
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 03010-21036371
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 03010-21188971
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～17時20分

165,000円～175,000円

正社員 59歳以下 03010-21204371
歯科衛生士 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～18時30分
雇用期間の定めなし 167,000円～187,000円

正社員 不問 03030- 3756671
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

163,100円～233,000円

正社員以外 不問 03030- 3757571
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～140,000円

正社員 59歳以下 03030- 3758471
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- 3759771
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- 3760971
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- 3761171
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～230,000円

正社員以外 不問 03030- 3762071
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- 3763371
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時30分～17時30分

200,000円～210,000円

正社員以外 不問 03030- 3765571

(1) 8時30分～17時15分
123,828円～142,392円

正社員以外 不問 03030- 3767771
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- 3768871
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
124,416円～190,300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- 3769271
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

137,500円～157,300円 (2) 8時00分～12時00分

正社員 35歳以下 03030- 3770071
栄養教諭又は栄養士

(1) 8時15分～16時45分
147,800円～194,400円

正社員以外 不問 03030- 3771371
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- 3772671
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 173,250円～196,350円

正社員以外 59歳以下 03100- 2391571
1

     （9月8日時点の内容です）

　　９月４日　から　９月８日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　９月２１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

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

岩手県宮古市、他

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

歯科衛生士

1人

歯科衛生士として患者さんの口腔衛生指導、診療
介助・診療補助、治療器具の殺菌・消毒、院内の
清掃等付随する業務及び医師から指示された業務
全般に従事して頂きます。経験あれば尚可。

岩手県宮古市田老三王１
丁目１番３－２号

山本歯科医院

岩手県宮古市

家電製品の修理技術者(宮
古・釜石等沿岸地区担当)

1人

国内大手家電メーカー製品（冷蔵庫、洗濯機、テ
レビ等）の修理業務。顧客宅を訪問しての修理が
中心となります。エリアは岩手県沿岸地区になり
ます。ＯＪＴでの２ヶ月程度の研修がありますの
で、未経験の方でも、意欲があれば歓迎です。

岩手県盛岡市永井１－１
３－１

株式会社　アイ
ヴィック

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

建設作業員「建設」

2人

川井門馬地区の現場において、水道配管工事及び
それに伴う土木作業を行います。現場には、会社
に出社後、社有車にて乗り合わせて移動、または
私用車で直行直帰も可能です。給排水工事または
土木作業経験者優遇。

岩手県宮古市大字八木沢
７－５６－１

有限会社　池田水
道

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

一般事務≪急募≫

1人

パソコンを使用した書類作成、請求書作成、デー
タ入力、来客対応、電話応対などの事務業務とな
ります。また役所等への書類提出、銀行回り、集
金等に従事していただきます。その際には社用車
を使用していただきます。

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

パソコン操作（ワード、エ
クセル）ができる方

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

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。調理士資格があれば尚可で

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

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。訪問等には施設の車を使用します

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

看護師·保健師·社会福
祉士·社会福祉主事·介
護福祉士·介護支援専門

員のいずれか

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

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

ＬＰガス保安サービス職·
営業職/山田《急募》

1人

ＬＰガス保安サービス業務を行います。使用され
ているガスの法定期間毎の点検、設備器具、給湯
器、コンロ等の交換や修理作業が主な仕事になり
ます。（社用車軽トラック・１日６～１０件程
度）その他、アパート等の入退出によるガスの開

岩手県宮古市港町２番２
２号

カメイ株式会社
宮古支店

雇用期間の定めなし

パソコン操作（エクセル・
ワード） 岩手県下閉伊郡山田町

事務補助員／都市計画課
（臨時職員）

1人

宮古市役所都市計画課に勤務となります。主な業
務は資料整理等の事務補助、パソコンを使用した
データ入力、書類作成、来客対応、その他庶務等
職員補助業務をしていただきます。

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）操作のできる方
岩手県宮古市

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

介護職員／夜勤なし（土日
休日）「介護」

2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。未経験者でも歓迎しま

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

又は 7時00分～19時30分の
間の8時間

岩手県宮古市

事務≪急募≫

1人

伝票入力、請求書作成、書類整理、電話対応、来
客対応、社内清掃、市内集金業務（社用車使用）
などの事務業務及び社内雑務を行っていただきま
す。主にパソコンを使用した作業で専用システム
も使用しますが、一般的な入力操作が出来れば対

