
変形（１年単位）
(1) 6時00分～15時00分

192,000円～350,000円 (2)12時00分～21時00分
(3)16時00分～ 1時00分

正社員 18歳～44歳 01190- 8276371
玉掛技能者(必須) 変形（１年単位）

普通自動車免許一種 (1) 8時00分～17時00分
233,000円～279,600円

正社員 不問 03011-  730071
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
186,400円～233,000円

正社員 39歳以下 03011-  731371
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

209,600円～265,100円

正社員 不問 03020- 2122671
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時00分
139,800円～180,000円

正社員 不問 03020- 2156371
測量士 変形（１年単位）

普通自動車免許一種 (1) 8時30分～17時30分
（ＡＴ限定不可） 207,000円～253,000円

正社員 不問 03020- 2158571

(1) 8時00分～17時00分
138,600円～190,575円

正社員以外 不問 03030- 3946171

(1) 8時00分～17時00分
155,925円～190,575円

正社員以外 不問 03030- 3947071
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 9時30分～18時30分

197,000円～292,500円

正社員 35歳以下 03030- 3950771
中型自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 7時30分～16時30分

150,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03030- 3951871
普通自動車免許一種

簿記検定（日商２級） (1) 8時30分～17時15分
152,500円～172,500円

正社員 35歳以下 03030- 3952271
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
161,700円～207,900円

正社員 64歳以下 03030- 3953971
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(必須) (1) 8時30分～17時30分
160,000円～160,000円

正社員 59歳以下 03030- 3954171
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30分

161,700円～207,900円

正社員 不問 03030- 3955071
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

147,262円～147,262円

正社員以外 不問 03030- 3956371
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

133,403円～133,403円

正社員以外 59歳以下 03030- 3957671
臨床工学技士 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
228,200円～285,000円 (2) 8時30分～12時30分

正社員 59歳以下 03030- 3958571
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
156,000円～204,000円

正社員 64歳以下 03030- 3959471
1

     （10月5日時点の内容です）

　　１０月２日　から　１０月５日　までに受理した求人です。　　　 ＜次回発行日は　１０月１９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

店長候補(ミスタードーナ
ツ)【盛岡・宮古・二戸】

2人

盛岡市内４店舗、宮古市、二戸市のミスタードー
ナツ店において店長候補として業務に従事・店舗
スタッフの業務（接客、調理、レジ操作、清掃
等）・スタッフ業務を覚えていただいた後、店舗
運営管理業務（マネジメント全般。社員教育等）

北海道苫小牧市晴海町３
２番地

株式会社　フジタ
コーポレーション

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

型枠大工（職人）「建設」

2人

ビル・マンション等の集合住宅の型枠工事。型枠
を作製し、現場に搬入・設置し工事を行います。
当面の現場は県内沿岸で出張作業（泊まり）とな
ります。その他、会社が指定する現場での作業。
仕事の能率を見て適宜昇給あります。

岩手県岩手郡葛巻町葛巻
第２８地割６３番地２３

株式会社　集和建
工

雇用期間の定めなし

型枠大工経験がある方（必
須）

岩手県宮古市、他

型枠大工（職人見習い）
「建設」

2人

ビル・マンション等の集合住宅の型枠工事。入社
後は現場の準備・片付け、資材運搬など型枠大工
職人の全体的なサポートをしながら、型枠加工・
取り付け作業等のノウハウを覚えていただきま
す。当面の現場は県内沿岸で出張作業（泊まり）

岩手県岩手郡葛巻町葛巻
第２８地割６３番地２３

株式会社　集和建
工

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

ルート営業（宮古・８ｈ勤
務）

1人

ルート営業（固定顧客管理）・定期的にご契約頂
いているお客様を訪問し、医薬品の補充や健康に
関するアドバイスをする仕事です。医薬品約６０
０アイテムなど、予防医学の観点に立った各種商
品の情報を正確にお客様に伝えていただきます。

岩手県釜石市鵜住居町５
－８－２

株式会社　岩手中
京医薬品

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

福祉用具専門相談員「福
祉」

2人

社会福祉協議会等を訪問して、ケアマネージャー
と共に介護保険利用者様への適切な福祉用具の提
案を行います。福祉用品（ベッドやポータブルト
イレ等、介護用品等のレンタルや販売を行いま
す。売契約後、据え付け、メンテナンス又、使わ

岩手県上閉伊郡大槌町小
鎚２１－６１－１

南部屋産業　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町、他

測量、設計【測量士】

2人

道路、河川等の測量・設計及び積算・図化等。現
地での調査・測量業務。現場に赴きトーテルス
テーションを使用し用地等の測量作業。社内にお
いて集めた測量データ等の整理・入力・および設
計製図業務。会社所有の各種車両使用し現場移

岩手県上閉伊郡大槌町大
槌１５－９５－９８

有限会社　スカイ
測量設計

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

測量経験者
パソコン操作堪能な事
(Excel·Wordその他)

水産加工員（１）

2人

鮮魚やサケ等の選別、切断を手作業・手捌きによ
り行います。９月頃からは鮭の加工が主になり、
衛生工場での作業となる事があります。作業内容
は入社後に指導しますので、未経験者歓迎しま
す。正社員登用制度あり。

岩手県宮古市田老字古田
７５－２１

まるいち　沼田商
店　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

水産加工員（２）≪急募≫

2人

鮮魚やサケ等の選別、切断を手作業・手捌きによ
り行います。約１５ｋｇの原料を運ぶ作業がある
ため、体力を必要とします。９月頃からは鮭の加
工が主になり、衛生工場での作業となる事があり
ます。作業内容は入社後に指導しますので、未経

岩手県宮古市田老字古田
７５－２１

まるいち　沼田商
店　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

商品配達及び営業

2人

商品配達及び営業業務となります。注文商品（主
に食品、生活用品等）を１日５０件位配達しま
す。エリアは宮古、下閉伊地域で、コースは曜日
毎に決まっています。１０ｋｇ位の重量物もあり
ます。車両は１．５ｔ～２ｔのパネルトラックを

岩手県宮古市田鎖８－１
２－１

いわて生活協同組
合　共同購入事業
部　宮古センター雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

コンクリート圧送オペレー
ター「建設」

1人

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

岩手県宮古市長町二丁目
７番１４号

有限会社　三　東

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

税務会計スタッフ

2人

税務会計業務を行います。お客様の会計帳簿の精
査、巡回指導等を行います。専用ソフトでのデー
ター入力、エクセル、ワードでの書類作成、電話
対応等になります。外出用務の際は自家用車使用
となります。税理士を目指している方お待ちして

岩手県宮古市黒田町６番
２２号

株式会社　佐々木
鳥居会計事務所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木作業員「建設」

2人

土木作業に伴う業務全般を行います。道路工事・
宅地造成工事など土木工事現場において、土砂の
掘削、埋め戻し、整地等の業務に従事していただ
きます。現場は宮古市内、下閉伊地区となりま
す。有資格者の方には、バックホー・小型移動式

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

土木作業経験者 岩手県宮古市、他

鉄道業務員

2人

駅業務：窓口で乗車券の販売等を通じ地域の顔、
会社の顔となる接客業務です。車掌：繁忙期のイ
ベント列車、増結車両に乗務し観光案内放送等に
おいて直接お客様とかかわる仕事です。運転士：
運転士免許を取得しお客様を安全に目的地まで輸

岩手県宮古市栄町４番地 三陸鉄道　株式会
社

雇用期間の定めなし 動力車操縦者·危険物取扱者
(乙種)·電気工事士·消防設
備士·小型移動式クレーン·

玉掛技能者のいずれか 岩手県宮古市、他

土木作業員「建設」

1人

住宅の基礎工事、擁壁工事に係る土木作業全般を
行います。工事現場で手作業による土砂の掘削・
埋め戻し・整地・運搬等を行います。資格のある
方には、バックホー等の建設機械オペレーター業
務を行っていただきます。主に山田町内の現場が

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

岩手県下閉伊郡山田町

水産加工員〈箱詰め〉

5人

選別ラインに沿った製造及び梱包作業を行いま
す。内容はイカの冷凍食品加工及び秋刀魚、秋サ
ケの加工、サバ等の前浜魚（宮古水揚げ）の処理
作業です。雇用期間：平成２９年１１月中旬まで
を予定しています。水産加工の経験があれば尚よ

岩手県宮古市日立浜町８
番２３号

株式会社　おがよ
し

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

水産加工員

5人

魚類の加工食品等の処理を行います。選別ライン
に沿った製造及び梱包作業を行います。内容は、
イカの冷凍食品加工及び秋サケの加工やスケソウ
ダラ・サバ等の前浜魚の処理作業です。経験のな
い方もご応募ください。水産加工の経験者尚可

岩手県宮古市日立浜町８
番２３号

株式会社　おがよ
し

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

臨床工学士

2人

当院内において、透析業務全般を行います。主
に、医師の指示のもと、患者様サイドにおいて人
工透析装置（血液浄化装置）の保守・点検・操作
を担当していただきます。その他、付帯する業務
となります。

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

溶接工

2人

ステンレス製プールの製作・工程で、切断・組
立・本付溶接に従事して頂きます。主に、公共
（学校等）のプール設置で、全国広域出張があり
ます。その他に建設物等の鉄骨工事もあります。
溶接資格等あれば尚可。

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根５－３１－７

有限会社　小原工
業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

◎ 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１０月１２日発行  



普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
(1) 7時30分～16時30分

157,900円～162,600円 (2) 9時00分～18時00分
(3)12時00分～21時00分

正社員以外 不問 03030- 3960271
栄養士 変形（１ヶ月単位）

普通自動車免許一種 (1) 8時30分～17時30分
(通勤用) 162,000円～213,000円 (2) 5時30分～14時30分

(3) 7時30分～16時30分

正社員以外 不問 03030- 3961971
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

140,000円～150,000円 (2) 8時00分～12時00分

正社員 30歳以下 03030- 3963071
介護支援専門員 変形（１ヶ月単位）

普通自動車免許一種 (1) 7時30分～16時30分
163,000円～213,000円 (2) 9時00分～18時00分

(3)12時00分～21時00分

正社員以外 不問 03030- 3964371
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし 130,000円～150,000円

正社員 59歳以下 03030- 3965671
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
189,200円～223,600円 (2)15時30分～ 0時30分

正社員以外 18歳以上 03030- 3966571
普通自動車免許一種

(通勤用) (1) 8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし 121,200円～126,048円

正社員以外 不問 03030- 3967471
普通自動車免許一種

簿記検定(日商２級)又は (1) 8時30分～17時00分
簿記検定(全商１級) 150,000円～250,000円

正社員 不問 03030- 3968771
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時30分
122,000円～200,000円

正社員 不問 03030- 3970171
変形（１年単位）
(1)15時00分～ 0時00分

200,000円～250,000円

正社員 18歳以上 03030- 3972371
変形（１年単位）
(1)15時00分～ 0時00分

200,000円～250,000円

正社員 18歳以上 03030- 3974571
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 7時45分～16時45分

雇用期間の定めなし
土木施工管理技士2級又

は
173,250円～196,350円

建設機械施工技士2級
正社員以外 不問 03030- 3976771

普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 7時45分～16時45分

雇用期間の定めなし 161,700円～184,800円

正社員以外 不問 03030- 3977871
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 6時30分～16時00分

雇用期間の定めなし 149,310円～208,560円 (2) 8時00分～17時00分
(3)10時30分～19時30分

正社員 64歳以下 03030- 3980371
幼稚園教諭免許

(1) 7時30分～16時15分
148,000円～163,000円 (2) 7時45分～16時30分

(3) 9時00分～18時00分

正社員 59歳以下 03030- 3984771
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

電気工事士(第１種)又は (1) 8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 電気工事士(第２種) 150,000円～300,000円

正社員 64歳以下 03030- 3985871
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 127,859円～151,594円

