
(1) 8時00分～17時00分
206,100円～229,000円

正社員 不問 02040- 3500771
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1)10時00分～18時45分
雇用期間の定めなし 170,000円～200,000円

正社員 30歳以下 03010-25671971
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1)14時00分～23時00分
190,000円～222,000円

正社員 59歳以下 03010-25736171
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1)14時00分～23時00分
142,800円～168,000円

正社員以外 不問 03010-25739671
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時15分
198,000円～500,000円

正社員 33歳以下 03010-25747671
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時30分
雇用期間の定めなし 200,000円～200,000円 (2)17時00分～ 0時30分

正社員 18歳～34歳 03010-26011171
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級又
は

250,000円～300,000円
土木施工管理技士2級

正社員 不問 03020- 2333671
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 162,000円～162,000円

正社員 不問 03020- 2334571
普通自動車免許一種

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

正社員以外 不問 03030- 4326971
保育士

(1) 8時30分～17時15分
156,060円～172,380円

正社員以外 不問 03030- 4327171
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

160,000円～240,000円

正社員 64歳以下 03030- 4328071
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 140,000円～170,000円

正社員 40歳以下 03030- 4329371
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時15分

126,480円～142,290円

正社員以外 不問 03030- 4330571
看護師又は
准看護師 (1) 8時20分～17時20分

普通自動車免許一種 182,500円～246,600円

正社員 59歳以下 03030- 4331471
薬剤師 変形（１年単位）

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

正社員 不問 03030- 4332771
介護職員初任者研修

(1) 8時15分～17時15分
138,700円～144,700円

正社員以外 不問 03030- 4333871

(1) 8時30分～17時15分
141,040円～208,320円 (2) 6時30分～15時15分

(3)12時15分～21時00分

正社員以外 不問 03030- 4334271
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

134,325円～134,325円

正社員以外 不問 03030- 4336171

(1) 8時15分～17時00分
120,950円～140,835円

正社員以外 不問 03030- 4337071
1

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）

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） 岩手県下閉伊郡岩泉町

加工従業員

3人

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

岩手県宮古市田老三丁目
２番１号

田老町漁業協同組
合（加工場）

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

看護補助員「看護」

2人

患者様の日常生活に関わる業務をして頂きます。
診察介助、器具洗浄、殺菌作業、移動補助、入浴
補助、食事補助等。医療環境の整備、整頓、物品
に関する業務。その他、搬送業務、メッセン
ジャー業務。

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

月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

介護員（総合福祉セン
ター）「介護」

1人

浴槽を積んだ入浴車で、市内の利用者宅を訪問し
て、入浴の介護に従事していただきます。１日お
およそ４件で、１件あたりの入浴時間は１５分ぐ
らいですが、浴槽の準備から片付けまで約１時間
を要します。職員体制は看護師１名と介護員２名

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

薬剤師

2人

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

岩手県宮古市向町２－４
０

合資会社　健康堂
薬局

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師（訪問）「看護」

2人

宮古山口訪問看護ステーションにおける診療の補
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。訪問には社用車を使用します。

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

事務職（宮古）

1人

宮古市内の支店において、店頭における窓口業務
全般、後方事務支援業務を行っていただきます。
専用端末やパソコンの操作があります。集金や営
業等の活動はございません。パートタイム勤務に
ついても相談に応じます。６ヶ月毎の更新

岩手県宮古市向町２番４
６号

宮古信用金庫

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

木材加工

1人

マンションの建築内装工事で使用する造作材の生
産部所において、機械への材料投入や化粧シート
貼り作業を行っていただきます。未経験の方でも
指導しますのでご応募お待ちしております。

岩手県宮古市大字田鎖１
地割６番１

丸石商事株式会社
宮古工場

岩手県宮古市

設計・工務補助

1人

当社は主に建築鉄骨や海洋鋼構造物を設計、施工
しています。始めはパソコン（ＣＡＤ）を操作補
助、設計打合せ同行（社用車使用）、顧客対応に
なります。工場内での生産管理、品質管理、写真
管理等がありますが、状況を見ながらとなりま