岩手県宮古市実田一丁目
３－１７

株式会社　岩手ビ
ルテック

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

学校栄養職員（期限付臨時
職員）

1人

新里給食センターにおいて、学校栄養職員として
宮古市内小中学校１９校分の学校給食の管理業務
全般を行って頂きます。主に献立の作成、食材の
発注、調理指導などを行って頂きます。

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）ができる方
岩手県宮古市

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
等)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頂きま
す。現場は久慈管内及び下閉伊郡となります。

岩手県久慈市夏井町鳥谷
８－５０－５

株式会社　正栄

岩手県下閉伊郡田野畑村、他

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。

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

◎ 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９月１４日発行  



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- 3774471
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 04010-58240971
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
235,750円～258,175円

正社員 18歳～64歳 02020-13553671
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

157,000円～187,000円

正社員 35歳以下 03010-20730071
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 9時30分～18時00分
雇用期間の定めなし 159,000円～173,500円

正社員 59歳以下 03010-20781071

(1) 8時00分～17時00分
176,000円～176,000円

有期雇用派遣 不問 03010-20797971
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 7時30分～16時30分

雇用期間の定めなし 145,000円～220,000円 (2) 8時00分～17時00分
(3) 8時30分～17時30分

正社員 59歳以下 03010-20823771
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

140,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03010-20829371
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 03010-20834271
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 03010-20839671
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 03010-20847671
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 03010-20967371
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 03010-20969571
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
170,000円～170,000円 (2)16時00分～ 0時00分

正社員 18歳～64歳 03010-20982071
中型一種（８ｔ限定） 変形（１年単位）

（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分
184,000円～345,000円

正社員 64歳以下 03030- 3724571
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- 3725471
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- 3726771
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

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 03030- 3727871
大型自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
150,500円～193,500円

正社員 64歳以下 03030- 3728271

(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- 3731671
普通自動車免許一種 交替制あり

(1) 8時30分～17時15分
146,800円～159,700円 (2) 7時00分～15時45分

(3) 9時45分～18時30分

正社員以外 不問 03030- 3732571
2

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

（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

大型ダンプ運転手【宮古営
業所】

2人

大型ダンプによる合材・骨材を中心とした運搬業
務を行って頂きます。基本的には営業所周辺をエ
リアとしていますが、他営業所の応援で長距離運
行する場合もあります。合材・骨材・ガラ（コン
クリ等の砕石）運搬が主ですので、手積み、手降

青森県八戸市西白山台五
丁目１３－１３

株式会社　大興

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業（山田）

1人

ＬＰガスの販売（検針、集金、配送等）、ガス器
具等、付帯設備器具の販売。配管設備工事、顧客
先消費設備機器点検調査等の業務があります。作
業習得期間中は資格を有する従業員と同行して業
務を行います。採用後、中型自動車運転免許取得

岩手県盛岡市内丸１４－
４

泉金物産　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町、他

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

岩手県宮古市、他

工事現場事務所での一般事
務（岩泉町）

1人

派遣先工事現場事業所において下記の業務を行っ
て頂きます。専用システムへのデータ入力、経費
処理・備品の発注、管理、書類のファイリング・
電話応対、来客応対・その他付随する業務

岩手県盛岡市大通３丁目３
番１０号　七十七日生盛岡
ビル　９階

テンプスタッフ・
カメイ　株式会社
盛岡オフィス雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）
事務経験者 岩手県下閉伊郡岩泉町

ガソリンスタンドスタッフ
（小川バイパス給油所）

1人

小川バイパス給油所において、下記業務を行って
頂きます。スタンドでのサービス業務（給油・タ
イヤ交換等）・灯油の配達業務（岩泉町近郊エリ
ア）・その他、上記に付随する業務