正社員以外 59歳以下 03030- 3986271
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30分
136,200円～136,200円 (2)16時30分～ 1時00分

(3)23時30分～ 8時00分

正社員以外 18歳以上 03030- 3988171
大型特殊自動車一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
167,900円～264,500円

正社員 64歳以下 03030- 3989071
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

車両系基礎工事用運転 (1) 8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 184,000円～299,000円

正社員以外 不問 03030- 3990471
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
172,500円～195,500円

正社員以外 不問 03030- 3991771
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(通勤用) (1) 8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 129,108円～162,400円

正社員 45歳以下 03030- 3995171
2

資材業務

1人

小部品受入、出庫、配膳、在庫管理などを行って
いただきます。屋内での作業となります。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、安心してご応募下さい。

岩手県宮古市大字津軽石
１９－１８

株式会社　宮古マ
ランツ

岩手県宮古市

土木普通作業員「建設」
≪急募≫

3人

道路工事、公共工事（復旧、復興関連）土木工
事。一般住宅や公営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が
ある方を希望します。現場は主に宮古市内、山田

岩手県宮古市田の神一丁
目２－３７

株式会社　佐々木
建設

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市、他

大型運転手及び土木作業
「建設」≪急募≫

2人

大型車を運転し資材や重機の運搬、公共工事・土
木工事・一般住宅・公営住宅など各現場の土木作
業に従事していただきます。現場移動は直行直
帰、乗合移動も可能です。乗合の場合、社用車の
運転をしていただく事もあります。現場は宮古

岩手県宮古市田の神一丁
目２－３７

株式会社　佐々木
建設

雇用期間の定めなし

大型自動車運転経験 岩手県宮古市、他

重機オペレーター「建設」
≪急募≫

3人

主な工事は道路工事、復旧復興関連の公共工事、
土木工事、一般住宅や公営住宅の基礎工事となり
ます。重機を運転して頂きます。現場は宮古市、
山田町、大槌町、釜石市を予定しております。

岩手県宮古市田の神一丁
目２－３７

株式会社　佐々木
建設

車両系建設機械運転 岩手県宮古市、他

水産加工員

2人

水産物（鮮魚、若布等）の加工処理を行っていた
だきます。水揚げされた水産物により異なります
が、おもに手作業での魚の選別・箱詰作業や若布
の芯取りなどの作業となります。

岩手県宮古市臨港通４－
８

株式会社宮古製氷
冷凍工場

岩手県宮古市

合板工（交替制あり）

4人

合板の製造、加工業務を行います。合板を加工機
械に挿入する作業と加工作業です。難しい機械操
作は行いません。最初は単材（畳くらいの薄い
板）を乾燥機に装入する作業、もしくは細かな単
板をつなげる作業を担当していただきます。人力

岩手県宮古市磯鶏２丁目
３－１

ホクヨープライ
ウッド株式会社宮
古工場雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ガソリンスタンド販売員
（船越ＳＳ）

1人

山田町船越のガソリンスタンド店に勤務となりま
す。主に車両への給油業務、応対サービス、窓ふ
き、洗車、簡単な自動車整備、タイヤ交換、配達
などの諸業務に従事していただきます。

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－１４２－１２

株式会社　サカモ
ト

岩手県下閉伊郡山田町

幼稚園教諭≪急募≫

1人

当法人が運営する幼稚園において、クラス担任補
助、バス添乗（登降園時）、降園後の預かり保育
のお手伝い、各種年間行事など保育業務全般をお
願いします。園児数は４０名程度となる予定で
す。経験年数によってはクラス担任としての業務

岩手県下閉伊郡山田町八
幡町１２－２１

学校法人光明学園
山田幼稚園

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

現場管理及び事務

1人

市内の住宅や店舗、工場など屋内外の電気設備工
事の管理又は補助業務に従事して頂きます。業務
には社用車使用となります。必要な資格がない方
は、採用後、資格取得を目指して頂きます。

岩手県宮古市新町２－１
３

株式会社　村山電
機商会

岩手県宮古市

調理兼ホール（つぼ八）≪
急募≫

2人

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

岩手県宮古市近内第４地
割５２－３　ラフィネＡ
１０２

株式会社　マルセ
イユ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

技術者「建設」

1人

公共工事等当社請負の市内の各現場において、施
工管理、安全管理等全般、デジタルカメラで現場
状況の撮影等を行います。現場までは、乗合の他
に直行直帰となることもあります。

岩手県宮古市津軽石１２
－１２６－１

有限会社　舘山建
設

岩手県宮古市

土木作業員「建設」

1人

主に市内の各工事現場において、当社が請け負っ
た公共工事等における土木作業全般に従事してい
ただきます。各工事現場までは、乗合による他に
直行直帰もあります。重機経験者尚可。

岩手県宮古市津軽石１２
－１２６－１

有限会社　舘山建
設

岩手県宮古市

総務

1人

パソコン（ワード・エクセル）を使用し書類作
成、見積書、請求書作成、各関係機関への手続き
や電話、来客応対等に従事していいただきます。
その他書類提出の為、得意先や官公庁へ外出とな
り、社用車使用となります。

岩手県宮古市黒田町６－
１

株式会社　国際資
源サービス

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理補助（つぼ八）≪急募
≫

2人

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

岩手県宮古市近内第４地
割５２－３　ラフィネＡ
１０２

株式会社　マルセ
イユ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

加工業務

5人

社内での製品加工業務に従事していただきます。
電線をコネクターに挿入する作業、電線の指定さ
れた箇所にテープを巻く作業、電線切断作業等を
行っていただきます。専用の器具を使った作業も
一部ありますが、大半が手作業となります。

岩手県宮古市田鎖第９地
割２５

有限会社　ユーエ
ムアイ

岩手県宮古市

税務会計スタッフ

1人

会計事務所での会計業務一般、税務申告業務を行
います。会計ソフト入力、ワード、エクセルを使
用しての書類作成、電話、来客対応、税理士補助
業務、その他付随する業務および指示された業務
を行います。外出用務もあります。（社用車使

岩手県宮古市末広町５番
５号

西川税理士法人
宮古事務所

雇用期間の定めなし

パソコン操作、事務経験 岩手県宮古市、他

利用者の支援、健康管理業務、ケアプランの作
成、相談業務に従事します。利用者への支援や関
係機関への連絡調整など訪問外出用務の際は施設
車（ＡＴ車）を利用します。シフトにより（１）
～（４）の時間の交替勤務となります。

岩手県下閉伊郡山田町山
田１－１１－３

社会福祉法人　親
和会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

オイルシールの仕上げ・検
査

3人

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

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

岩手県下閉伊郡岩泉町

ホール及びカウンター

3人

店内でのお客様サービススタッフ業務。ホール業
務では、ホールでの接客、スロットコインの補
充、空きパチンコ台の清掃などを行います。また
カウンター業務では接客、景品交換、レジなどを
行っていただきます。正社員への登用あり。

岩手県宮古市長町一丁目
３－２９

株式会社　セント
ラル伸光　セント
ラル宮古店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は 8時00分～ 0時30分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

支援員・介護職（臨時）
「介護」

2人

利用者の支援及び介護業務を行います。日常の食
事、入浴、レクレーション等の介助、施設車を運
転し送迎も行います。各施設により使用車は異な
りますが、軽自動車、ハイエースなどになりま
す。シフトにより（１）～（４）の時間の交替勤

岩手県下閉伊郡山田町山
田１－１１－３

社会福祉法人　親
和会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

栄養士（臨時職員）

1人

施設利用者の食事全般の栄養指導と献立の作成を
行います。４施設の共同献立（朝食、昼食、夕食
約３００食他弁当）の作成と栄養指導、食材の発
注業務になります。他に調理補助をしていただく
こともあります。調理員５名体制で行っていま

岩手県下閉伊郡山田町山
田１－１１－３

社会福祉法人　親
和会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

機械工具販売

1人

市内の得意先の配達ルートセールスが主な業務に
なります。配達をしながら商品の注文取りを行い
ます。また付随する伝票処理（手書き）を行いま
す。初めは２人組で得意先を回り、慣れてきたら
１人で業務にあたって頂きます。

岩手県宮古市実田一丁目
４－１５

有限会社　伊手屋
商店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護支援専門員（臨時職
員）「介護」

2人



変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

121,770円～121,770円

正社員以外 不問 03030- 3993271
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 7時00分～17時00分
130,000円～150,000円 (2) 8時00分～20時00分

(3) 9時00分～ 0時00分

正社員 69歳以下 03030- 3994971
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 7時00分～17時00分

130,000円～150,000円 (2) 8時00分～20時00分
(3) 9時00分～ 0時00分

正社員 69歳以下 03030- 3996071
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 7時00分～17時00分
130,000円～150,000円 (2) 8時00分～20時00分

(3) 9時00分～ 0時00分

正社員 64歳以下 03030- 3997371
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
132,920円～165,400円 (2)20時00分～ 5時00分

正社員 45歳以下 03030- 3998671
普通自動車免許一種

(通勤用) (1) 8時30分～17時00分
145,800円～157,950円 (2) 5時30分～16時00分

(3) 5時30分～15時00分
正社員以外 不問 03030- 3999571

普通自動車免許一種
(1) 8時30分～17時15分

135,000円～135,000円

正社員以外 不問 03030- 4001971
看護師 交替制あり

(1) 8時30分～17時15分
164,832円～262,752円 (2)16時30分～ 1時15分

(3) 0時30分～ 9時15分

正社員以外 不問 03030- 4002171

(1) 8時30分～17時30分
150,000円～300,000円

普通自動車免許一種
(通勤用)

正社員 64歳以下 03030- 4004371
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

195,500円～218,500円

正社員以外 不問 03030- 4005671
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 9時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 119,000円～124,000円 (2) 9時00分～15時00分

正社員 26歳以下 03030- 4006571
介護支援専門員

普通自動車免許一種 (1) 8時30分～17時15分
180,800円～198,880円

正社員以外 不問 03030- 4007471
保育士 変形（１ヶ月単位）

(1) 7時30分～16時00分
153,800円～165,000円 (2) 8時30分～17時00分

(3)10時00分～19時00分
正社員以外 不問 03030- 4008771

普通自動車免許一種 変形（１年単位）
(通勤用) (1) 8時00分～17時30分

150,000円～200,000円

正社員 64歳以下 03030- 4009871
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- 4010171
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

小型車両系建設機械 184,800円～219,450円

正社員 不問 03030- 4012371
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

277,200円～300,300円

正社員 不問 03030- 4013671
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～16時30分
144,000円～160,000円

正社員以外 不問 03030- 4014571
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～16時30分
144,000円～160,000円

正社員以外 不問 03030- 4015471
普通自動車免許一種

(通勤用) (1) 8時30分～16時30分
144,000円～160,000円

正社員以外 不問 03030- 4016771
薬剤師 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) 208,200円～208,200円

正社員 59歳以下 03030- 4017871
3

薬剤師

1人

山口病院の院内薬局に勤務し、主に処方箋に基づ
く調剤業務を行います。その他、患者さんの体質
やアレルギー歴、服薬状況をふまえた服薬指導も
していただきます。薬剤管理、薬局受付、服薬内
容等のパソコン入力操作、電話対応等も行ってい

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

菓子販売員

1人

菓子包装及び店内の販売業務を行います。和菓子
の個包・箱詰め・包装や、店頭における接客応
対、販売、会計を行います。また注文による町内
配達や、店内の清掃業務なども行います。配達の
際には社用車（ライトバン）を運転します。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字下宿３７

有限会社　中松屋

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

和菓子職人見習

1人

和菓子製造補助を行っていただきます。製造工程
の補助業務全般を行います。和菓子（栗しぼり、
まんじゅう類など）の成形、窯入れ・窯出しなど
です。また、器具の洗浄や作業場の清掃を行いま
す。現在７人で作業を行っており注文に合わせて

