部品交換、車両の引き取りおよ
び納車、洗車、その他付随する業務を行っていた
だきます。作業は５名で行っています。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中家２０

有限会社　新生自
動車整備工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

運転手≪急募≫

1人

大型ダンプでアスファルト合材をプラントから積
んで現場に運搬する仕事です。その他材料、残
土、産業廃棄物等も運搬します。主に下閉伊管内
となりますが、内陸に運搬する場合もあります。

岩手県宮古市金浜第６地
割２１－６６

有限会社　ジェ
イ・ティ・エス
岩手営業所

岩手県宮古市、他

建築施工管理者「建設」

1人

現場施工管理者に従事していただきます。設計図
などをもとに施工計画の立案をし、現場の工程管
理や安全管理、書類作成等の監督業務を行いま
す。現場は主に山田町内となります。

岩手県下閉伊郡山田町山
田５－５９

奥井建設　株式会
社　東北本社

岩手県下閉伊郡山田町

建築大工「建設」

1人

一般住宅や公共工事における建築現場における大
工作業に従事していただきます。会社に集合して
から社用車にて現場に向かます。主な現場は、宮
古市内となります。やる気のある方、ご応募お待
ちしております。

岩手県宮古市田鎖９－２
３－１

福沢建設

雇用期間の定めなし

大工経験者（経験３年以
上）

岩手県宮古市

配送員（灯油・軽油）

1人

灯油・軽油類の宅配業務を行います。４ｔ未満の
車両を運転します。エリアは宮古市内・山田町内
で、決められたコースを複数名で分担して配送と
なります。配送経験、同様の業務経験があれば尚
よろしいです。正社員登用制度あり。２９年度、

岩手県宮古市港町２－２
２

カメイ物流サービ
ス株式会社　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

配送員（ガス）

1人

ガスの宅配業務を行います。４ｔ未満の車両を運
転します。エリアは宮古市内・山田町内で、決め
られたコースを複数名で分担して配送となりま
す。配送経験、同様の業務経験があれば尚よろし
いです。正社員登用制度あり。２９年度、１名の

岩手県宮古市港町２－２
２

カメイ物流サービ
ス株式会社　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

事務員

1人

売掛管理用ＰＣ操作（専用ソフトを使用します
が、基本入力操作ができれば対応可能です）、伝
票処理（見積書・納品書・請求書・売上伝票
等）、その他に来客応対・電話応対など付随する
業務をお願いします。

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
７地割１０－８

いずみ産業株式会
社東北宮古営業所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市
パソコン基本的操作（ワー
ド・エクセル入力程度）

貼り担当者≪急募≫

2人

主にスキューバダイビングに使用するスーツや、
関連する商品の製造を行っています。貼り工程で
は、接着剤でゴム製品を貼り合わせる作業を行い
ます。作業については指導いたしますので、安心
してご応募ください。

岩手県宮古市蟇目８－１
１９－２

日本潜水機株式会
社スーツ事業部

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業

1人

宮古、山田、岩泉、田野畑を中心に、建設機械の
リース・販売のルートセールスをおこなっていた
だきます。その他に営業業務に付随する事務処理
で独自ソフトでの伝票等の整理、ワード、エクセ
ル等使ったパソコン操作を行います。事務所滞在

岩手県宮古市大字根市第
２地割字中割目６番１

株式会社　ほくと
う　宮古営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

バス運転士（宮古地区各営
業所）

5人

乗合バス、貸切りバスの運行による旅客輸送（５
５人乗大型）未経験の方もご応募受付ます。大型
自動車第２種運転免許取得者歓迎。大型自動車第
２種免許のない方、普通免許しか所有していない
方でも応募可能です。（バス運転士養成制度あ

岩手県盛岡市厨川１－１
７－１８

岩手県北自動車
株式会社

雇用期間の定めなし

又は 0時00分～23時59分の
間の7時間以上

岩手県宮古市、他
普通自動車運転免許取得後
３年以上経過していること

部門チーフ又はチーフ候補
（グロサリー部門担当）

5人

岩手県内５３店舗のいずれかのスーパーマーケッ
ト内において下記の業務を行っていただきます。
食品スーパーマーケットグロサリー部門での発注
作業、商品管理作業他・その他、付随する業務お
よび指示された業務。配属店舗は面接時相談の