岩手県盛岡市向中野２丁
目１９番３８号

株式会社　ミナカ
ワ

岩手県下閉伊郡岩泉町

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

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

二級ガソリン・ジーゼ
ルシャシ・自動車整備

工のいずれか

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

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

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

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

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

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

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

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

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

加工オペレーター兼ルート
配送

1人

当社において、取扱商品の金属製屋根材・壁材の
鋼板を切削機、成形機を操作し、製品加工を行い
ます。加工作業は担当が指導します。その他加工
製品や建設材料を建設現場や販売先へ２ｔ、４ｔ
車で配送となります。（県内中心）積み降ろし作

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

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

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

雇用期間の定めなし

施工管理経験 岩手県下閉伊郡山田町

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。そのほか材料、残
土、産業廃棄物等も運搬する仕事です。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。親切丁寧に指導しますので、未経験の方も

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
岩手営業所雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

生活指導員／松山荘

1人

心身に障害を持つ方や高齢者の方（約１００名）
の生活支援を１０名の職員で行います。食事提
供、入浴、排せつ介助、施設車での通院介助、作
業活動（木工など）、健康活動、趣味活動、奉仕
活動の支援、パソコンを使用し業務報告等を行い

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（ワードによ

る文書入力）
岩手県宮古市



変形（１年単位）
(1)10時00分～19時00分

136,960円～154,080円

正社員以外 59歳以下 03030- 3733471
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- 3741771
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- 3743271
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
準中型自動車免許 150,727円～150,727円

(H29.3.12以降取得の方)

正社員以外 不問 03030- 3746071
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- 3748671
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

正社員 64歳以下 03030- 3749571
介護支援専門員
又は社会福祉主事 (1) 8時15分～17時15分

普通自動車免許一種 165,000円～193,600円

正社員以外 不問 03030- 3751271
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- 3752971
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- 3753171
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- 3754071
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- 3755371
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- 2354971
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1)10時00分～19時00分
140,802円～171,710円

正社員 62歳以下 04010-57617171
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1)10時00分～19時00分

140,802円～171,710円

正社員 62歳以下 04010-57773371
車両系建設機械 変形（１年単位）
（整地、解体） (1) 8時00分～17時00分

224,000円～314,000円

正社員 不問 05010-17406771
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 321,500円～421,500円
（ＡＴ限定不可）

正社員 不問 10060- 5647171
不整地運搬車運転技能 変形（１ヶ月単位）
普通自動車免許一種 (1) 8時00分～17時30分

184,000円～299,000円

正社員以外 不問 03010-21425571
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時30分
172,500円～218,500円

正社員以外 不問 03010-21426471
フォークリフト技能者 変形（１年単位）
普通自動車免許一種 (1) 8時30分～17時00分

143,500円～143,500円 (2) 9時00分～17時00分
(3) 8時30分～12時00分

正社員以外 不問 03010-21497971
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 161,000円～276,000円

正社員 59歳以下 03030- 3778971
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- 3780671
3

レジスタッフ

1人

オートバックス宮古において、レジスタッフに従
事していただきます。カー用品作業や車検などの
受付業務、商品会計のレジ業務、商品入荷時の品
出し業務、電話応対など、その他付随する業務を
を行っていただきます。

岩手県宮古市宮町２丁目
２－５

株式会社　みちの
くオートバックス
オートバックス宮
古

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

運転手（田野畑）《急募》

2人

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を行います。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

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

運転手兼水産食品加工員

2人

４ｔトラックにて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

岩手県宮古市新川町５－
６

株式会社　佐幸商
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

生産管理／山田

1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。その内
の、生産管理の担当者を募集します。材料発注・
購入、出庫管理・日報の集計・棚卸その他付随す
る業務を行っていただきます。生産管理の経験あ

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

パソコン操作(エクセル・
ワード定型入力できる方)

岩手県下閉伊郡山田町

生活相談員／ふれあい荘デ
イサービスセンター

1人

デイサービスセンターにおいて、生活相談業務、
送迎業務、介護業務、ケアプラン作成などの業務
に従事していただきます。利用者は１日平均２０
人位（定員２５人）となっております。

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

ＳＳスタッフ及びＬＰＧ販
売スタッフ

3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

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

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。

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

店頭販売員［宮古市］

3人

カー用品の販売、レジ業務、簡単な事務処理業務
・作業の受付、接客、品出し、発注、売場作り
等。自動車についての難しい知識がなくても大丈
夫！未経験の方にも親切に指導いたします。商品
購入時、社員特典あり。制服は貸与します。