岩手県宮古市臨港通１番
７号

有限会社　佐々木
鉄工所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

保育士／福祉課（期限付臨
時職員）「保育」

10人

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

岩手県宮古市新川町２－
１

宮古市役所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

介護員「介護」

2人

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

岩手県宮古市宮町一丁目
三番五号

新岩手農業協同組
合　宮古支所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

作業員「建設」

2人

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

岩手県釜石市甲子町第５
地割６２番地１

株式会社　カネナ
カ

岩手県下閉伊郡山田町、他

技術員「建設」

2人

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

岩手県釜石市甲子町第５
地割６２番地１

株式会社　カネナ
カ

雇用期間の定めなし

土木施工管理経験者
PC操作(Word·Excel)

岩手県下閉伊郡山田町、他

ホール係（宮古市）

1人

パチンコ・スロット店での接客サービス。ホール
業務全般。お客様対応、ご案内、ホール内巡回、
遊技台管理、デリバリーサービス（タバコ、
ジュースなど）灰皿交換、清掃等。

岩手県盛岡市緑が丘４－
１－５０

株式会社　新栄

岩手県宮古市

営業員（宮古出張所）

1人

当社取扱商品のルート販売営業（社用車によ
る）・現場打合せ・商品取付のための実測・見積
書作成・商品手配、納品管理・受注後の現場管
理、工程管理等。盛岡統括営業所他営業所、出張
所のいずれかの勤務となります（各営業所、出張

岩手県盛岡市向中野２－
２－２０【郵送先指定あ
り】

三和シャッター工
業株式会社　東日
本事業本部東北
盛岡統括営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ルート営業【パート】（宮
古／釜石・大船渡エリア）

2人

飲食店・ホテル・福祉施設等へのカラオケ機器設
置営業。（カラオケ音響・映像機器等販売設置、
メンテナンス等に付帯する販売、サービス等に関
わる代金の集金など）営業エリア：釜石市・大船
渡市。社用車使用。雇用期間３ヶ月（９０日間）

岩手県盛岡市開運橋通４
番２８号　開成プラザ
１Ｆ

株式会社　北東北
第一興商

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市、他

ルート営業【正社員】（宮
古／釜石・大船渡エリア）

2人

飲食店・ホテル・福祉施設等へのカラオケ機器設
置営業。（カラオケ音響・映像機器等販売設置、
メンテナンス等に付帯する販売、サービス等に関
わる代金の集金など）営業エリア：釜石市・大船
渡市。社用車使用

岩手県盛岡市開運橋通４
番２８号　開成プラザ
１Ｆ

株式会社　北東北
第一興商

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

営業（県内１０店舗いずれ
か）

2人

新車、中古車の販売・自動車買取・損保保険取り
扱い手続き・通信用品取り扱いなど。県内１０店
舗のいずれかへの配属となります。採用後、本社
にて研修があります。即勤務可能な方歓迎。

岩手県盛岡市東仙北２丁
目１４－２０

ネッツトヨタ盛岡
株式会社

岩手県宮古市、他

事業所名
求人番号

土木作業員

10人

岩手県宮古市周辺の各現場にて道路工事作業全般
に従事していただきます。道路わき等に設置され
ている側溝の工事業務全般（重機等を使用し掘
削、Ｕ型、Ｌ型側溝を設置し埋める作業）・その
他付随する業務全般。所有する免許、資格により

青森県下北郡佐井村大字
佐井字大佐井川目１２４
－２６

有限会社　高久建
設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

     （11月2日時点の内容です）

　　１０月３１日　から　１１月２日　までに受理した求人です。　　　＜次回発行日は　１１月１６日です＞

職種・雇用期間・雇用形態求人数
仕事の内容
年　　　齢

必要な免許資格
必要な経験など

賃　　金 就業時間
所在地

就業場所

◎ この求人情報は、発行日現在、有効中の求人を掲載しています。       ◎ 面接には、ハローワークの紹介状をご持参ください。 

◎ すでに、募集を締め切っている場合もありますので、ご注意ください。 

TEL 0193－63－8609 

ハローワーク 宮古 

宮古公共職業安定所 

◎発行準備中に募集を締め切っている場合もありますのでご了承ください。  ◎それぞれの求人の詳しい内容は、ハローワークにてお確かめください。 

◎ 面接には、ハローワークの紹介状をご持参ください。           ◎「所在地」は事務所の所在地です。実際の勤務場所と異なることがあります。 フルタイム ◎ この求人情報は、発行日現在、有効中の求人を掲載しています。       ◎ 面接には、ハローワークの紹介状をご持参ください。 