岩手県盛岡市東安庭２丁
目１番３０号

株式会社　ベル
ジョイス（旧
（株）ジョイス）雇用期間の定めなし

食品スーパーマーケットで
の実務経験

岩手県宮古市、他

チェッカー（レジ）部門担
当者

5人

岩手県内５３店舗のいずれかのスーパーマーケッ
ト内において下記の業務を行っていただきます。
食品スーパーマーケットでのチェックアウト（レ
ジ）業務接客など・その他、付随する業務および
指示された業務。配属店舗は面接時相談の上、採

岩手県盛岡市東安庭２丁
目１番３０号

株式会社　ベル
ジョイス（旧
（株）ジョイス）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

食品スーパーマーケットで
の実務経験または関連業務
（小売店でのレジ・接客）

経験者

デリカ（惣菜）部門担当者

5人

岩手県内５３店舗のいずれかのスーパーマーケッ
ト内において下記の業務を行っていただきます。
食品スーパーマーケットデリカ部門での発注作
業、商品管理作業他・その他、付随する業務およ
び指示された業務。配属店舗は面接時相談の上、

岩手県盛岡市東安庭２丁
目１番３０号

株式会社　ベル
ジョイス（旧
（株）ジョイス）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

食品スーパーマーケットで
の実務経験または関連業務
（惣菜加工調理）経験者

食肉部門担当者

5人

岩手県内５３店舗のいずれかのスーパーマーケッ
ト内において下記の業務を行っていただきます。
食品スーパーマーケット食肉部門での発注作業、
商品管理作業他・その他、付随する業務および指
示された業務。配属店舗は面接時相談の上、採用

岩手県盛岡市東安庭２丁
目１番３０号

株式会社　ベル
ジョイス（旧
（株）ジョイス）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

食品スーパーマーケットで
の実務経験または関連業務

（食肉加工）経験者

水産部門担当者

5人

岩手県内５３店舗のいずれかのスーパーマーケッ
ト内において下記の業務を行っていただきます。
食品スーパーマーケット水産部門での発注作業、
商品管理作業他・その他、付随する業務および指
示された業務。配属店舗は面接時相談の上、採用

岩手県盛岡市東安庭２丁
目１番３０号

株式会社　ベル
ジョイス（旧
（株）ジョイス）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

食品スーパーマーケットで
の実務経験または関連業務

（鮮魚調理）経験者

青果部門担当者

5人

岩手県内５３店舗のいずれかのスーパーマーケッ
ト内において下記の業務を行っていただきます。
食品スーパーマーケット青果部門での発注作業、
商品管理作業・その他、付随する業務および指示
された業務。配属店舗は面接時相談の上、採用後

岩手県盛岡市東安庭２丁
目１番３０号

株式会社　ベル
ジョイス（旧
（株）ジョイス）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

食品スーパーマーケットで
の実務経験または関連業務

経験者

部門チーフ又はチーフ候補
（チェッカー・レジ担当）

5人

岩手県内５３店舗のいずれかのスーパーマーケッ
ト内において下記の業務を行っていただきます。
食品スーパーマーケットでのチェックアウト（レ
ジ）業務、接客・その他、付随する業務および指
示された業務。配属店舗は面接時相談の上、採用

岩手県盛岡市東安庭２丁
目１番３０号

株式会社　ベル
ジョイス（旧
（株）ジョイス）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

食品スーパーマーケット、
小売店でのレジ接客実務経

験

カウンタースタッフ（宮古
店）

2人

「ウインズ宮古店」においてのフロア業務。弊社
パチンコ店にて、お客様対応、景品管理を行って
いただきます。パチンコをされたことがない方で
も、一から丁寧に指導いたしますので、未経験者
の方のご応募もお待ちしております。制服貸与