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字下宿３７

有限会社　中松屋

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

建築大工「建設」

1人

一般木造建築工事（新築・増改築・リフォーム）
での大工業務全般に従事します。主に宮古市内の
現場での工事となりますが、まれに山田町など近
郊での工事の場合もあります。木造住宅の建築大
工経験のある方を希望します。

岩手県宮古市田鎖１２－
１１－１９

有限会社　藤原建
築

雇用期間の定めなし

建築大工経験者 岩手県宮古市

在庫管理及び配達員

1人

菓子の在庫管理を行います。在庫数の確認と記
録、和菓子の個包、箱詰め、包装、店内の清掃業
務。また注文による町内配達や状況により盛岡店
までの配達をお願いする場合があります。配達は
社用車（ライトバン）を運転します。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字下宿３７

有限会社　中松屋

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

配送運転手

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

土木作業及び大工手元雑用
係「建設」

1人

一般木造住宅建築における基礎工事、擁壁工事、
ブロック積み工事、フェンス設置工事などの土木
作業を行います。その他に大工手元及び雑用係
（現場などの片付け等）をしていただきます。土
木作業は経験者歓迎しますが、未経験の方でもご

岩手県宮古市田鎖１２－
１１－１９

有限会社　藤原建
築

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

保育士「保育」

2人

園児の保育業務に従事していただきます。主に食
事、排泄、昼寝などの手伝い、行事運営等となり
ます。園児は５７名おりますが、経験年数などに
より配属するクラスを決定します。

岩手県宮古市保久田１－
５

社会福祉法人　三
宝会　宮古保育園

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 岩手県宮古市

木材加工（製造）

1人

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

岩手県宮古市実田１丁目
５－１３

株式会社　ヤマウ
チ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

自動車整備(見習い可)≪急
募≫

1人

自動車整備、車検、点検、板金等の補助をしても
らいます。整備士の資格をお持ちの方の場合、整
備全般を主体的に行ってもらいます。（資格者の
場合は給料面でプラスします。）

宮古市大通３丁目１－１
３

和山自動車販売株
式会社

岩手県宮古市

介護支援専門員「介護」

1人

当役場町民課地域包括支援センターでの介護支援
専門員業務を行って頂きます。仕事内容としては
以下の通りとなります。アセスメントの実施・介
護予防サービス・支援計画書（ケアプラン）の作
成・担当者会議の開催・モニタリング・評価・認

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）

簡単なパソコン操作 岩手県下閉伊郡岩泉町

理学療法士·作業療法士·健
康運動指導士·柔道整復師

1人

当法人が運営するハートランド宮古リハビリテー
ションにおいて、通所リハビリを利用される方
（最大２８名への機能訓練（スタッフ２名対応）
と訪問リハビリを行います。訪問は市内となり移
動は自家用車又は社用車使用となり、柔道整復

岩手県宮古市実田２丁目
５－１０

医療法人　おかだ
外科内科クリニッ
ク雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

理学療法士·作業療法士
·健康運動指導士·柔道

整復師のいずれか

道路維持兼土木作業員「建
設」

2人

宮古・下閉伊地区の各現場において、主に国道の
道路維持工事作業（アスファルト舗装補修、標識
やガードレール交換等）、公共工事等の土木作業
を行っていただきます。現場への移動は直行直帰
となります。

岩手県宮古市刈屋１１－
８０－３

刈屋建設　株式会
社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

職業訓練指導員（ＯＡ系）

1人

離職者等の支援事業などとして行われるＯＡ系の
講座の実施計画と講座における受講者の指導を
行っていただきます。また、それらに関連する事
務処理業務に従事していただきます。パソコン操
作（アクセス出来れば尚可）に精通している方か

岩手県宮古市長町二丁目
６－１

職業訓練法人宮古
職業訓練協会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

ＭＯＳ(ＭＣＡＳ)ワー
ド、エクセル上級程度

看護師「看護」

1人

当院内において看護業務全般を行っていただきま
す。３交替制による勤務となり、夜間勤務が可能
な方を募集しています。主に入院病棟での業務で
す。また、夜間勤務専従で勤務可能な方も募集し
ています。雇用期間は６ヶ月毎の更新となりま

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎１
－１１－２６

岩手県立　宮古病
院

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

機械オペレーター

1人

工場屋内において、電子部品取付の機械操作を行
います。最初は補助作業を行いながら、徐々に覚
えてスキルアップして頂きます。未経験の方でも
指導のもと、作業の習得が可能です。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

一般事務

1人

総務課または業務課の事務を行っていただきま
す。パソコンを使用した書類作成、伝票整理、電
算入力、電話・来客対応となります。魚市場では
卸し販売業務となります。正社員登用制度あり

岩手県下閉伊郡田野畑村
島越１０４－２

田野畑村漁業協同
組合

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）操作可能な方
岩手県下閉伊郡田野畑村

タクシー（介護タクシー）
運転手

2人

タクシーの運転業務となります。乗客の要望に応
じ、タクシー（介護タクシー含む）を運転し目的
地への輸送を行います。介護タクシーの場合、お
客様の車の乗り降りの介助等をしていただきま
す。二種免許をお持ちでない方は、入社後に事業

岩手県宮古市築地一丁目
１－４４

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

乗務員

1人

タクシーの乗務員として運転業務に従事していた
だきます。就業場所は宮古市板屋の営業所となり
ます。おもにタクシーの運転、出庫前の車両点
検、料金収受、乗務記録、洗車などを行っていた
だきます。普通自動車免許二種をお持ちの方は尚

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

岩手県宮古市

(ＡＴ限定不可·免許取
得後3年以上)

乗務員

1人

タクシーの運転業務となります。乗客の要望に応
じ、タクシーを運転し目的地への輸送を行いま
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。二種免許をお
持ちでない方は、入社後に事業所負担で二種免許

岩手県宮古市築地一丁目
１－４４

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

(ＡＴ限定不可·免許取
得後3年以上)

水産加工員

4人

サケ・タラ等鮮魚の水産加工作業をしていただき
ます。時期的に水揚げとなった魚を取り扱い、手
捌きで切り身・開き等の加工処理を行っていただ
きます。４～６月は若布ボイルと箱詰め作業、又
サンマ箱詰めやイクラ加工処理があります。

岩手県宮古市光岸地４番
４０号

宮古漁業協同組合

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市



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) 183,500円～247,600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- 4018271
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時30分
160,000円～480,000円 (2)17時30分～ 8時30分

正社員 40歳以下 03030- 4019971
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 135,000円～180,000円

正社員 59歳以下 03030- 4020371
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
126,752円～130,530円

正社員 59歳以下 03030- 4021671
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
126,752円～130,530円 (2)17時00分～ 1時50分

正社員以外 不問 03030- 4022571
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 59歳以下 03030- 4023471
社会福祉主事任用資格 変形（１ヶ月単位）
普通自動車免許一種 (1) 8時30分～17時30分

165,000円～185,000円

正社員 59歳以下 03030- 4024771
社会福祉主事任用資格 変形（１ヶ月単位）
又は介護支援専門員 (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 165,000円～185,000円

正社員 59歳以下 03030- 4025871
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 7時30分～16時30分

雇用期間の定めなし 準中型一種(５ｔ限定) 180,000円～250,000円

正社員 40歳以下 03030- 4027971
中型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
180,000円～230,000円

正社員 59歳以下 03030- 4031771
准看護師 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時15分～17時00分
161,500円～188,000円 (2)16時00分～22時00分

(3)21時30分～ 8時30分

正社員 59歳以下 03030- 4034971
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時15分～17時00分

136,700円～136,700円 (2)11時00分～19時45分

正社員以外 不問 03030- 4035171
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 (2)16時00分～22時00分

(3)21時30分～ 8時30分

正社員 59歳以下 03030- 4036071
作業療法士

(取得見込み含む) (1) 8時30分～17時15分
雇用期間の定めなし 206,000円～222,100円

正社員 59歳以下 03030- 4037371
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

151,400円～300,000円

正社員 不問 03030- 4038671
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

156,422円～185,822円

正社員以外 不問 03030- 4041271
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

149,500円～230,000円

正社員 不問 03030- 4042971
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～230,000円

正社員 不問 03030- 4043171
介護支援専門員

普通自動車免許一種 (1) 8時30分～17時30分
190,000円～240,000円

正社員 64歳以下 03030- 4045371
移動式クレーン運転士
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 230,000円～345,000円

正社員 69歳以下 03050- 6232771
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 184,000円～230,000円

正社員 69歳以下 03050- 6233871
変形（１ヶ月単位）

117,660円～124,020円

正社員以外 不問 04010-64190171
4

（請）調理スタッフ［宮古
市］

2人

救護施設での食事提供業務
＊６ヶ月毎雇用契約更新

宮城県名取市植松字入生
３４６－１

ジー・エイチ・ホス
ピタリティフード
サービス東日本株式
会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 又は 5時00分～20時00分の

間の8時間程度
岩手県宮古市

大型ダンプ運転手（宮古営
業所）

5人

建設工事用資材や関連部材の荷積み・荷降ろしの
配送業務全般。土木工事現場・建設工事現場にて
ダンプによる土砂・砕石・砂利等の運搬作業に従
事します。その他、付随する業務。

岩手県一関市弥栄字下谷
起６６－２

一般社団法人　東
北労働支援組合

経験者 岩手県宮古市

移動式クレーンオペレー
ター（宮古営業所）

2人

移動式クレーンを使用し各現場での資材・機械等
の吊り上げ作業。建設現場でクレーン操作業務。
現在の現場は主に岩手沿岸になります。管理者の
指示に従い資材の運搬等の作業をして頂きます。

岩手県一関市弥栄字下谷
起６６－２

一般社団法人　東
北労働支援組合

２５ｔ・５０ｔ以上のク
レーンを操作経験者

岩手県宮古市

介護支援専門員「介護」
《急募》

1人

利用者のケアプラン作成、介護認定調書、利用者
宅への訪問、相談業務などを主に行っていただき
ます。利用者宅への訪問には、社用車または自家
用車を利用します。自家用車使用の場合は車両賃
借料とガソリン代を支給します。

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

岩手県宮古市

配管作業員（見習い可）
「建設」

1人

市内等の現場にて、個人住宅の配管工事作業に従
事していただきます。水道管やガス管などの管
（鋼管や塩ビ管など）の取付、給排水設備、ガス
設備、空調設備を行います。体力に自信のある
方、応募をお待ちしています。車両系建設機械

岩手県宮古市金浜２－２
－８

株式会社　Ｋ設備

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木工事作業員「建設」

1人

宮古市内等の工事現場にて、個人住宅の基礎工事
作業が主な仕事になります。経験がない方には指
導いたします。トラック運転の他、資格のある方
には重機を使って整地を行って頂くこともありま
す。型枠工・鉄筋工経験者尚可。

岩手県宮古市金浜２－２
－８

株式会社　Ｋ設備

雇用期間の定めなし

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。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全般に従事していただきま
す。現場は主に宮古市及びその近郊となります。
社用車（マニュアル車）の運転があります。

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

給排水工事経験者 岩手県宮古市

スーパーマーケットの販売
スタッフ／正社員以外

1人

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

岩手県下閉伊郡山田町中
央町５－６

びはん　株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 7時00分～21時30分の
間の8時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

看護助手「看護」≪急募≫

2人

院内において看護職員の指導のもと、病棟の環境
整備、入院患者さんの日常生活に関わる補助業務
を行っていただきます。主な仕事は、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

作業療法士≪急募≫

1人

精神障害、認知症等で入院・通院中の患者さまへ
の作業療法業務(デイケアを含む)が主な業務にな
ります。患者さまの社会生活に必要な諸機能の回
復と技能獲得に取り組んでいただきます。