宮城県仙台市太白区西多
賀４丁目４－１７

株式会社　ホット
マン　（イエロー
ハットＦＣ）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ピット軽整備員［宮古市］

3人

主にタイヤ交換、オイル交換などのピット作業全
般・カー用品等の販売、商品陳列、お客様対応。
自動車についての難しい知識や技術がなくても大
丈夫！未経験者の方にも親切に指導いたします。
商品購入時、社員特典あり。制服は貸与します。

宮城県仙台市太白区西多
賀４丁目４－１７

株式会社　ホット
マン　（イエロー
ハットＦＣ）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

重機オペレーター（岩手県
岩泉）

5人

岩手県岩泉町の災害復旧工事に伴う、がれき処理
の重機（バックホウ、ハサミ、ローダー等）作業
及び付帯工事（造成、堰堤）の重機（バックホ
ウ、ブルドーザー等）作業です。当現場の赴任期
間は約３年ですが、東北（仙台中心）各所で現場

秋田県秋田市飯島鼠田１
丁目３－９

株式会社ＧＲＡＮ
Ｄ　秋田営業所

雇用期間の定めなし

重機オペレーター経験者 岩手県下閉伊郡岩泉町

現場管理者／岩手県岩泉町

2人

岩手県岩泉町の災害復旧に伴う土木工事（造成、
堰堤、がれき処理等）の現場管理業務（工程管
理・資材発注・写真管理・現場作業員の管理・作
業補助等）を行っていただきます。当現場の赴任
期間は約３年間ですが、東北（仙台中心）各所で

群馬県邑楽郡板倉町大字
海老瀬１３８６－１

株式会社　関越ラ
イン

雇用期間の定めなし

現場施工管理業務経験者 岩手県下閉伊郡岩泉町

重機オペレーター（山田
町・宮古市）「建設」

1人

主な工事は道路、復旧、復興関連の公共事業、土
木工事、一般住宅や公共住宅の基礎工事を行って
おります。重機を運転します。現場はほとんどが
山田町、宮古市内ですが、まれに周辺町村（下閉
伊地区）となる場合があります。

岩手県盛岡市東黒石野１
－１２一１４ササキマン
ション１０１

株式会社福徳建設

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

車両系建設機械運転 岩手県宮古市、他

土木普通作業員（山田町・
宮古市）「建設」

2人

道路工事、公共工事（復旧、復興関連）土木工
事。一般住宅や公共住宅の基礎工事の現場作業に
従事していただきます。トラック２ｔ車や社用車
の運転があります。初心者の方でも体力に自信の
ある方を希望します。現場は主に山田町、宮古市

岩手県盛岡市東黒石野１
－１２一１４ササキマン
ション１０１

株式会社福徳建設

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

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。

岩手県下閉伊郡山田町山
田１９－１２９

サトー設備

岩手県下閉伊郡山田町、他

一般事務及び荷役作業（宮
古市）

1人

当連合会北部支所において下記の業務を行ってい
ただきます＜主な担当業務＞経理処理（販売入
力、日計表作成等）・文書、資料作成・来客対応
・荷役作業（フォークリフト使用）・その他、付
随する業務および指示された業務

岩手県盛岡市内丸１６－
１　岩手県水産会館３Ｆ

岩手県漁業協同組
合連合会

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
クセルを使って入力のでき

ること）

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



変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分

141,200円～158,700円

正社員以外 不問 03030- 3782471
変形（１ヶ月単位）
(1)22時00分～ 7時30分

129,600円～129,600円 (2) 7時30分～16時30分
(3)13時00分～22時00分

正社員以外 18歳以上 03030- 3783771
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
（ＡＴ限定不可）

162,400円～174,600円

正社員 29歳以下 03030- 3785271
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） 160,000円～180,000円

正社員 59歳以下 03030- 3786971
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- 3787171
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時00分
150,000円～180,000円 (2) 8時30分～12時00分