岩手県盛岡市上堂４丁目
１－２０

株式会社　公楽

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

フロアスタッフ（宮古店）

3人

「ウインズ宮古店」においてのフロア業務。弊社
パチンコ店にて、お客様対応、パチンコ台・ス
ロット台の清掃、設備のメンテナンスを行ってい
ただきます。パチンコをされたことがない方で
も、一から丁寧に指導いたしますので、未経験者

岩手県盛岡市上堂４丁目
１－２０

株式会社　公楽

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市



調理師 変形（１ヶ月単位）
(1) 5時15分～14時15分

雇用期間の定めなし 130,800円～130,800円 (2) 8時15分～17時15分
(3)10時00分～19時00分

正社員 不問 03030- 2444771
作業療法士

普通自動車免許一種 (1) 8時20分～17時20分
(通勤用) 191,200円～254,600円

正社員 59歳以下 03030- 2445871
理学療法士

普通自動車免許一種 (1) 8時20分～17時20分
(通勤用) 191,200円～254,600円

正社員 59歳以下 03030- 2446271
准看護師 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
(通勤用) 156,300円～219,300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- 2447971
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
190,000円～250,000円

正社員 30歳以下 03030- 2448171
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
170,000円～225,000円

正社員 不問 03030- 2449071
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 170,000円～225,000円

正社員 不問 03030- 2450471
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 195,500円～230,000円

正社員 不問 03030- 2451771
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時30分
150,768円～150,768円

正社員以外 不問 03030- 2452871
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可) (1) 9時30分～18時30分

140,000円～149,000円 (2) 8時00分～17時00分

正社員 60歳以下 03030- 2456071
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可) (1) 8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし 145,000円～176,000円 (2) 9時00分～18時00分

正社員 59歳以下 03030- 2457371
変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～16時00分

130,000円～171,000円 (2) 8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030- 2459571
普通自動車免許一種

(1) 9時00分～17時00分
125,000円～125,000円 (2) 9時00分～15時00分

正社員 59歳以下 03030- 2460871
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可) (1) 8時30分～17時30分

135,000円～135,000円

正社員以外 不問 03030- 2463171
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00分～17時00分
250,000円～270,000円

正社員 64歳以下 03030- 2464071
普通自動車免許一種

(1) 8時15分～17時15分
152,300円～174,300円

正社員以外 不問 03030- 2465371
介護職員初任者研修
普通自動車免許一種 (1) 8時15分～17時15分

138,700円～144,700円

正社員以外 不問 03030- 2466671
介護職員初任者研修

中型一種（８ｔ限定） (1) 8時15分～17時15分
（ＡＴ限定不可) 146,300円～152,300円

正社員以外 不問 03030- 2467571
介護職員初任者研修
普通自動車免許一種 (1) 8時15分～17時15分

138,700円～144,700円

正社員以外 不問 03030- 2468471
介護職員初任者研修

(1) 8時15分～17時15分
138,700円～144,700円

正社員以外 不問 03030- 2469771
介護支援専門員

普通自動車免許一種 (1) 8時15分～17時15分
雇用期間の定めなし 152,300円～210,400円

正社員 64歳以下 03030- 2472071
交替制あり
(1) 6時00分～15時00分

125,500円～141,200円 (2) 8時30分～17時30分
(3) 9時15分～18時15分

正社員以外 不問 03030- 2470971
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介護支援専門員「介護」

1人

利用者の方の介護サービス計画の作成（３５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
議会の施設車を使用していただきます。

岩手県宮古市小山田２丁
目９番２０号

社会福祉法人　宮
古市社会福祉協議
会

岩手県宮古市

調理員（清寿荘）

1人

養護老人ホーム入所者等へ提供する食事の、調理
業務に従事していただきます。朝食・夕食各５０
食の調理は１～２名で行っており、昼食８０食の
調理は４名体制で行っております。調理師資格者
は優遇。

岩手県宮古市小山田２丁
目９番２０号

社会福祉法人　宮
古市社会福祉協議
会雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

介護員／有資格（清寿荘デ
イサービスセンター）

1人

デイサービス利用者おおよそ２５名の方々の、食
事介助や入浴介助、排泄介助、レクリエーション
補助などの日常介護業務に従事していただきま
す。約８名の介護員で行っております。