岩手県宮古市板屋一丁目
６－３６

医療法人財団　正
清会

岩手県宮古市

看護師「看護」≪急募≫

3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

建設機械整備業務フロント

1人

現場と工場内の建設機械修理伝票処理などのフロ
ント業務に従事します。パソコンを使用しての伝
票のソフト入力が主になります。メーカー研修に
参加し技術習得に努めます。検査員資格は就労中
に取得可能です。経験ある方優遇。

岩手県宮古市松山６－３
０－２

中三機械　株式会
社

雇用期間の定めなし

パソコン（ワード・エクセ
ル）の基本操作

岩手県宮古市

准看護師「看護」≪急募≫

3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看護
師と共に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

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

生活相談員／デイサービス

1人

デイサービス利用者及び家族の相談業務に従事し
ていただきます。主な業務内容は、利用者１８名
の家族への連絡・相談になります。その他介護業
務、送迎（社用車使用）も行って頂きます。

岩手県宮古市刈屋１２－
３

特定非営利活動法
人　愛福祉会

岩手県宮古市

商品管理及び運搬の補助作
業

1人

商品の整理・管理及び運搬の補助作業。海産物の
選別・管理及び大船渡～久慈の各浜より海産物を2
ｔトラックにて田老工場への運搬作業を行って頂
きます。最初は補助作業から行って頂きます。

宮古市田老字西向山１６
－１

株式会社　神野商
店　田老工場

岩手県宮古市
(H29.3.12以降免許取得

の方)

介護職員／正社員（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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

生活相談員

1人

有料老人ホームの入居及び家族の相談業務を行い
ます。主な業務内容は、入居者２１名の家族への
連絡・相談、通院介助（宮古市内の送迎）になり
ます。宮古市内の送迎には社用車を使用していた
だきます。

岩手県宮古市刈屋１２－
３

特定非営利活動法
人　愛福祉会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務

1人

当社はゴムパッキンの製造を行っております。事
務所内において電話・来客対応、パソコンを使用
し納品書作成、製品梱包作業、発送、清掃等行い
ます。慣れるまでは、指導しますので、安心して
ご応募下さい。経理関係は予定しておりません。

岩手県下閉伊郡山田町大
沢４－２０－１４０

ツインスターテク
ノロジー株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

プレスオペレーター（岩
泉）／正社員以外

1人

当社において、ゴムパッキンの製造業務に従事し
ていただきます。製造機械に材料（ゴム）を流し
込んでプレスし、製品になって出てきたものを取
り込む作業です。特別な技術や知識は必要ありま
せんが、立ち仕事となり、夏場は暑い中での作業

岩手県下閉伊郡山田町大
沢４－２０－１４０

ツインスターテク
ノロジー株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

総合職

1人

総務業務（労務管理・経理関係・環境整備）、医
療事務業務（受付窓口、レセプト作成、病棟ク
ラーク事務等）、薬剤業務（薬剤師の補助。処方
箋にもとづき薬仕訳、処方箋管理、接客等）、病
棟業務（病棟スタッフの補助。ベットメイキン

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

パソコン操作が出来る方 岩手県宮古市

一般事務

1人

事務全般を行っていただきます。資材の発注、
データ入力、電話・来客対応、その他付随する業
務になります。外出用務の際には社用車を使用し
ます。事務担当者複数で業務を行っていきます。

岩手県宮古市藤原一丁目
５－９

有限会社　大井漁
業部　大印冷凍工
場

岩手県宮古市

事務経験者
パソコン操作（ワード、エ

クセル）できる方

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。状況により雑務
等も行います。

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



普通自動車免許一種 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

162,000円～450,000円

正社員 不問 03060- 5768271
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
162,000円～450,000円

正社員 不問 03060- 5773471
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

138,000円～218,500円

正社員 64歳以下 03100- 2594571
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

土木施工管理技士１級 180,000円～300,000円
土木施工管理技士２級

正社員 64歳以下 03100- 2596771
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
183,600円～237,600円

正社員以外 不問 05040- 5112271
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30分～17時30分
普通自動車免許一種 350,000円～550,000円

正社員 不問 15010-36215971
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

231,000円～231,000円

正社員以外 不問 20110- 5919171
車両系基礎工事用運転
車両系整地掘削用運転 (1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 207,000円～276,000円

正社員 不問 01230-20472971
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 03010-23148571
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 03010-23149471
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 03010-23150271
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 03010-23151971
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 03010-23153071
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 03010-23154371
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 03010-23157471
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 03010-23160171
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- 4049771
普通自動車免許一種
社会福祉主事又は (1) 8時15分～17時15分
介護福祉士又は 152,300円～174,300円
看護師(正·准)

正社員以外 不問 03030- 4050971
看護師又は
准看護師 (1) 8時15分～17時15分

138,800円～237,100円

正社員 64歳以下 03030- 4051171
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- 4052071
普通自動車免許二種 交替制あり

(1) 7時00分～16時00分
127,526円～127,526円 (2) 8時00分～17時00分

(3) 9時00分～18時00分

正社員 不問 03030- 4054671
5

土木技術者（施工管理業
務）岩手県内各現場

5人

国土交通省他、中央官庁、地方自治体、ネクスコ
発注による監督補助業務、積算補助業務に従事。
（工事監督、積算業務、資料作成、各種協議等）
・勤務地は下記の通り複数あり。久慈・宮古・釜
石・盛岡・北上等。業務上車を使用する機会：有

新潟市中央区東大通２－
２－９－７０８

株式会社　エム
エーシー　新潟事
務所雇用期間の定めなし

土木実務経験半年以上 岩手県宮古市、他

復興土木工事作業員（岩手
県宮古市）

10人

【震災復興工事作業員の業務】河川の堤防、海岸
の堤防・防波堤・岸壁の復旧、道路の復旧、道路
整備、盛土、インフラ整備などの復旧事業。指定
された復興工事の作業・土木、建設における機械
運転・機械ではできない部分の手元作業など。

長野県佐久市猿久保７４
１－４　秋山ビル１階

有限会社　大井エ
ンジニアリング

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

電気工事全般

2人

建設業全般の電気工事です。室内での業務が多
く、電気配線、配管、掘削、電気器具付けなどの
手元（助手）が主体となります。土木作業もあり
ます。未経験者方には親切に指導いたしますの
で、安心して応募下さい。やる気のある方を希望

秋田県大仙市大曲須和町
２－４－３４
須和コーポ　８号室

戸澤電工

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木軽作業員「建設」

5人

現場にて、土木作業の仕事を担当していただきま
す。【主な仕事内容】土木工事の現場にての土工
作業。交通誘導など、その他上記に付随する作業
。工事現場での車両および歩行者の誘導・土木経
験がない方でも丁寧に指導します。

岩手県久慈市山形町荷軽
部３－１８

有限会社　谷地林
業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

現場監督

2人

土木工事現場にて、施工管理全般の仕事を担当し
ていただきます。【主な仕事内容】土木工事現場
にて施工管理・工程管理・安全管理等。現場の作
業指示、各種書類作成。その他、上記に付随する
作業等。現場は、久慈・二戸・岩泉・田野畑が主

岩手県久慈市山形町荷軽
部３－１８

有限会社　谷地林
業

雇用期間の定めなし

経験年数３年以上 岩手県下閉伊郡岩泉町、他

建築技術者（宮古市）「建
設」

2人

建築工事現場の施工管理全般。安全管理・品質管
理・工程管理・出来形管理・原価管理。パソコン
を使った、資料の作成・図面作成（ＣＡＤ）工事
写真撮影・整理。建設現場経験者でなくても可で
す。未経験で入社した方が多数活躍しています。

岩手県胆沢郡金ケ崎町西
根矢来１９番地

株式会社　板宮建
設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木技術者（宮古市）「建
設」

2人

土木工事現場の施工管理全般。安全管理・品質管
理・工程管理・出来形管理・原価管理・パソコン
を使った資料の作成、整理・測量業務・図面作成
（ＣＡＤ）工事写真撮影・整理。土木現場経験者
でなくても可です。未経験で入社した方が多数活

岩手県胆沢郡金ケ崎町西
根矢来１９番地

株式会社　板宮建
設

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
下閉伊郡岩泉町）

2人

復興関連工事に伴う重機オペレーター業務全般。
現場への直行・直帰可。週４０時間勤務。



北海道札幌市豊平区平岸
４条７丁目１１番７号

株式会社　ジェイ
エムシー

重機オペレーター経験３年
以上


岩手県下閉伊郡岩泉町

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、

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

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

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

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

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

各部門チーフ又はチーフ候
補

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各部門（青果・水産・食
肉・デリカ・一般食品）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

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
の実務経験又は業務関連

（水産・食肉・調理）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

相談員（復興支援担当）

4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

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。未経験者で
も職員が同行して教えます。その他、介護や調理

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

看護師（清寿荘）「看護」

1人

デイサービス利用者（定員３０名）の健康維持な
ど（バイタルチェックや服薬管理、リハビリ対
応）の業務に当たっていただきます。現在は一日
平均２６名の利用があり、看護職員２名体制で業
務を行っております。

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
会雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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。ま
た、山田町内小・中学校の登下校時のスクールバ
ス（定員４５名）運転を行います。

岩手県下閉伊郡山田町中
央町６番２号

有限会社　マリン
タクシー

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町



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

170,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030- 4056471
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時45分～17時00分
122,325円～130,480円

正社員 59歳以下 03030- 4057771
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(必須) (1) 8時30分～17時30分
128,450円～218,450円

正社員 不問 03030- 4058871
普通自動車免許一種

介護福祉士又は (1) 8時30分～17時30分
介護職員初任者研修 165,000円～180,000円

正社員 64歳以下 03030- 4059271
中型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
138,260円～138,260円

正社員以外 不問 03030- 4060071
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
139,100円～160,500円 (2) 9時00分～18時00分

(3)13時00分～22時00分

正社員以外 不問 03030- 4062671
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
介護支援専門員 170,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03030- 4064471
管理栄養士 変形（１ヶ月単位）
又は栄養士 (1) 8時30分～17時00分

普通自動車免許一種 161,000円～161,000円 (2) 8時00分～12時00分
(通勤用）

正社員 59歳以下 03030- 4065771
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～145,000円

正社員 40歳以下 03030- 4066871
普通自動車免許一種

(必須) (1) 8時30分～17時30分
123,750円～140,250円

正社員 64歳以下 03030- 4067271
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
雇用期間の定めなし 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- 4072471

フレックス

142,000円～260,000円

正社員 44歳以下 03030- 4073771
介護職員初任者研修 変形（１ヶ月単位）
普通自動車免許一種 (1) 8時30分～17時30分

128,736円～146,880円 (2) 7時00分～16時00分
(3) 9時30分～18時30分

正社員以外 64歳以下 03030- 4079371
看護師

(1) 8時30分～17時30分
207,360円～224,640円

正社員以外 不問 03030- 4080571
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
149,000円～196,000円

正社員 64歳以下 03030- 4082771
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(免許取得後１年以上) (1) 7時30分～16時30分
220,000円～220,000円

正社員 45歳以下 03030- 4084271

(1) 8時15分～17時00分
120,950円～140,835円

正社員以外 不問 03030- 4089671
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
220,000円～280,000円

正社員 59歳以下 03030- 4090771
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 130,000円～130,000円

正社員 40歳以下 03030- 4092271
変形（１ヶ月単位）
(1)10時00分～20時00分

129,600円～129,600円

正社員以外 不問 03030- 4053371
変形（１年単位）
(1) 7時30分～16時45分

雇用期間の定めなし 129,000円～129,000円

正社員以外 64歳以下 03030- 4055571
6

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

岩手県宮古市

レストラン調理

2人

龍泉洞に隣接する「龍泉洞観光会館」２階レスト
ランにおいて、調理業務を行います。定食、ラー
メン等を３名で行います。その他町内に配達や買
い出しをお願いする場合があります。（社用車使
用）