◎ すでに、募集を締め切っている場合もありますので、ご注意ください。 

TEL 0193－63－8609 

ハローワーク 宮古 

宮古公共職業安定所 

◎発行準備中に募集を締め切っている場合もありますのでご了承ください。  ◎それぞれの求人の詳しい内容は、ハローワークにてお確かめください。 

◎ 面接には、ハローワークの紹介状をご持参ください。           ◎「所在地」は事務所の所在地です。実際の勤務場所と異なることがあります。 フルタイム 

平成２９年１１月９日発行  



保育士又は
幼稚園教諭免許 (1) 8時30分～17時15分

161,950円～176,915円

正社員以外 不問 03030- 4338371
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- 4339671
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時30分
162,000円～237,600円

正社員 64歳以下 03030- 4340771
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
準中型自動車免許 (1) 8時30分～17時00分

145,000円～175,000円

正社員 35歳以下 03030- 4341871
変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～16時00分

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

正社員以外 不問 03030- 4343971
准看護師

又は看護師 (1) 8時30分～17時30分
161,600円～240,400円

正社員 59歳以下 03030- 4344171
准看護師 変形（１ヶ月単位）

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

正社員 59歳以下 03030- 4345071
変形（１ヶ月単位）
(1) 5時30分～14時30分

141,200円～158,700円 (2) 9時30分～18時30分
(3)10時15分～19時15分

正社員以外 不問 03030- 4346371
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時50分～16時50分

130,480円～149,120円 (2) 8時50分～17時50分

正社員以外 35歳以下 03030- 4347671
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～168,000円 (2) 9時00分～18時00分

(3) 7時00分～16時00分

正社員 64歳以下 03030- 4348571
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(通勤用） (1) 7時00分～16時00分
134,280円～134,280円 (2) 9時00分～18時00分

(3)10時00分～19時00分

正社員以外 64歳以下 03030- 4349471
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(通勤用） (1) 7時00分～16時00分
138,500円～188,300円 (2) 9時00分～18時00分

(3)10時00分～19時00分

正社員 64歳以下 03030- 4350271
看護師又は 変形（１ヶ月単位）
准看護師 (1) 9時00分～18時00分

145,000円～200,000円 (2)17時30分～ 9時00分

正社員 不問 03030- 4351971

(1) 9時30分～19時30分
155,000円～190,000円 (2) 9時30分～13時30分

正社員 不問 03030- 4352171
ボイラー技士（２級）
普通自動車免許一種 (1)19時00分～ 6時30分

雇用期間の定めなし (通勤用） 180,000円～200,000円

正社員 64歳以下 03030- 4353071
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
ボイラー主任技術者 (1) 8時00分～17時30分

250,000円～400,000円

正社員 64歳以下 03030- 4354371
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15分
140,000円～200,000円 (2)18時15分～ 3時30分

正社員 18歳～64歳 03030- 4355671
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時15分～17時15分

電気工事士（第１種） 199,800円～320,300円
電気工事施工管理１級
消防設備士のいずれか

正社員 59歳以下 経験者 03030- 4356571
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
介護福祉士 175,160円～175,160円 (2) 9時00分～18時00分

(3)10時00分～19時00分

正社員 不問 03030- 4357471
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(通勤用） (1) 8時00分～17時00分
125,501円～125,501円

正社員 64歳以下 03030- 4358771
変形（１ヶ月単位）
(1) 5時00分～14時00分

149,700円～152,300円 (2) 8時30分～17時30分
(3)10時30分～19時30分

正社員以外 不問 03030- 4359871
2

調理員≪急募≫

1人

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

岩手県宮古市板屋一丁目
６－３６

医療法人財団　正
清会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

介護職員／正職員「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。夜勤は６名体制で
行っています。

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

水産加工員／正社員（宮古
工場）

3人

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

岩手県下閉伊郡山田町境
田町２－１

株式会社　川秀

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

発電所監督業務(ボイ
ラー・タービン主任技術

1人

木質バイオマス発電所の工事、維持、運用に係る
保安の監督業務と発電所の運営上生じる他の業務
も行います。木質バイオマス発電とは、「再生可
能な生物由来の有機性資源をエネルギー源とした
もの」です。製材工場で発生する樹皮やのこ屑、