岩手県宮古市小山田２丁
目９番２０号

社会福祉法人　宮
古市社会福祉協議
会雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上） 岩手県宮古市

訪問ヘルパー「介護」

1人

市内の利用者宅で、家事や介護のヘルパー業務に
従事していただきます。１日おおよそ４～５件、
１件あたり１～２名の職員で訪問します。外出の
際には、当施設の車両を使用します。

岩手県宮古市小山田２丁
目９番２０号

社会福祉法人　宮
古市社会福祉協議
会雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上） 岩手県宮古市

介護員兼運転技士（清寿荘
デイサービスセンター）

1人

デイサービス利用者おおよそ２５名の方々の、食
事介助や入浴介助、排泄介助、レクリエーション
補助などの日常介護業務に従事していただきま
す。約８名の介護員で行っております。８人乗り
リフト付き車両により送迎もお願いします。送迎

岩手県宮古市小山田２丁
目９番２０号

社会福祉法人　宮
古市社会福祉協議
会雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

介護員（むつわ荘デイ又は
小国デイ）「介護」

1人

デイサービス利用者おおよそ２０名の方々の、食
事介助や入浴介助、排泄介助、レクリエーション
補助などの日常介護業務に従事していただきま
す。約３名の介護員で行っております。８人乗り
リフト付き車両による送迎業務もあります。

岩手県宮古市小山田２丁
目９番２０号

社会福祉法人　宮
古市社会福祉協議
会雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は17時15分～ 8時15分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

相談員（復興支援担当）

5人

福祉コミュニティの復興を目的とした相談対応
や、イベント運営など地域の支援が主な業務とな
ります。パソコンを使用し、報告書等のデーター
入力もあります。外出用務には施設車を使用しま
す。

岩手県宮古市小山田２丁
目９番２０号

社会福祉法人　宮
古市社会福祉協議
会雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

パソコン操作 岩手県宮古市

介護福祉士、社会福祉
主事、正・准看護師の

いずれか

土木施工管理技士「建設」

1人

土木工事現場、舗装工事現場における管理、監督
業務。主な現場は岩泉町ですが、田野畑村・宮古
市・久慈市の現場も場合によってはあります。現
場へは、社有車または私有車での移動となりま
す。私有車使用の場合、規定によりガソリン代を

岩手県下閉伊郡岩泉町門
字水上５２－１

高徳建設　株式会
社

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

厨房係≪急募≫

1人

浄土ヶ浜レストハウスにおいて、和食を中心とし
た食材の仕込み（魚捌き等）、盛り付け、料理提
供までの一連の調理業務です。食材の仕入れや、
厨房の片づけ等もあります。外出用務の際は社用
車を使用します。調理師免許保持者優遇。

岩手県宮古市宮町一丁目
１－８０

一般社団法人　宮
古観光文化交流協
会雇用期間の定めなし

調理経験者 岩手県宮古市

事務≪急募≫

1人

パソコンを使用し、請求書等作成、顧客管理（車
検、法定点検）電話、来客対応、事務所、トイレ
等清掃、その他書類提出や銀行用務で外出用務を
行います。（社用車使用）パソコンは専用ソフト
使用となります。事務担当は他に１名おります。

宮古市大通３丁目１－１
３

和山自動車販売株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員「介護」／グルー
プホームいわいずみ

1人

ご利用者様に対する介護サービスの提供をお願い
します。入浴、排泄、食事、移動などの介助、レ
クリエーション企画、支援、記録、送迎などご利
用者様の生活支援全般となります。入居者の方の
生活リズムを尊重し、個人に合わせたサービスを

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あり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

一般事務

1人

事業所内において、納品書のチェック・請求書の
作成を中心とした事務を担当していただきます。
その他、電話対応・見積書等の作成・パソコン入
力・社用での外出業務もあります。