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉１９地割字村木１８－
１

早野産業　有限会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

現場作業員「建設」

3人

公共事業にともなう施設・学校や災害復興住宅な
どの上下水道、ガス配管、設備配管などや、冷暖
房などの空調設備等になります。主な現場は宮古
市内となります。現場管理経験あれば尚可。即戦
力となる経験者を希望します。

岩手県宮古市宮町三丁目
１０－６１

株式会社　第一水
道設備

雇用期間の定めなし

販売員／たけや

配管工経験 岩手県宮古市

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

配管工「建設」

2人

給排水工事、給水本管工事などに関する作業全般
に従事していただきます。一般住宅、店舗、事業
所等の給水や排水など衛生配管作業、各種衛生器
具や消火設備などの取付配管作業を行います。現
場には会社に出社後、社有車にて移動します。

岩手県宮古市大字八木沢
７－５６－１

有限会社　池田水
道

雇用期間の定めなし

給排水工事経験者 岩手県宮古市

介護職員（臨時）「介護」

1人

入所者の介護業務となります。入所者（１００
名）の身の回りのお世話・食事・入浴・排せつ・
移動などの介助、リネン交換・掃除・洗濯などの
手助けを行っていただきます。介護資格をお持ち
の方は尚可。１年度毎の年度更新。

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あり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

運転手兼現場作業員（短
期）《急募》

1人

魚市場から当社工場までの運転運搬、およびサン
マの箱積み作業をしていただきます。４トン車で
の運搬となります。簡単な仕事ですが力仕事にな
ります。雇用期間終了は１１月末日までを予定し
ていますが　漁の状況により変動する場合があり

岩手県宮古市藤原一丁目
６－３４

有限会社　坂栄商
店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

管理栄養士・栄養士≪急募
≫

1人

利用者の栄養管理業務となります。主に高齢者約
１００名の栄養ケアマネジメント、パソコンを使
用し献立作成、食材発注業務等を行います。また
調理スタッフ６名と共に調理業務も行っていただ
きます。事前見学可能ですのでご相談下さい。

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

介護支援専門員「介護」

1人

ケアマネンジメント業務を行います。ケアプラン
の作成、相談業務、要介護認定の申請代行、利用
者への支援や関係機関への連絡・調整などを行い
ます。訪問相談などの外出用務の際には施設車を
使用します。その他、報告書類の作成や電話応対

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

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

岩手県宮古市

デイサービス介護職員／宮
古　「介護」

1人

当社が運営するデイサービス施設において、お客
様のお出迎え、入浴及び創作活動の支援、昼食及
びお昼寝準備の支援、レクリエーション、お送り
等の仕事に従事していただきます。送迎で使用す
る社用車はＡＴ車です。介護関連資格が無い方で

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

製本業務兼オペレーター

1人

印刷製品の仕上げ作業に関わる仕事をしていただ
きます。パンフレット、チラシ等の折り加工。広
報等の打合作業（製本機を使用）。伝票類の穴あ
けや機械を使ったミシン・スジ入れ作業。製品の
梱包・仕上げ。

岩手県宮古市松山５－１
３－６

株式会社　文化印
刷

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護員／えくぼ「介護」

1人

当法人が運営する「グループホームえくぼ」にお
いて、利用者の食事の介助、入浴の介助、排泄の
介助などや、レクレーション活動の企画・運営な
どの業務に携わっていただきます。また、施設車
で病院への送迎をしていただきます。

岩手県宮古市長根４－１
３－１

株式会社　介護施
設えくぼ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

総合職教師

3人

小学生・中学生・高校生・既卒業生・各種資格試
験受験者への完全個別指導（家庭教師、完全個別
講師）。教師管理・生徒管理の補助。指導学年・
教科は相談に応じます。就業時間・日数は相談に
応じます。研修制度、万全なサポート体制。新人

岩手県宮古市和見町７－
２２　鈴木ビル２Ｆ

岩手県家庭教師協
会　宮古事務局

雇用期間の定めなし

又は13時00分～22時00分の
間の6時間程度

岩手県宮古市

介護員「介護」

1人

当センター利用者の方のデイサービス介護全般を
行います。食事、入浴、排泄、レクレーション等
の介助、送迎運転業務（社用車使用）もありま
す。利用者さんが楽しい１日を過ごせるよう業務
を行っています。資格取得制度あり。

岩手県下閉伊郡岩泉町浅
内字下栗畑８０の６

株式会社クオール
（デイサービスす
ずらん）雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

看護師／さくらつつみ「看
護」

1人

小規模多機能センターさくらつつみにおいて看護
業務に従事していただきます。入所利用者（約１
５名程度）のバイタルチェック、配薬、処方薬の
塗布、緊急時の対応などを行います。自動車免許
（ＡＴ限定可）があれば尚可ですが、なくても応

岩手県宮古市長根４－１
３－１

株式会社　介護施
設えくぼ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

宅配ドライバー≪急募≫

1人

生協の個人宅配配送（いわて生活協同組合様）・
セットされた食材を生協組合員様宅にお届けの仕
事・宮古市内で１日６０～７０件の配送・車両は
１．５ｔ　ＡＴ車の小さなトラックです・月～金
曜日まで決まったルートの配達で最低でも４週間

岩手県宮古市田鎖第８地
割１２－１いわて生活協
同組合宮古センター

株式会社　三協運
輸サービス　宮古
センター雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

理学・作業療法士

1人

当施設において入所・通所者の方へのリハビリ
テーション業務に従事していただきます。基本機
能の回復サポートから日常生活に必要な能力を高
めるためのリハビリテーション等を行います。経
験者、優遇いたします。

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

窓口業務／龍泉洞事務所

1人

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

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字惣畑５９－５

岩泉町役場

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

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）

水産加工員

2人

鮮魚、冷凍魚、貝類等の水産物加工の補助的な作
業に従事していただきます。鮮魚を選別し箱詰め
する作業が中心となり立ち仕事で体力が必要で
す。その他、２ｔトラックを運転し市場から会社
加工場までの運搬もあります。経験のない方には

岩手県宮古市小山田二丁
目４－３

有限会社　佐々寛
商店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

(H29.3.12以降免許取得
の方)

クリンクルー（板屋）

2人

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

岩手県宮古市長町１丁目
９－１７

リアス環境管理
株式会社



(1) 8時30分～17時15分
125,870円～145,960円

正社員以外 不問 03030- 4088371
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

124,538円～124,538円

正社員以外 不問 03030- 4093971
フォークリフト技能者 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
180,000円～320,000円

正社員 59歳以下 03030- 4094171
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

126,438円～155,118円

正社員以外 不問 03030- 4095071
調理師 交替制あり

119,250円～135,150円

正社員以外 不問 04010-64265071
栄養士 変形（１ヶ月単位）

130,000円～180,000円

正社員以外 不問 04010-64290371
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 200,100円～220,800円

正社員 59歳以下 05041- 1734771
普通自動車免許一種

建設機械施工技士２級 (1) 8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 300,000円～800,000円 (2) 7時30分～16時30分

(3) 7時00分～16時00分
正社員 不問 07010-15077971

普通自動車免許一種
土木施工管理技士1級又

は
(1) 8時00分～17時00分

土木施工管理技士2級 300,000円～800,000円 (2) 7時30分～16時30分
(3) 7時00分～16時00分

正社員 不問 07010-15078171
普通自動車免許一種

(1) 9時00分～17時00分
128,520円～128,520円

正社員以外 不問 13040-18570972
理容師(必須) 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～18時30分
150,000円～300,000円

正社員 不問 03010-23417971
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級以

上
150,000円～270,000円 (2) 8時00分～16時30分

正社員 59歳以下 03030- 4097671
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～270,000円 (2) 8時00分～16時30分

正社員 59歳以下 03030- 4098571
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～270,000円 (2) 8時00分～16時30分

正社員 59歳以下 03030- 4099471
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

166,600円～214,200円

正社員以外 64歳以下 03030- 4100371
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

看護師又は (1) 8時30分～17時00分
准看護師 158,700円～270,100円

正社員 59歳以下 03030- 4101671
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～16時30分

179,600円～190,200円

正社員 不問 03030- 4105871
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 40歳以下 03030- 4108171
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
128,000円～200,000円

正社員 64歳以下 03030- 4109071
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
128,000円～200,000円

正社員 64歳以下 03030- 4110471
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 9時00分～17時30分
162,000円～162,000円

正社員以外 不問 03030- 4111771
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～240,000円

正社員 64歳以下 03030- 4112871
7

配送員

1人

タイヤ、カー用品などを得意先へ配送する業務を
行います。社用車のハイエース（オートマ）を使
用します。配送エリアは宮古、田野畑村、岩泉
町、山田町になります。商品の積みおろしが必要
なので、体力に自信のある方希望します。

岩手県宮古市上鼻二丁目
１１１番１３

株式会社ヨコハマ
タイヤジャパン
岩手カンパニー
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、他

電気工事「建設」

2人

電気設備工事を行っていただきます。主に電力会
社の配電線工事、住宅や工場などの電気設備工
事、携帯電話無線基地局工事などになります。現
場は主に宮古・下閉伊地区となり社用車で移動し
ます。電気工事士の資格がある方は尚可です。

岩手県宮古市太田二丁目
９番１７号

有限会社　フジモ
リ電業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

運転手：宮古

1人

レンタル用建設機械器具の配達に従事していただ
きます。８ｔ平ボデータイプのトラックの運転と
なります。有資格者の方は建設重機、小型移動式
クレーン（ユニック）の操作があります。車両系
建設機械、移動式クレーン、玉掛けの資格あれば

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

運転手：岩泉

1人

レンタル用建設機械器具の配達に従事していただ
きます。８ｔ平ボデータイプのトラックの運転と
なります。有資格者の方は建設重機、小型移動式
クレーン（ユニック）の操作があります。車両系
建設機械、移動式クレーン、玉掛けの資格あれば

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

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

普通土木作業員「建設」≪
急募≫

3人

土木作業業務全般に従事してます。道路、水路、
上下水道等において、手作業による整地、コンク
リートの練りや充填、側溝付けなどの構造物の設
置等の作業を行います。有資格者の方には重機操
作も行っていただきます。現場間の移動は乗合で

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

土木作業経験「建設」（必
須）

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

一般事務／宮古営業所機材
センター

1人

主に建設機械のリースを行っております。お客さ
ん（個人の方や企業の方）の対応、リースの貸
出、返却の際の重機のチェック（様式あり）売上
実績の資料作成、仕入、売上の伝票処理及びパソ
コン入力（初級程度）、電話、来客応対、その他

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

普通作業員「建設」

5人

主に公共工事の土木作業に従事していただきま
す。人力での土砂の掘削や部材の持運びなど手元
作業等行います。松山地区の資材置き場に集合し
て、社用車にて現場に向かいます。仕事に対して
意欲を持って本気で取り組んでくれる方を希望し

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

岩手県宮古市

看護師「看護」

1人

当施設における利用者への看護業務全般を行いま
す。主に利用者の健康管理、服薬管理、バイタル
チェック、通院介助などをしていただきます。ま
た、それに伴う記録等も行います。現在、看護師
４名で勤務しています。

岩手県宮古市崎山第５地
割９４番地

社会福祉法人　若
竹会　わかたけ学
園雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

普通作業員・重機オペレー
ター「建設」

2人

工事現場の普通作業員・重機オペレーターを募集
します。バックホー等の建設重機オペレーターも
工事現場の状況によっては現場作業員としての業
務があります。関連資格（車両系建設機械免許
他）に関しては、働きながらの取得も可能ですの

岩手県宮古市刈屋１０－
５－１

株式会社　小山田
組

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

現場管理補助員「建設」

2人

工事現場管理者の補助業務となります。将来現場
管理が出来るよう、測量、書類作成などの業務を
覚えていただきます。関連資格に関しては、働き
ながらの取得も可能ですので資格のない方もご応
募ください。経験者の方・有資格者（建設系）の