正社員 不問 03030- 3788071
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- 3789371
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- 3790571
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- 3791471
変形（１年単位）
(1) 7時00分～16時00分

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- 3792771
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- 3793871
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- 3796171
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- 3797071
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- 3798371
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
132,000円～145,000円

正社員 40歳以下 03030- 3799671
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- 3800171
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- 3802371
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- 3803671

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- 3804571
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
145,000円～148,000円 (2)10時00分～19時00分

(3)16時30分～ 9時30分

正社員以外 不問 03030- 3805471
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- 3806771
4

販売員／ローソン岩泉店
《急募》

1人

店舗内において、各種商品の販売に関する業務全
般を行っていただきます。主にレジ業務、商品の
陳列や補充、店内清掃など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。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字村木６２－１０

有限会社　たけや

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡岩泉町

介護職／デイサービス
「介護」

2人

デイサービス利用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）原則、送迎車の運転業務はありませんが、
添乗業務が伴います。現在１日２５名程度の利用
者に対して、看護職員３名、介護職員５名でサー

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

配管工「建設」

1人

主に一般住宅の住宅設備、ガス設備、水道工事作
業をお願いします。水道管やガス管、関連器具な
どの取り付け工事、給排水設備を行っていただき
ます。現場は宮古市内となります。

岩手県宮古市磯鶏石崎５
番６号

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

レンタカー貸出業務全般
（宮古）≪急募≫

1人

宮古営業所において、レンタカー貸出業務全般を
行っていただきます。また、カウンターでの接客
業務やレンタカーの貸出業務、洗車、車両回送、
その他レンタカーの移動（運転を伴う場合あり）
も行っていただきます。

岩手県宮古市大通三丁目
６－４０

ニッポンレンタ
カー東北株式会社
宮古営業所雇用期間の定めなし

又は 8時00分～19時00分の
間の8時間程度

岩手県宮古市、他

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

自動車整備士

1人

小型・中型・大型自動車や重機の点検整備及び車
検整備、部品交換、修理業務及び板金・塗装・ト
ラックの溶接等を行っていただきます。作業は６
名で行っております。その他、納車・引取り業務
もあります。経験者歓迎します。未経験の方でも

岩手県宮古市太田１－１
－１

工藤ディーゼル自
動車工業株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

電気工事士「建設」

1人

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

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な

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

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

フロント業務

1人

フロント業務全般を行っていただきます。宿泊等
の入館手続き、お客様案内、料金精算、電話対
応、顧客データ入力など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い
ただきます。

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

雇用期間の定めなし

基本的なパソコン操作 岩手県下閉伊郡田野畑村

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

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

外観検査（岩泉）

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

岩手県下閉伊郡岩泉町

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

事務職

1人

生産・総務・労務に関わる事務業務に従事しま
す。主に生産管理事務、各種伝票の発行、進捗管
理、各種データの入力、電話応対、来客対応、タ
イムカード集計、内職集計などを行っていただき
ます。事務経験者、優遇いたします。

岩手県宮古市刈屋１４－
５２－１

株式会社　オー
レックス　岩手工
場雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード・エ
クセル）が出来る方

岩手県宮古市

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

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

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

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

介護職員／（有料老人ホー
ム）「介護」

1人

有料老人ホーム入居者（定員２１名）の介護業務
全般となります。施設内では食事介助、排せつ介
助、通院介助（社用車使用）、清掃等を行ってい
ただきます。夜勤は１～３か月後からの業務とな
ります。介護職員初任者研修以上の課程修了者尚

岩手県宮古市刈屋１２－
３

特定非営利活動法
人　愛福祉会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

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



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- 3807871
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- 3808271
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- 3809971
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- 3810371
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- 3811671
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- 3812571
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- 3813471
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- 3814771
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- 3815871
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- 3816271
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- 3817971
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- 3818171
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- 3819071
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- 3820471
看護師又は准看護師
普通自動車免許一種 (1) 8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし 200,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030- 3822871
普通自動車免許一種

介護福祉士 (1) 8時30分～17時30分
165,000円～180,000円

正社員 64歳以下 03030- 3823271
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- 5310671
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～184,800円

正社員以外 59歳以下 03100- 2441271
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
180,000円～240,000円