岩手県宮古市川井６－３
５

株式会社　ウッ
ティかわい

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

電工

1人

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


岩手県宮古市板屋３丁目
２－６

有限会社　オイカ
ワ設備企画

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

木材加工

3人

主に住宅の柱（集成材）を生産しています。原木
から柱の加工をする作業となり、ライン作業をし
ていただきます。機械操作での加工作業となりま
す。（木材乾燥機、プレス機など）未経験の方で
も機械操作が出来るまでは指導します。

岩手県宮古市川井６－３
５

株式会社　ウッ
ティかわい

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師、准看護師「看護」

1人

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

岩手県宮古市田の神一丁
目３－７

伊東産婦人科医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ボイラー管理者（蟹岡工
場）

1人

ボイラーの運転と維持管理の業務を行います。ボ
イラータービンの起動に関わる機械操作、燃料の
補給等になります。夜間専属業務となり、勤務は
１日おきの出勤で、他１名おります。

岩手県宮古市川井６－３
５

株式会社　ウッ
ティかわい

ボイラー経験者 岩手県宮古市

歯科助手

1人

医師のアシスタント業務となります。医師の指示
のもと診療の補助、治療器具の準備、片付け、洗
浄、消毒、院内の清掃などを行います。業務に慣
れてきたら受付業務も担当していただきます。歯
科衛生士資格や経験のある方優遇します。

岩手県宮古市実田一丁目
７－１７

くらた歯科医院

雇用期間の定めなし

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「介護」

1人

福祉施設内における介護業務全般を行います。施
設入所者数５０名、ショートステイ８名の方への
身の回りの世話、食事、排泄、入浴の介助などを
行います。日勤だけでも可能ですので応募下さ
い。介護職員初任者研修（旧ヘルパー２級）以上

岩手県下閉伊郡田野畑村
田野畑１２０－１８

社会福祉法人　寿
生会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

介護職「介護」／正社員

1人

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

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

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

事務及び教習指導員候補

1人

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

岩手県宮古市田鎖１２－
２５

株式会社　花輪橋
自動車教習所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員「介護」

1人

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

岩手県下閉伊郡田野畑村
奥地１３番地

社会福祉法人　山
栄会　特別養護老
人ホーム　リアス
倶楽部

雇用期間の定めなし

老人介護の経験者
又は 7時00分～22時00分の
間の8時間

岩手県下閉伊郡田野畑村

看護職／特養・短所（准看
護師）「看護」

2人

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

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
４地割１－２０

社会福祉法人　若
竹会　サンホーム
みやこ雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理員

1人

施設利用者に提供する食事の調理業務全般を行っ
ていただきます。管理栄養士３名の献立に基づ
き、１日約３８０食を、調理員８名がローテー
ション勤務によって業務にあたります。

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
４地割１－２０

社会福祉法人　若
竹会　サンホーム
みやこ雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上） 岩手県宮古市

介護職／特別養護老人ホー
ム

2人

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

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
４地割１－２０

社会福祉法人　若
竹会　サンホーム
みやこ雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

看護職／デイサービス（フ
ル）

2人

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

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

建築技術者（見習い）「建
築」≪急募≫

2人

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

岩手県宮古市実田１丁目
５－１３

株式会社　ヤマウ
チ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ルート配送・販売

1人

主な得意先の鉄工所、建設会社、病院等に、酸素
やプロパンガス、ガス機器を充填場所から、２ｔ
トラックを使用し配送を行いま。配送をしながら
商品の説明や販売・集金を行います。配送エリア
は主に宮古市、山田町、岩泉町となります。

岩手県宮古市西町一丁目
１－１２

日興酸素　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

(H29.3.12以降免許取得
の方)

保育士「保育」

5人

いわいずみこども園等にて、園児の保育業務をし
ていただきます。園児数は、いわいずみこども園
がおよそ１４０名、こがわこども園、おもとこど
も園がそれぞれ約４０名です。いわいずみこども
園、子育て支援センター３名、こがわこども園１

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

一般事務（支援）／保健福
祉課

1人

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

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字惣畑５９－５

岩泉町役場

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

パソコン操作（ワード・エ
クセル）を使って文書作

成・印刷・フォームへの入
力ができること



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

145,000円～173,000円

正社員 45歳以下 03030- 4360171
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

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

正社員 59歳以下 03030- 4361071
精神保健福祉士 変形（１ヶ月単位）

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

正社員 59歳以下 03030- 4362371
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

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

(3) 0時30分～ 9時30分

正社員 59歳以下 03030- 4363671
普通自動車免許一種

(通勤用） (1) 8時00分～17時00分
139,000円～265,000円

正社員 59歳以下 03030- 4364571
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
139,000円～265,000円