岩手県宮古市刈屋１０－
５－１

株式会社　小山田
組

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

理容師（宮古店）

1人

『理容・美容クイック宮古店』において、理容業
務全般に従事していただきます。注文に応じて、
カット、シャンプー、顔そり、カラー等を行いま
す。お客様の対応や会計など、その他付随する業
務を行っていただきます。未経験者でも応募可能

岩手県盛岡市緑が丘４丁
目１－６２【求人票郵送
先指定あり】

株式会社　クォー
ル

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

工事現場管理「建設」

2人

公共工事等当社請負の現場での施工管理、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・下閉伊郡管内となり、現場間の
移動には社用車を使用していただきます。

岩手県宮古市刈屋１０－
５－１

株式会社　小山田
組

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

公共工事現場管理経験者
測量、書類作成、積算など

のスキルのある方

現場代理経験のある方
パソコン（エクセル・メー

ル）操作

水産加工員（短期）

2人

鮮魚、冷凍魚、貝類等の水産物加工の補助的な作
業に従事していただきます。鮮魚を選別し箱詰め
する作業が中心となり立ち仕事で体力が必要で
す。経験のない方には作業内容を指導します。

岩手県宮古市小山田二丁
目４－３

有限会社　佐々寛
商店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 岩手県宮古市

事務補助（臨時職員）

1人

職員の指示のもと、パソコン（ワード・エクセ
ル）を使用しての数字入力及び文書作成や、電話
対応、来客対応、各種書類のコピー作業、郵便物
の発送、収受等の業務に従事していただきます。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字松橋２４－３

沿岸広域振興局
土木部　岩泉土木
センター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）のできる方

岩手県下閉伊郡岩泉町

水産加工員

3人

イカ、鮭などの水産加工作業を行っていただきま
す。時期的に水揚げとなった魚を取り扱い、下処
理や箱詰め作業等を行います。経験がなくてもで
きる軽作業ですのでご応募ください。

岩手県宮古市藤原一丁目
５－９

有限会社　大井漁
業部　大印冷凍工
場雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満） 岩手県宮古市

水産加工現場管理

1人

イカ、鮭などの水産加工作業を行います。時期的
に水揚げとなった鮮魚を取扱、下処理、箱詰めな
ど各工程の指示、指導を行います。また加工場で
はフォークリフトを操作し、トラックからの積卸
なども行ってもらいます。現場管理経験あれば尚

岩手県宮古市藤原一丁目
５－９

有限会社　大井漁
業部　大印冷凍工
場雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

（請）栄養士［宮古市］

1人

救護施設での食事提供業務、献立作成等
＊１２ヶ月毎雇用契約更新

宮城県名取市植松字入生
３４６－１

ジー・エイチ・ホス
ピタリティフード
サービス東日本株式
会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 又は 5時00分～20時00分の

間の8時間程度
岩手県宮古市

（請）調理師［宮古市］

1人

救護施設での給食提供業務
＊１年毎契約更新

宮城県名取市植松字入生
３４６－１

ジー・エイチ・ホス
ピタリティフード
サービス東日本株式
会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 又は 5時30分～19時00分の

間の8時間程度
岩手県宮古市

建設機械施工技術者

3人

土木工事における施工管理や現場監督を行って頂
きます。上位会社、下請け会社とのやり取り・小
口現金の管理・パソコンによる書類作成（ワー
ド・エクセル使用）・現場作業にかかる業務全

福島県福島市北矢野目字
舘６２－４

株式会社泰伸建設
工業　福島営業所

岩手県宮古市、他

土木作業員

3人

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、コンクリート製品の敷設、土管などの
設置や埋設などを行ないます。就業場所は主に盛
岡市内や雫石町等の現場になります。

秋田県仙北市角館町下川
原４６９

有限会社　三幸商
会

岩手県宮古市、他

＜急募＞一般事務（現場事
務所）／宮古市

1人

工場現場事務所において、下記の業務を担当して
いただきます。電話受付、伝票起票、書類作成、
来客対応等。パソコンはｗｏｒｄ、ｅｘｃｅｌの
ソフトを使用します。

東京都港区海岸　２－２
－６

株式会社　新井組
東京支店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） パソコン基本操作（ｗｏｒ

ｄ，ｅｘｃｅｌ等）
岩手県宮古市

土木施工管理技士

3人

土木工事における施工管理や現場監督を行ってい
ただきます。上位会社、下請け会社とのやり取
り・小口現金の管理・パソコンによる書類作成
（ワード・エクセル使用）・現場作業にかかる業
務全般。社用車又は自家用車使用となります。

福島県福島市北矢野目字
舘６２－４

株式会社泰伸建設
工業　福島営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

現場代理経験のある方
パソコン（エクセル・メー

ル）操作
　



普通自動車免許一種 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

159,600円～250,800円

正社員 64歳以下 03030- 4115171
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
182,400円～250,800円

正社員 64歳以下 03030- 4116071
土木施工管理技士1級又

は
変形（１年単位）

建築施工管理技士1級 (1) 8時00分～17時00分
普通自動車免許一種 182,400円～246,240円

正社員 64歳以下 03030- 4117371
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時25分
140,000円～230,000円

正社員 59歳以下 03030- 4119571
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
普通自動車免許一種 164,800円～247,200円

正社員 不問 03030- 4120871
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
141,200円～141,200円

正社員以外 不問 03030- 4121271
準中型自動車免許

(1) 8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 175,000円～250,000円

正社員 不問 03030- 4122971
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

165,000円～198,000円

正社員 不問 03030- 4123171
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

162,400円～232,000円

正社員以外 59歳以下 03030- 4131171
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 250,000円～350,000円

正社員 59歳以下 03030- 4132071
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20分

雇用期間の定めなし 128,000円～130,000円

正社員 不問 03030- 4133371
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

161,000円～172,500円

正社員 64歳以下 03030- 4134671
保育士又は 変形（１ヶ月単位）

幼稚園教諭免許 (1) 7時30分～16時30分
153,700円～157,200円 (2) 8時00分～17時00分

(3) 9時00分～18時00分

正社員以外 不問 03030- 4136471
変形（１年単位）
(1)11時00分～22時00分

200,000円～250,000円

正社員 不問 03030- 4137771
保育士

普通自動車免許一種
(通勤用) 138,700円～219,600円

正社員 59歳以下 03030- 4138871
変形（１年単位）
(1)10時00分～20時00分

220,000円～300,000円

正社員 不問 03030- 4139271

(1) 9時30分～18時30分
125,550円～125,550円 (2)10時30分～19時30分

正社員以外 不問 03030- 4140071
臨床検査技師

(1) 8時30分～17時15分
148,512円～233,376円

正社員以外 不問 03030- 4141371
中型自動車免許一種 変形（１年単位）
準中型一種(５ｔ限) (1) 8時00分～16時30分

雇用期間の定めなし 150,000円～170,000円 (2)16時30分～ 0時00分
(3) 0時00分～ 7時30分

正社員 59歳以下 03030- 4142671
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～16時30分
190,000円～190,000円

正社員 59歳以下 03030- 4143571
精神保健福祉士

(取得見込み含む) (1) 8時30分～17時15分
192,400円～192,400円

正社員 59歳以下 03030- 4144471
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(H29.3.12以降免許取得
の方)

運転手（大型）

1人

大型ダンプの運転に従事していただきます。建設
現場から出る残土や採石などを運搬する仕事にな
ります。主に宮古市内の運搬業務となります。経
験のない方でも、社内教育いたします。賃金は経
験等により決定いたします。

岩手県宮古市磯鶏二丁目
４－２３

株式会社　カクヒ
ロ陸運

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

精神保健福祉士

1人

精神障害、認知症等で入院・通院中の患者さまと
ご家族の相談業務を行います。パソコンを使って
の関係書類の作成もあります。訪問看護、デイケ
アを担当する場合もあります。訪問看護の際は２
名での訪問となります。

岩手県宮古市板屋一丁目
６－３６

医療法人財団　正
清会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

臨床検査技師

1人

臨床検査技師科における臨床検査技師業務に従事
していただきます。検体検査・生理検査・病理検
査等を行っていただきます。緊急患者に対応する
ため、当直業務が有ります。（手当支給有）※病
院勤務の経験あれば尚可

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎１
－１１－２６

岩手県立　宮古病
院

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

運転手

1人

４ｔトラックでの、木材製品（主にチップ）等の
運転業務となります。積み込み、卸しは他の作業
員が行います。運搬範囲は宮古市内で藤原埠頭か
ら磯鶏地区までの運行となります。

岩手県宮古市磯鶏二丁目
４－２３

株式会社　カクヒ
ロ陸運

４ｔ車乗務経験のある方 岩手県宮古市

店長候補（王将）≪急募≫

1人

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

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

販売（平日勤務）

1人

店内においてスポーツ用品の販売を行っていただ
きます。お客様の対応、商品説明、レジ業務、電
話対応。また商品陳列や補充、品出し、伝票入
力、清掃なども行っていただきます。祝日や年末
年始の休日について相談に応じます。

岩手県宮古市長町１丁目
６－２２

株式会社　ヴィクト
リア　ネクサスカン
パニー　タケダス
ポーツ　宮古店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 9時30分～19時30分の
間の6時間以上

岩手県宮古市

調理（王将）≪急募≫

1人

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

岩手県宮古市大通４丁目
４－２０　２Ｆ

株式会社　マルセ
イユ　大阪王将宮
古店雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

保育士「保育」

2人

若桐保育園（未満児２４人、以上児２６人の計５
０人定員）又は、たのはた児童館（保育型児童
館、以上児６５人定員）もしくは、たのはた放課
後児童クラブ（４０人定員）での保育業務です。
配属先及び担当するクラス等は採用決定後の通知

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なし

又は 7時15分～18時30分の
間の8時間程度

岩手県下閉伊郡田野畑村

土木作業員・配管工「建
設」

2人

主に山田町内の現場での仕事になります。土木軽
作業（人力での土ならし等）、設備配管、上下水
道工事の業務に従事します。経験のない方は補助
的な仕事から始めていただきます。経験者や有資
格者のかた優遇いたします。資格が無い方でも長

岩手県下閉伊郡山田町大
沢３－９－９

有限会社　佐藤建
業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

保育士又は幼稚園教諭「保
育」

1人

０歳～６歳児までの児童保育補助（現在８名の園
児を３名の職員にて対応しています）が主な仕事
となります。園児達の給食・お手洗いの指導、遊
び・お昼寝の見守り等となり、担任の補助業務を
行います。保育経験があれば尚可です。

岩手県下閉伊郡山田町船
越９－２６－４

社会福祉法人　親
和会　日台きずな
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

土木施工管理技士「建設」

1人

土木施工管理業務に従事していただきます。当社
受注の河川、道路などの土木工事現場において、
施行計画の作成や工程管理、安全管理など、施工
上必要な技術上の管理を行います。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

パソコン操作のできる方 岩手県下閉伊郡山田町

配送係

1人

配送と社内工程を兼務して頂きます。配送車
（キャラバン・２ｔ車）で近隣の取引先工場へ納
品・引取りおよび内職者(個人宅)へ引取り・配
送、社内工程、その他付随する業務を行います。

岩手県下閉伊郡岩泉町袰
野字赤鹿１２１－２

有限会社　岩泉ゴ
ム工業

岩手県下閉伊郡岩泉町

建設現場土木作業員「建
設」

3人

土木・建設現場における土木作業業務。重機で処
理ができない部分は、手作業で行います。現時点
では、岩手県内（宮古・山田・川井）の現場がほ
とんどですが、一部県外の現場作業となる可能性
もあります。