正社員 59歳以下 03100- 2442971
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 17010-24107471
普通自動車免許一種

（通勤用） (1) 6時00分～15時00分
230,000円～250,000円 (2)12時00分～21時00分

正社員 不問 03030- 3834071
5

調理人

1人

９月７日に山田町に新規オープンした宿泊兼日帰
り温泉施設「うみねこ温泉湯らっくす」におい
て、日帰り入浴及び宿泊するお客様に対しての食
事・飲食の提供に関する一切の業務をお願いしま
す。

岩手県下閉伊郡山田町川
向町１０－５

天翔水産株式会社
うみねこ温泉　湯
らっくす雇用期間の定めなし

又は 6時00分～21時00分の
間の8時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

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

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

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

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

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

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

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　岩手県済
生会　岩泉病院雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満） 岩手県下閉伊郡岩泉町

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

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

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

一般事務／保健福祉課

1人

岩泉町役場保健福祉課にて、生活相談窓口の相談
員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。生活相談の受付をしていただくことも
あります。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

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

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

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

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

デイサービス介護職員（介
護福祉士）「介護」

1人

デイサービスの介護業務を行います。デイサービ
スの利用者おおよそ３０名の介護業務（入浴、食
事、排泄介助等の身体介護）、レクリエーション
の実施、ワンボックス車での送迎業務、簡単なパ
ソコン入力、その他清掃業務があります。

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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

土木、建築、公共工事による土木作業の業務をし
て頂きます。河川、道路工事の土木作業・重機の
手元作業・資材の準備、運搬等（４ｔダンプを使
用して資材を運搬します）・現場の片付け等・そ
の他、上記に付随する業務。

岩手県久慈市大川目町１
３－１０４－１７

有限会社　十門地
建設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

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、他

現場代理人「建設」

1人

現場の管理・監督（公共土木工事等）業務をして
頂きます。公共工事施工管理、工程管理・発注者
との打合わせ事務・現場内の安全管理業務。積算
業務はありません。現場への移動は、出社後にし
ていただきます。

岩手県久慈市大川目町１
３－１０４－１７

有限会社　十門地
建設

雇用期間の定めなし

現場経験者 岩手県宮古市、他



変形（１ヶ月単位）
(1) 7時30分～16時30分

130,000円～190,000円 (2) 8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

正社員 40歳以下 03030- 3839771
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

264,000円～385,000円

正社員 64歳以下 04010-59589871
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
車両系整地掘削用運転 242,000円～352,000円
小型移動式クレーン

正社員 64歳以下 04010-59600471
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

198,000円～352,000円

正社員 64歳以下 04010-59639171
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
230,000円～450,000円

正社員 不問 21010-29921771
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 207,000円～253,000円

正社員 不問 01010-34488971
交替制あり
(1) 8時00分～17時00分

134,400円～134,400円 (2)20時00分～ 5時00分

有期雇用派遣 18歳以上 03010-21590871
交替制あり
(1) 8時30分～17時30分

130,560円～163,200円 (2)17時30分～ 2時30分

有期雇用派遣 18歳以上 03010-21598471
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時30分～17時15分

150,000円～150,000円

正社員以外 不問 03010-21607171
交替制あり
(1) 7時00分～16時00分

153,500円～153,500円 (2) 8時00分～17時00分
(3)12時00分～21時00分

正社員 59歳以下 03030- 3831271
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 9時00分～17時30分

150,000円～200,000円 (2) 9時00分～15時00分

正社員 59歳以下 03030- 3832971
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- 2463571

(1) 8時30分～17時30分
150,000円～160,000円

正社員以外 不問 04010-59203571

6

一般事務［下閉伊郡田野畑
村］

1人

工事事務所における事務全般をお願いいたしま
す。パソコンを使用したデータ入力・電話応対、
来客応対の業務・伝票等の整理、ファイリング他
。雇用期間はＨ３０．３．３１までですが、工事
の状況により更新の可能性あり。