正社員 35歳以下 03030- 4365471
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

198,224円～198,224円 (2)20時00分～ 5時00分

正社員以外 18歳以上 03030- 4366771
准看護師 変形（１ヶ月単位）

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

正社員 64歳以下 03030- 4367871
看護師 変形（１ヶ月単位）

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

正社員 64歳以下 03030- 4368271
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
145,000円～230,000円

正社員 59歳以下 03030- 4370371
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
180,200円～318,000円

正社員 不問 03030- 4372571
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

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

正社員 39歳以下 03030- 4374771
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 7時30分～16時30分

130,000円～180,000円

正社員 45歳以下 03030- 4375871

(1) 8時00分～17時00分
150,000円～250,000円

正社員 30歳以下 03030- 4376271
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

174,750円～256,300円

正社員 不問 03030- 4378171
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

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

正社員 59歳以下 03030- 4379071
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 129,600円～216,000円

正社員 40歳以下 03030- 4380471
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分
準中型自動車免許 161,000円～184,000円

正社員 不問 03030- 4383271

(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- 4384971
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 141,700円～170,000円

正社員 不問 03030- 4385171
美容師 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～18時00分
雇用期間の定めなし 145,000円～400,000円 (2)10時00分～19時00分

正社員 不問 03030- 4386071
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

161,000円～253,000円

正社員 59歳以下 03030- 4388671
3

美容師

2人

当店舗にて、シャンプー、ブロー、ワインディン
グ、カットなど美容業務全般を行っていただきま
す。その他に電話応対、店舗清掃などもありま
す。Ｕターン希望者も歓迎いたします。

岩手県宮古市和見町７番
２２号

有限会社　プレス
テージ（美容室　Ｐ
ＲＥＳＴＩＧＥ）

岩手県宮古市

現場検査・事務

2人

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

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根第２地割３１－１

株式会社　エフ
ビー

岩手県下閉伊郡山田町

鉄筋工「建設」

2人

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

岩手県宮古市松山５－１
７－１

有限会社　因幡鉄
筋工業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木作業員「建設」

1人

左官、タイル、吹付け、一般住宅基礎、土木、ブ
ロック、フェンス工事など現場の清掃、職人の手
元、人力作業、トラック（４トン）運転等行って
いただきます。その他付随する業務も行っていた
だきます。有資格の方は重機の運転もあります。

岩手県宮古市板屋３－４
－１４

上野建装

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)

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。

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

外構工（一般作業員）「建
設」

2人

エクステリア工事全般に従事していただきます。
お客様の自宅など指定の場所に出向き、ブロック
工事、フェンス設置及び組立やカーポート、テラ
ス、バルコニー、物置などの組立を行います。　

岩手県宮古市津軽石１０
－２０１－１１

有限会社　タテシ
タ

岩手県宮古市

製造技術（幹部候補）

2人

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

岩手県宮古市松山６－４
６

株式会社　ウェー
ブクレスト　宮古
工場雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

乗組員／１９トン近海船

1人

乗組員として大目流し網漁に従事してもらいま
す。主に三陸沖合いでカジキ漁を行います。出航
から帰航まで４日～５日間のサイクルでの操業と
なります。網入れ：１５時～１７時、網上げ：２
３時～７時位まで※上記時間以外は休憩時間とな

岩手県下閉伊郡山田町織
笠１１－２１４－４

第十五　菊丸

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

足場組立作業員および土木
作業員「建設」

2人

各建設現場において、足場の組立、解体作業、基
礎工事、土木作業に従事していただきます。主な
現場は山田町、宮古市などの沿岸地域となりま
す。建設経験者、足場組立作業主任者等有資格者
を優遇。