岩手県宮古市保久田８番
１８号

佐々木産業　株式
会社

雇用期間の定めなし

土木作業経験者
「建設」

岩手県宮古市、他

土木作業員「建設」

1人

土木作業全般に従事していただきます。一般住宅
から公共工事の土木工事を行います。小型ダンプ
などの運転もあります。現場へは、出社後に社用
車に乗り合いにて移動します。重機免許をお持ち
の方には、バックホー等の操作もお願いします。

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

岩手県下閉伊郡山田町

生活支援員

1人

当センター内にある通所施設において、利用者
（障がいのある方）の日中活動支援（造形活動、
軽運動等）、就労支援（作業指導、生活支援等）
を行っていただきます。おおよそ２０名ほどが通
所されており、スタッフ６名で対応します。

岩手県宮古市緑ヶ丘２番
３号

社会福祉法人若竹会
宮古圏域障害者支援
センター　はあとふ
るセンターみやこ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

収集車運転業務

1人

ゴミ収集車の運転業務に従事していただきます。
４ｔ車の運転となります。エリアは岩泉町内より
収集し、宮古市までの運搬となります。その他付
随する業務をおこなっていただきます。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字鼠入川６６

中央第一総合　有
限会社

岩手県下閉伊郡岩泉町

セールススタッフ

1人

浄土ヶ浜パークホテルの宿泊の営業全般に関わ
り、お客様の集客や応対、集客のための宣伝等の
業務に従事していただきます。その他、付随する
業務も行っていただきます。経験者急募。一定期
間後、ホテル内での人事異動有り。

岩手県宮古市日立浜町３
２－４

株式会社　浄土ヶ
浜パークホテル

雇用期間の定めなし

宿泊営業経験者 岩手県宮古市

移動式クレーンオペレー
ター

3人

建設現場（トンネル、橋工事）等で重量物のつり
上げ及び降ろし作業移動式クレーンのオペレー
ターの仕事です。クレーンの種類は１３、２５、
５０、６５、７０ｔがあります。玉掛け資格あれ
ば尚可。

岩手県宮古市藤原一丁目
２－１１

有限会社　佐藤ク
レーン

雇用期間の定めなし

クレーンオペレーター経験
者

岩手県宮古市

法面作業員「建設」

2人

道路や河川など、各現場において法面作業全般を
行います。主に、斜面から降りながらの高所作業
やその他現場作業となり、体力を必要とします。
現在、田野畑・岩泉・宮古が主な現場となりま
す。現場へは基本的に社有車に乗り合いにて移動

岩手県下閉伊郡田野畑村
羅賀２６８－１

佐藤建設　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

土木施工管理「建設」

1人

土木施工における現場管理業務全般を行います。
一般住宅から道路・河川などの公共事業の土木工
事現場において、施工・安全・品質・工程管理な
ど、工事の監理を行います。それに伴い、パソコ
ンを使用しての書類作成等もあります。

岩手県下閉伊郡田野畑村
羅賀２６８－１

佐藤建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

経験者
パソコン操作のできる方

岩手県下閉伊郡田野畑村、他

土木作業員「建設」

2人

一般住宅から道路・河川などの公共事業現場にお
いて、土木作業全般となり、体力を必要とした仕
事です。資格がある方には、除雪オペレーター、
機械・車両の運転も行っていただきます。現在、
田野畑・岩泉・宮古が主な現場となります。現場

岩手県下閉伊郡田野畑村
羅賀２６８－１

佐藤建設　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



大型自動車免許一種 変形（１年単位）
(1) 7時30分～16時30分

220,000円～220,000円

正社員以外 不問 03030- 4145771
普通自動車免許一種 交替制あり

(通勤用) (1) 8時30分～17時30分
125,856円～198,720円 (2)19時10分～ 4時10分

正社員以外 59歳以下 03030- 4146871
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

198,050円～349,500円

正社員 64歳以下 03030- 4147271
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

200,000円～400,000円

正社員 64歳以下 03030- 4148971
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
建設機械施工技士1級又

は
262,000円～315,000円

建設機械施工技士2級

正社員 不問 03030- 4149171
車両系解体用運転 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
220,000円～220,000円

正社員 不問 03030- 4150671
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

158,900円～181,600円

正社員以外 不問 03100- 2676571
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 217,202円～316,427円

正社員 59歳以下 03100- 2678771
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～18時00分

150,000円～160,000円

正社員以外 不問 04010-65093471
普通自動車免許一種

建築施工管理技士１級 (1) 8時00分～17時00分
建築施工管理技士２級 262,520円～525,000円

有期雇用派遣 不問 04010-65133871
大型特殊自動車一種

(1) 8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 207,000円～276,000円

正社員 不問 01010-38489771
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 18歳～64歳 03010-23423271
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 18歳～64歳 03010-23426071
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 03010-23434071
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

182,000円～182,000円

正社員 40歳以下 03010-23514671
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(通勤用) (1) 8時30分～17時30分
145,000円～200,000円 (2)16時00分～ 1時00分

(3) 0時00分～ 9時00分

正社員 61歳以下 03030- 4155271
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

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

(3) 0時00分～ 9時00分

正社員 61歳以下 03030- 4156971
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(通勤用) (1) 8時30分～17時30分
160,000円～200,000円

正社員 61歳以下 03030- 4157171

(1) 8時00分～17時15分
120,937円～120,937円

正社員以外 不問 03030- 4158071
変形（１年単位）
(1) 8時15分～17時15分

127,859円～127,859円

正社員以外 64歳以下 03030- 4159371
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) 7時00分～18時00分

118,080円～130,626円 (2) 8時00分～19時00分

正社員 不問 03030- 4160571
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タクシー運転手（日勤）

3人

日勤でのタクシー運転手業務で、通常のタクシー
のみでなく介護業務が必要な介護タクシーの２つ
の職種があります。ノルマは一切ありません。全
車カーナビ付…地理に自信のない方も安心勤務。
普通二種免許ない方…採用前に免許取得となりま

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

寝具洗濯品の配置および発
注業務

1人

請負先施設内において、寝具類（シーツ、布団・
枕カバー、パジャマ等）の使用済品の回収と、洗
濯品の配置および発注業務、その他付随する業務
を行っていただきます。２人体制で行います。

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

水産加工員

2人

主に生イカの加工業務となります。イカの生処理
作業（皮むき、腹割り等）、刺身作り工程での計
量や盛り付けを行います。また、パック・包装や
箱詰め作業もあります。加工品は冷凍商品として
出荷されます。未経験者、歓迎いたします。

岩手県宮古市長町二丁目
３－１

共和水産　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

プラスチック成形オペレー
タ　（経験者）

2人

電子部品（コネクタ）用精密金型と射出成型機、
自動機を使用し、プラスチック成形品、コネクタ
の製造を行います。射出成型機を一人で数台担当
し、成形機の安定稼働を正面から支える重要な仕
事です。

岩手県宮古市大字崎鍬ヶ
崎第９地割３０番地

モルデック株式会
社　宮古工場

雇用期間の定めなし

成形オペレーター経験者 岩手県宮古市

プラスチック成形品の測定

1人

電子部品用のプラスチック成形品（製品）の測定
業務、顕微鏡、拡大鏡、目視での製品検査の工程
管理、検査を行います。安定した品質を供給して
いただく慎重な作業となりますが、分かりやすく
丁寧に指導します。

岩手県宮古市大字崎鍬ヶ
崎第９地割３０番地

モルデック株式会
社　宮古工場

雇用期間の定めなし

工場顕微鏡使用経験者 岩手県宮古市

鉄道軌道工事作業員（宮古
市）

2人

鉄道軌道工事。電車の線路（レール）や枕木の交
換作業の補助業務。道床（レールを敷く地面）の
砂利を平らにする作業。線路わきの除草作業等、
線路の保守工事に付帯する業務全般。仙建工業
（株）の協力会社として、軌道の保守工事に関す

岩手県盛岡市盛岡駅前北
通４－５

盛岡軌道工業　株
式会杜

雇用期間の定めなし

又は21時00分～ 6時00分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

プラスチック成形オペレー
タ

2人

電子部品（コネクタ）用精密金型と射出成型機、
自動機を使用し、プラスチック成形品、コネクタ
の製造を行います。射出成型機を一人で数台担当
し、成形機の安定稼働を正面から支える重要な仕
事です。未経験の方のも丁寧に指導します。

岩手県宮古市大字崎鍬ヶ
崎第９地割３０番地

モルデック株式会
社　宮古工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ホールスタッフ・カウン
タースタッフ（磯鶏店）

2人

パチンコ店「ユニオン磯鶏店」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

岩手県宮古市

営業（宮古）

1人

ＬＰガスの販売（検針、集金、配送等）、灯油の
販売（宮古近隣地域、ＭＴ車による）、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

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

岩手県宮古市、他

大型ダンプ運転手（岩手
県）

2人

土木工事現場にて大型ダンプの運転他に従事して
いただきます。

札幌市中央区南９条西９
丁目１－３５

株式会社　エヌエ
スアイ

大型ダンプ運転経験３年以
上

岩手県下閉伊郡岩泉町

ホールスタッフ・カウン
タースタッフ（宮古店）

2人

パチンコ店「ユニオン宮古店」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

岩手県宮古市

医療事務［宮古市］

2人

調剤薬局における業務全般・調剤薬局における医
療事務・処方箋や医薬品に関する受付、会計業務
・レセプトコンピューターによる請求事務・その
他、付随する業務。１年毎契約更新（基準日：５
月１日）正社員登用制度あり。

宮城県仙台市青葉区一番
町１丁目９－１　仙台ト
ラストタワー２４階

株式会社　アイン
ファーマシーズ
東北支店　［アイ
ン薬局］

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

（派）建築施工管理技士
［山田町］震災復旧・復興

1人

取引先企業でのプロジェクトにおける建築施工管
理者として、以下の業務に従事して頂きます。安
全・工程・品質管理・工事計画書類の作成・その
他付随業務。上記プロジェクトは平成３１年３月
末まで（延長の可能性有）終了後、別プロジェク

宮城県仙台市青葉区中央
１丁目３－１　アエルビ
ル１７階

株式会社　エイ
ジェック　仙台オ
フィス雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）
Excel·Word操作

建築工事実務経験
岩手県下閉伊郡山田町

土木作業員「建設」

5人

土木工事現場における土木作業全般。現場作業
（作業手元）、資材の準備、運搬等、片づけ、作
業支持者によるその他の付随する作業。就業場所
が岩手県内となるため、宿泊を伴う出張の可能な
方を募集します。　　

岩手県久慈市山形町川井
９－３２－２

蒲野建設　株式会
社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

土木施工管理技士（１級）

1人

土木施工管理技士業務全般。公共土木工事現場等
の施工管理業務になります。土木工事の施工管
理、積算見積業務・施工計画を作成し、工程管
理、安全管理など工事施工に必要な技術等の管理
を行う。その他、土木施工管理技士に付随する業

岩手県久慈市山形町川井
９－３２－２

蒲野建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木施工管理技士「建設」

3人

土木工事建設現場の施工管理。現場監督に従事し
て頂きます。安全管理、パソコンを使用し書類作
成、作業工程管理や打ち合わせなどをしていただ
きます。現時点では岩手県内の現場がほとんどで
すが、一部県外の現場作業となる可能性もありま

岩手県宮古市保久田８番
１８号

佐々木産業　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

重機オペレーター作業（正
社員）「建設」

3人

土木・建設現場における重機運転業務。重機で処
理ができない部分は、手作業で行います。現時点
では、岩手県内（宮古・山田・川井）の現場がほ
とんどですが、一部県外の現場作業となる可能性
もあります。

岩手県宮古市保久田８番
１８号

佐々木産業　株式
会社

雇用期間の定めなし

重機運転業務経験者 岩手県宮古市、他

配管工「建設」

1人

給水・排水などの衛生配管施工、各種衛生器具や
消火設備の取り付け配管作業、冷暖房などの空調
配管や機械据え付けなど全般的な作業となりま
す。主に学校・施設や災害復興住宅などの公共工
事、一般住宅工事を行っています。現場への移動