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根２－４３－６

有限会社　サトー
（ホームワン　サ
トー）

パソコン（ワード・エクセ
ル等）基本操作

岩手県下閉伊郡山田町

接客係

1人

道の駅区界高原・やまびこ館における接客業務全
般を行います。レストランではホール業務（注文
受け、食事等の提供、片付け）や接客、会計レジ
等となり、売店では会計レジ、商品袋詰めや引渡
し、商品陳列等になります。他ファーストフード

岩手県宮古市川内８－２ 株式会社　川井産
業振興公社

雇用期間の定めなし

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作が出来る方

岩手県宮古市

観光案内及び事務≪急募≫

1人

観光を主とした総合案内業務全般に従事していた
だきます。その他にも事務所内においてはガイド
資料の作成、電話応対、書類整理など、パソコン
を使用した事務処理も行っていただきます。

岩手県宮古市宮町一丁目
１－８０

一般社団法人　宮
古観光文化交流協
会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）可能な方

岩手県宮古市

作業員「建設」

1人

主に下閉伊管内の各現場で、建設土木作業に従事
していただきます。人力での作業もありますが、
車両系建設機械の免許のある方には重機の運転も
行っていただきます。車両系免許あれば尚可

岩手県宮古市宮町一丁目
３－４３

大坂建設　株式会
社

岩手県宮古市、他

大型車両運転士（ダンプ）

1人

大型車両による砕石等の運搬等を主に担当してい
ただきます。砕石工場（岩泉町・門地区）より岩
泉町を中心とした各現場などへ砕石を運搬する仕
事となります。１０ｔダンプの運転です。

岩手県下閉伊郡岩泉町門
字中瀬５１－８

小野新建設　株式
会社

大型車両運転経験 岩手県下閉伊郡岩泉町

大型車両運転士（ミキサー
車）

2人

大型車両による生コン等の運搬を主に担当してい
ただきます。生コン工場（岩泉町・中里地区）よ
り岩泉町を中心とした各現場などへ生コンを運搬
する仕事となります。ミキサー車運転経験のある
方を希望します。

岩手県下閉伊郡岩泉町門
字中瀬５１－８

小野新建設　株式
会社

雇用期間の定めなし

大型車両運転経験 岩手県下閉伊郡岩泉町

施工管理見習い「建設」

1人

技術者（施工管理）を目指す方を募集します。始
めは現場の作業（土木作業等）を行いながら、施
工管理、工程管理、安全管理などの業務を覚えて
いただきます。パソコンを使用しての書類作成、
現場の写真管理なども行います。資格取得にも取

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

パソコン操作（ワード・エ
クセル）の出来る方

岩手県宮古市

准看護師「看護」

1人

山口病院または介護老人保健施設における診療の
補助、療養上の世話をしていただきます。医療器
具のメンテナンスや準備、服薬管理、生活の見守
り、医師の指示による看護業務全般となります。
状況により洗濯、雑務等も行います。夜勤では、

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

理学療法士

1人

山口病院又は介護老人保健施設における入所者・
通所者等のリハビリテーションに従事していただ
きます。身体機能や日常生活の基本的動作能力の
回復・維持・予防を目的とした運動療法や物理療
法を行います。その他に機能評価および計画書作

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

作業療法士

1人

山口病院又は介護老人保健施設における入所者・
通所者等のリハビリテーションに従事していただ
きます。作業治療を用いた心身の機能回復訓練や
指導・援助を行います。その他に計画書作成、記
録等があります。

岩手県宮古市山口五丁目
３番２０号

社団医療法人　新
和会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理師

1人

病院内における入院患者様や入居者様の給食の調
理、配膳、食器等の片付け、清掃などを行ってい
ただきます。山口病院では、概ね３００人の調理
を１７名で担当していただきます。

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



(1) 8時15分～17時15分
123,000円～123,000円

正社員以外 不問 03030- 2473371
大型自動車免許二種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
180,000円～260,000円

正社員 60歳以下 03030- 2480071
看護師

普通自動車免許一種 (1) 8時30分～17時15分
143,900円～243,100円

正社員以外 不問 03030- 2482671
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
151,200円～184,800円