岩手県下閉伊郡山田町織
笠第１２地割３－７２

北成興業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

製造技術（正社員）

2人

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

岩手県宮古市松山６－４
６

株式会社　ウェー
ブクレスト　宮古
工場雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

コンクリート圧送補助作業
員「建設」

2人

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

岩手県宮古市長町二丁目
７番１４号

有限会社　三　東

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

事務員（幹部候補）

2人

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

岩手県宮古市松山６－４
６

株式会社　ウェー
ブクレスト　宮古
工場雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

パソコン（エクセル）操作
のできる方

総務経験１年以上の方

土木作業員「建設」≪急募
≫

2人

おもに公共工事などの建設現場での土木作業全般
に従事していただきます。現在は、藤原・赤前地
域の道路、防波堤工事をおこなっています。現場
へは、乗合や直行直帰となります。経験者尚可。

岩手県宮古市西ヶ丘２丁
目７－８

藤左官

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

各種機械オペレーター

1人

携帯電話やスマートフォンで使用される電子部品
（コネクタ）の自動組立機械による組立作業やプ
ラスチック成形及びプレス作業を行っていただき
ます。細かな目視作業があります。業務に慣れる
まで経験者が指導しますので、未経験者でも安心

岩手県宮古市赤前第２地
割２１番地２

東北ヒロセ電機
株式会社　宮古工
場雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

看護師「看護」

3人

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

岩手県宮古市保久田８－
３７

特定医療法人　弘
慈会　宮古第一病
院

岩手県宮古市

准看護師「看護」

2人

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

岩手県宮古市保久田８－
３７

特定医療法人　弘
慈会　宮古第一病
院

岩手県宮古市

機械設計、製作・金型設
計、製作／宮古工場

1人

下記の１，２いずれかの業務に携わっていただき
ます。１，マイクロコネクタ製造のための設備
（自動機治具）の設計、製作。２，マイクロコネ
クタ製造のためのプレス金型設計製作。業務内容
については、製造工程の設計、協力会社等への展

岩手県宮古市赤前第２地
割２１番地２

東北ヒロセ電機
株式会社　宮古工
場雇用期間の定めなし

機械装置設計経験または金
型設計経験３年以上

岩手県宮古市、他

品質管理／宮古工場／正社
員

1人

品質管理課に配属となり業務全般を行います。
１，ＣＳを含むお客様への対応。新製品開発品質
管理、協力会社への品質管理指導、ＩＳＯ９００
１、ＩＳＯ４００１、ＩＡＴＦ１６９４９対応と
なります。２，マイクロコネクタの評価は新製

岩手県宮古市赤前第２地
割２１番地２

東北ヒロセ電機
株式会社　宮古工
場雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

精神保健福祉士

2人

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

岩手県宮古市山口五丁目
３番２０号

社団医療法人　新
和会

岩手県宮古市

介護福祉士「介護」

1人

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

岩手県宮古市山口五丁目
３番２０号

社団医療法人　新
和会

岩手県宮古市

看護助手「看護」

1人

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

岩手県宮古市山口五丁目
３番２０号

社団医療法人　新
和会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

溶接工（見習い）

1人

工場や現場での溶接及び関連業務・機械の修理、
製作、据付作業・コンベアーベルトエンドレス作
業。作業に関する技術や知識を身に付けて頂きま
す。アーク・ガス溶接、小型移動式クレーン運
転、高所作業者運転等、当社で必要な有資格者は

岩手県宮古市刈屋１４－
１０－２

有限会社　岩手工
機

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ヶ月単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 6時30分～15時00分

140,000円～190,000円 (2)13時30分～22時00分
(3)15時00分～23時30分

正社員 59歳以下 03030- 4391271
普通自動車免許一種

133,056円～133,056円

正社員以外 不問 03030- 4392971
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

196,350円～300,300円

正社員 59歳以下 03030- 4393171
普通自動車免許一種 交替制あり

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

(3)11時00分～20時00分
正社員 59歳以下 03030- 4397571

普通自動車免許一種
(1) 9時00分～17時00分

200,000円～300,000円

正社員以外 不問 03030- 4398471
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

雇用期間の定めなし
土木施工管理技士1級又

は
200,000円～300,000円

土木施工管理技士2級
正社員 64歳以下 経験者 03030- 4400671

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

138,000円～299,000円

正社員 不問 03030- 4404871
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～210,000円

正社員 不問 03030- 4405271
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(通勤用) (1) 8時00分～17時00分
129,108円～162,400円

正社員 45歳以下 03030- 4406971
普通自動車免許一種

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

正社員 不問 03030- 4408071
大型自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 7時30分～17時00分
165,000円～220,000円