岩手県宮古市八木沢三丁
目１１－５

株式会社　菊地建
設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

建築技術者「建設」

1人

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

岩手県宮古市八木沢三丁
目１１－５

株式会社　菊地建
設

雇用期間の定めなし

建築施工管理業務経験者
岩手県宮古市、他

生コン車運転手

2人

阿部組山田生コンにおいて、お客様から注文を受
け、生コン車の運転に従事していただきます。運
搬範囲は山田町内となります。その他、車両点
検、洗車等も行います。

岩手県下閉伊郡山田町織
笠１４－３２

株式会社　阿部組

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

大型運転経験者 岩手県下閉伊郡山田町

プレスオペレーター

3人

プレス機械オペレーション、金型、プレス機械、
周辺機器の調整作業、製品検査（顕微鏡を使って
寸法測定、外観検査）作業を行います。土・日曜
日勤務、夜勤が出来る方。正社員への登用の可能
性あり。経験者の方は賃金面で優遇します。

岩手県下閉伊郡山田町石
峠３－１７－４

和田工業株式会社
東北工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町



普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時30分～17時30分

127,920円～230,000円

正社員 59歳以下 03030- 4161471
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

138,000円～220,000円

正社員 64歳以下 03030- 4163871
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

136,960円～154,080円

正社員以外 59歳以下 03030- 4165971

(1) 9時15分～17時00分
120,000円～240,000円

正社員 64歳以下 03030- 4166171
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 7時30分～16時30分

準中型一種 180,000円～250,000円

正社員 40歳以下 03030- 4168371
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可）

140,000円～180,000円

正社員 64歳以下 03030- 4169671
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
132,500円～160,000円

正社員 64歳以下 03030- 4170771
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
132,500円～136,000円 (2)20時00分～ 5時00分

正社員 64歳以下 03030- 4171871
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
136,000円～170,000円

正社員 64歳以下 03030- 4172271
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

161,000円～207,000円

正社員 30歳以下 03030- 4173971
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30分
121,200円～121,200円

正社員以外 不問 03030- 4174171
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 7時00分～16時00分

142,800円～171,360円 (2) 8時00分～18時00分
(3) 9時00分～19時00分

正社員 不問 03030- 4176371
看護師 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
172,200円～270,100円 (2) 9時30分～18時30分

正社員 59歳以下 03030- 4177671
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
151,200円～183,600円

正社員 18歳～64歳 03030- 4180271
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時00分

雇用期間の定めなし 123,062円～123,062円

正社員 69歳以下 03030- 4182171
普通自動車免許一種
介護支援専門員又は (1) 8時30分～17時30分

社会福祉主事 190,000円～250,000円
(必須)

正社員 64歳以下 03030- 4186571
歯科衛生士

(1) 9時00分～18時00分
160,000円～200,000円 (2)10時00分～19時00分

(3) 9時00分～14時00分

正社員 59歳以下 03030- 4188771
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 7時00分～16時00分
141,600円～164,100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- 4191071
変形（１ヶ月単位）
(1) 6時30分～15時30分

122,600円～145,100円 (2) 8時00分～17時00分
(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030- 4192371
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
122,600円～145,100円

正社員以外 不問 03030- 4193671
普通自動車免許一種

(1) 8時45分～17時45分
160,000円～300,000円

正社員 35歳以下 03070- 6153071
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(H29.3.12以降免許取得
の方)

生活支援員

1人

就労継続支援（Ｂ型）事業所での生活支援業務に
従事していただきます。１日の利用定員は２０名
です。通常の事業所に雇用されることが困難な障
がい者の方に、就労の機会を提供し、知識や能力
の向上のための訓練をサポートするサービスで

岩手県宮古市茂市３－６
２－８

社会福祉法人新里
紫桐会　工房まん
さく　就労継続支
援（Ｂ型）事業所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

営業（宮古営業所）

1人

生命保険・損害保険の既契約者への契約保全をし
ながら併せて新規契約の募集販売業務です。リス
クコンサルティング及びファイナンシャルプラン
ニング手法を用いた提案業務。ファイナンシャル
プランナーや生命保険・損害保険資格取得者や経

岩手県北上市川岸３－１
０－２

株式会社　東北永
愛友商事岩手（本
社）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護員「介護」／あすなろ

1人

小規模多機能型居宅介護事業の介護業務に従事し
ていただきます。１日利用定員１５名（宿泊利用
定員６名）の方への生活を支援するための入浴や
食事などの生活に係る介護サービスの仕事です。
夜勤に対応できる方を希望いたします。

岩手県宮古市茂市１－１
１５－１

社会福祉法人新里
紫桐会　特別養護
老人ホーム紫桐苑雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

調理員／紫桐苑

1人

当法人が運営する特別養護老人ホームやデイサー
ビスセンターにおいて、調理業務に従事していた
だきます。朝夕９０食程度、昼１１０食程度の調
理となります。調理は４～５名体制で行います。

岩手県宮古市茂市１－１
１５－１

社会福祉法人新里
紫桐会　特別養護
老人ホーム紫桐苑雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上） 岩手県宮古市

生活相談員「介護」

1人

当社が運営する小規模デイサービス（利用者１５
人程度）における相談業務全般に従事していただ
きます。利用者・家族・関係機関との相談業務、
連絡調整全般、送迎対応、その他付随する業務を
行っていただきます。経験者は優遇

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

岩手県宮古市

歯科衛生士

1人

歯科衛生士業務及び医師のアシスタント業務を行
います。口腔内の汚れ除去や薬物塗布の歯科予防
処理、虫歯予防の健康指導、および、医師のアシ
スタント業務を行います。また、器具等の準備・
片付なども行っていただきます。

岩手県宮古市南町１５－
９

橋本デンタルオ
フィス

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

警備員（宮古）

5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、安心して応募して下さ
い。交通誘導警備２級資格者優遇。

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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

食品加工員

2人

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。通勤の際は送迎用バスを利用して
頂きます。

岩手県宮古市田老字古田
７５番地８

有限会社　宮古食
品

岩手県宮古市

ガソリンスタンド販売員

2人

当社ガソリンスタンドでにおいて、車両へのガソ
リン・軽油の給油、その他付随業務全般に従事し
ていただきます。２ｔタンクローリー車を運転で
きる方には、事業所や一般家庭への灯油・軽油の
配達もお願いします。

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－１５８－１

株式会社荒川スタ
ンド

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

看護職（正看護師）「看
護」

1人

施設入所者（特養・短期入所者）に対する看護業
務、それに伴う記録類の作成、健康相談等に従事
していただきます。現在、特養５０名・短期２０
名の方の入所・利用があり、看護職員７名体制で
業務に当たっています。

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
４地割１－２０

社会福祉法人　若
竹会　サンホーム
みやこ雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

配管工及び土木・現場作業
員「建設」

2人

新築及び改築工事に伴う給排水給湯衛生設備工事
（主に山田町及び大槌町の現場となります）・給
水管の本管引き込み工事（主に山田町内）・その
他、ダンプ３ｔ車及び軽トラで資材運搬を行いま
す。見習の方大歓迎、経験者は優遇いたします。

岩手県下閉伊郡山田町船
越１０－３３－１

篠澤管工業　有限
会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町、他

事務職

1人

主に介護事務に関わる事務を行っていただきま
す。職員の指示のもと、パソコンを使用しての
データ入力や資料作成、帳票等の整理などを行っ
ていただきます。その他電話対応や来客対応など
もあります。

岩手県下閉伊郡田野畑村
田野畑１２０－１８

社会福祉法人　寿
生会

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

オペレーター

1人

組立オペレーションと成形オペレーションの業務
。組立オペレーション…コネクター自動組立機械
の操作です。組立てる部品を機械へ供給・操作、
出来上がりの評価、不具合の修正を行います。成
形オペレーション…コネクターの部品（成形品：

【郵送先は別住所】下閉
伊郡田野畑村奥地向６９
番地

有限会社　菊地電
子工業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

金型エンジニア

1人

コネクター用精密金型の設計業務に従事していた
だきます。金型設計、研削加工、金型組立を行
い、量産現場で使用する金型を立ち上げる業務で
す。量産時の生産性を考え、経験と発想が必要な
業務です。会社の品質、コストを作る重要な業務

【郵送先は別住所】下閉
伊郡田野畑村奥地向６９
番地

有限会社　菊地電
子工業

雇用期間の定めなし

経験者 岩手県宮古市

水産加工員

1人

水産加工作業（ホタテ、ウニ、鮮魚）を行ってい
ただきます。合わせて、トラックで山田魚市場他
近郊の市場から事業所まで運搬業務もお願いしま
す。未経験者の方も応募可。フォークリフト免許
あれば尚可。

岩手県下閉伊郡山田町境
田町４９５番地１

貫長水産　株式会
社

雇用期間の定めなし

又は 6時00分～16時00分の
間の6時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

部品加工

2人

コネクター用精密金型や自動機の金属部品を工作
機器を使い製作、加工する業務です。取り扱う工
作機器は平面研削盤、プロファイルグライン
ダー、ワイヤー加工機、放電加工機になります。
設備の生産性を支える業務です。

【郵送先は別住所】下閉
伊郡田野畑村奥地向６９
番地

有限会社　菊地電
子工業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

宮古商工会議所共済・福祉
制度推進スタッフ

4人

商工会議所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。営業経験
のない方でも充実した研修制度により安心して勤

岩手県宮古市保久田７－
２５宮古商工会館２階

アクサ生命保険株
式会社盛岡支社
宮古営業所雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

商品管理及び運搬の補助作
業

1人

商品の整理・管理及び運搬の補助作業。海産物の
選別・管理及び大船渡～久慈の各浜より海産物を
２ｔトラックにて田老工場への運搬作業を行って
いただきます。最初は補助作業から行っていただ
きます。

宮古市田老字西向山１６
－１

株式会社　神野商
店　田老工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

電気設備現場作業員（見習
い可）「建設」

1人

電気設備工事設計施工、一般住宅、ビル、工場、
官庁工事、の電気設備工事全般（電気配線、照明
器具設置取付、冷暖房器具設置取付など）１現場
２～３名で作業しています。未経験者でも電気工
事業に興味がある方は大歓迎いたします。

岩手県下閉伊郡山田町織
笠１１－１－４１

有限会社　沼崎電
気

雇用期間の定めなし

建設現場経験者 岩手県下閉伊郡山田町

ピット作業員

2人

オートバックス宮古においてカー用品のオーディ
オ、ナビ、タイヤ、ホイール、バッテリー等取
付、車検整備等を行います。仕事内容は丁寧にお
教えしますので、自動車のピット作業が未経験の
方でも応募可能です。

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

管工事作業員・技術者「建
設」

2人

冷凍機設置工事全般及び附帯作業のうちの管工事
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。
屋内の給排水工事はもとより、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



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 220,000円～260,000円

正社員 59歳以下 03100- 2723771
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 184,000円～230,000円

正社員 69歳以下 03050- 6229371

11

土木施工管理者「建設」

2人

土木施工管理全般。施工管理、工程管理、安全管
理、工事関係書類の作成、その他付随する業務。
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、田野畑周辺・宮古管内
となる場合もあります。）現場への移動につい

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

土木施工管理経験のある方 岩手県下閉伊郡田野畑村、他

大型ダンプ運転手（宮古営
業所）

5人

建設工事用資材や関連部材の荷積み、積み降ろし
の配送業務全般。土木工事現場、建設工事現場に
てダンプによる土砂、砕石、砂利等の運搬業務に
従事します。その他付随する業務。

一関市城内１０８－２ 一般財団法人　建
設工事共同企業体
Ｔ・Ｂ・Ｉ

経験者 岩手県宮古市