有期雇用派遣 不問 04010-36522871
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
400,000円～470,000円

無期雇用派遣 59歳以下 04010-36524971
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

184,000円～345,000円

正社員以外 不問 05060- 2910571
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 320,000円～550,000円

無期雇用派遣 59歳以下 14140- 8033671
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～17時45分
雇用期間の定めなし 245,000円～393,000円

正社員 59歳以下 17010-15250471
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建築施工管理業務（宮古出
張所）

1人

・軽量鉄骨造建築物の施工管理
・立体駐車場の施工管理
応募される方は、ハローワークから「紹介状」の
交付を受けて下さい。

石川県金沢市金石北３丁
目１６－１０

日成ビルド工業
株式会社

建築施工管理業務 岩手県宮古市

土木施工管理［下閉伊郡山
田町］

1人

震災復旧工事に関し、以下の業務に従事して頂き
ます。工程管理・品質管理・安全管理・その他付
帯業務。

神奈川県川崎市高津区久
地２‐２‐４８‐３０４

株式会社　ファン
ズファクトリー

建設業経験者 岩手県下閉伊郡山田町

左官工（見習も可）

2人

現場での左官工事を担当していただきます。主に
宮城・岩手県内地区での出張工事となります。農
閑期の就業のみ（出稼ぎ）も可能です。左官工見
習いを希望する方も応募可能です。

秋田県横手市婦気大堤字
平林１－９５

平良木左官　平良
木　智哉

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 左官経験者

（見習は経験不問） 岩手県宮古市、他

（派）防潮堤工事の施工管
理［下閉伊郡山田町］

1人

山田漁港海岸ほか高潮対策（防潮堤その２）工事
の現場施工管理全般をお願い致します。測量・丁
張り、写真撮影・段取りが中心。事務所にてＷｏ
ｒｄ，Ｅｘｃｅｌを用いた書類作成、ＡｕｔｏＣ
ＡＤでの図面修正等。測量スキルの高い方を希望

宮城県仙台市宮城野区宮
城野２丁目１４－１１
アーバンコート２０７

十勝技術開発　株
式会社　東北営業
所雇用期間の定めなし

土木工事現場にて施工管理
経験３年以上

岩手県下閉伊郡山田町

（派）建設機械メンテナン
ス［宮古市］

1人

建設機械や関連するレンタル商品のメンテナンス
として、点検・洗浄・その他付帯する軽作業を
行っていただきます。６ヶ月毎契約更新。

宮城県仙台市青葉区本町１
丁目１２－３０　太陽生命
仙台駅北ビル９階

株式会社　スタッ
フ・アクティオ
東北支店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上） 岩手県宮古市

看護師／松山荘「看護」≪
急募≫

1人

施設利用者（高齢者、知的障害、精神障害の方）
１００名の健康管理と、他１名いる男性看護師と
２名で業務を担当していただきます。その他、社
用車を運転し通院の付き添いや、服薬管理、健康
状態のチェック等の業務もあります。健康状態や

岩手県宮古市松山第８地
割１９－１

社会福祉法人　岩
手県社会福祉事業
団　松山荘雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
パソコン操作（文書入力程

度）
岩手県宮古市

運転手（田野畑）《急募》

2人

下記の運転手業務を行っていただきます。村民バ
スの運転、管理業務。大型バス、中型バス、小型
バスでホテルや学校、葬儀等の送迎バスの貸切運
転業務。その他、指示された業務及び上記に付随
する業務。経験者であれば尚可。

岩手県下閉伊郡田野畑村
菅窪３３－１４

東日本交通株式会
社　田野畑営業所

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

介助員（清寿荘デイサービ
スセンター）「介護」

1人

施設内ホール、風呂等の清掃やタオル類の洗濯、
昼食の配膳をしていただきます。勤務時間によ
り、利用者の方の送迎時に、車両への添乗もあり
ます。非常勤（１日６時間以上）又はパート（午
前９時から１日３時間以上）勤務での相談可能で

岩手県宮古市小山田２丁
目９番２０号

社会福祉法人　宮
古市社会福祉協議
会雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市