宮城県仙台市青葉区五橋
２丁目１１－１　ショー
ケー本館ビル６階

村本建設　株式会
社　東北支店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡田野畑村

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

営業≪急募≫

1人

スズキ自動車、ダイハツ自動車の新車や中古車を
販売することが主な仕事です。納車の際にトラッ
クを運転する為、中型自動車の運転免許をお持ち
の方は尚よろしいですが、入社後の取得も可能で
す。車の好きな方、お客様と気軽に話のできる方

岩手県宮古市崎山第７地
割１番地５

有限会社　オート
センター梅沢

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員「介護」

1人

特養老人福祉施設における介護サービスを行いま
す。食事、入浴、排せつ、機能訓練、健康管理、
自立支援、レクリエーション、クラブ活動等にな
ります。通院介助等入居者１１０名、短期入所者
１０名利用、全室個室ユニットケアで、１ユニッ

岩手県宮古市西ヶ丘四丁
目５３－８

社会福祉法人　恵
心会　特別養護老
人ホーム　慈苑雇用期間の定めなし

老人介護経験 岩手県宮古市

車両運行管理員(三陸国道
事務所宮古西維持出張所)

1人

請負先事業所である三陸国道事務所　宮古西維持
出張所において、下記の業務を行っていただきま
す。職員を乗せての車の運転及び車の維持管理に
努める業務。その他、付随する業務及び指示され
た業務。

岩手県盛岡市中央通３丁
目１番２号　盛岡第一生
命ビル　２Ｆ

株式会社　セノン
みちのく支社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

免許取得後3年以上·三陸方面
におけるタクシー等旅客業務
経験１年以上・１年以内に免
許停止処分を受けていない者

タッチパネル操作・部品取
り付け（宮古市）

2人

派遣先の事業所において、下記の作業を行ってい
ただきます。基板製造マシンをタッチパネルで操
作します。部品を補充したり、完成した製品を次
の工程へ運搬します。そのほか指示された業務。

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

資材業務（宮古市）

1人

派遣先の事業所において、下記の業務を担当して
いただきます。生産で使用する原材料や梱包材等
を運搬します。運搬には台車及び資格が必要ない
フォークリフトを使用します。フォークリフトに
関しては未経験であっても、派遣先で研修し、対

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

月未満）

岩手県宮古市

大型ダンプ運転手（岩手県
下閉伊郡）

2人

土木工事の現場にて、大型ダンプの運転、他を
行っていただきます。

札幌市中央区南４条西１
０丁目１０１０番３

エヌ・エス工業

大型ダンプ運転経験３年以
上

岩手県下閉伊郡岩泉町

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

現場スタッフ・オペレー
ター［宮古／釜石／岩泉]

5人

道路の新設、住宅造成、改良や災害復旧工事の現
場でのバックホー等重機作業・その他、土木工事
に付随した作業に従事していただきます。経験と
能力に応じた現場での作業をお願いします。若手
からベテランの方まで、積極的に採用しておりま

宮城県仙台市若林区六丁
の目中町１８－１５　斎
喜六丁の目ビル２１２

株式会社　ナス
キー

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

バックホー等オペレーター
[宮古市／釜石市／岩泉町]

5人

道路の新設、住宅造成、改良や災害復旧工事の現
場でのバックホー等重機作業・その他、土木工事
に付随した作業に従事していただきます。経験と
能力に応じた現場での作業をお願いします。若手
からベテランの方まで、積極的に採用しておりま

宮城県仙台市若林区六丁
の目中町１８－１５　斎
喜六丁の目ビル２１２

株式会社　ナス
キー

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

職長［宮古市／釜石市／岩
泉町］

5人

道路の新設、住宅造成、改良や災害復旧工事の現
場でのバックホー等重機作業・その他、土木工事
に付随した作業を施工する作業員の職長業務で
す。経験と能力に応じた現場での作業をお願いし
ます。若手からベテランの方まで、積極的に採用

宮城県仙台市若林区六丁
の目中町１８－１５　斎
喜六丁の目ビル２１２

株式会社　ナス
キー

雇用期間の定めなし

職長業務の経験 岩手県宮古市、他

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。病棟の介護スタッ
フは１０～１５名です。シフトでの勤務となりま
す。他職種と共働で患者様の身体機能障害からの
回復を図ります。介護職員初任者研修（旧ヘル

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