正社員 不問 03030- 4411471
普通自動車免許一種 交替制あり

(通勤用) (1) 6時00分～14時00分
120,000円～120,000円 (2)14時00分～22時00分

(3) 9時00分～18時00分

正社員 不問 03030- 4413871
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 59歳以下 03030- 4415971
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時00分
160,000円～300,000円 (2) 8時30分～12時00分

正社員 不問 03030- 4421871
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
139,000円～139,000円 (2) 6時00分～13時30分

(3) 6時00分～15時30分

正社員以外 不問 03030- 4423971
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分

127,920円～137,280円 (2)11時00分～20時00分
(3)16時00分～ 9時00分

正社員 64歳以下 03030- 4424171
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

151,280円～244,000円

正社員 不問 03030- 4428571
栄養士 変形（１ヶ月単位）

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

(3) 9時45分～18時45分

正社員 59歳以下 03030- 4430271
普通自動車免許二種 変形（１ヶ月単位）

(必須) (1) 7時00分～18時00分
118,080円～118,080円 (2) 8時00分～ 0時00分

(3) 7時00分～20時00分

正社員 不問 03030- 4431971
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
140,000円～145,000円

正社員 不問 03030- 4433071
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

正社員以外 18歳以上 03030- 4434371
4

交通誘導警備員

4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。正社員登用制度あり

岩手県宮古市金浜４－６
３－１

有限会社　ニコニ
コ警備保障

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

乗務員

1人

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

岩手県下閉伊郡山田町川
向町６－１１

有限会社　山崎タ
クシー

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

一般事務

1人

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

岩手県下閉伊郡田野畑村
和野２６３－１

大崎建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード、エ
クセル）できる方

岩手県下閉伊郡田野畑村

配管工・土木作業員（正社
員）「建設」

1人

各現場において、配管作業および土木作業に従事
していただきます。下水道工事、給排水工事、関
連器具の取り付け、水回りの修理などの業務で
す。現場は主に宮古市内となります。給水・排水
設備免許所持者は優遇いたします。

岩手県宮古市宮町四丁目
６－３

サカミ水道

雇用期間の定めなし

配管工経験者「建設」 岩手県宮古市

調理員兼栄養士

2人

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

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
９地割３９番地２７

医療法人　仁泉会
介護老人保健施設
ほほえみの里雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

生活支援員

1人

当法人で運営するグループホームの利用者（障が
いをお持ちの方）の生活支援（通院時の送迎、付
添業務等）に従事していただきます。通院時の送
迎エリアは市内です。正社員への登用制度あり。
未経験者の方からの応募も歓迎です。見学も可能

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎４
－１－１１

社会福祉法人若竹
会　自立支援セン
ターウイリー雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

介護職員／小本「介護」

1人

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

岩手県宮古市向町２番３
４号

有限会社　介護施
設　あお空

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

プレスオペレーター（山
田）

2人

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

岩手県下閉伊郡山田町大
沢４－２０－１４０

ツインスターテク
ノロジー株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

歯科技工士

1人

歯科技工業務全般。義歯、硬レ（差し歯）、クラ
ウン・ブリッジ作業。【必要な経験・資格につい
て】下記の１か２に該当する方
１）歯科技工士の資格をお持ちの方
２）無資格だが業務経験のある方

岩手県下閉伊郡山田町北
浜町１０４－４

マリンデンタル株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

大型ダンプ・生コン車運転
手

1人

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

岩手県下閉伊郡田野畑村
奥地３３

田野畑交通　有限
会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村、他

ホテルフロント係

1人

ビジネスホテル（客室数４０部屋）ご利用のお客
様のチェックイン、チェックアウト等のフロント
業務。パソコンを使用し、専用ソフト入力での予
約管理。電話・ＦＡＸ対応等になります。

岩手県宮古市田鎖第９地
割６番地１１

東海電業　株式会
社

雇用期間の定めなし

パソコン基本操作のできる
方

岩手県宮古市

基板加工

1人

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

岩手県宮古市大字津軽石
１９－１８

株式会社　宮古マ
ランツ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

造林・伐採作業員

1人

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

下閉伊郡山田町豊間根第
２地割５８番地１８

宮古地区国有林材
生産協同組合

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

チェーンソーと刈払機
安全講習の修了者

建築大工「建設」

5人

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

岩手県宮古市近内２－６
－１０

株式会社　キクチ
工務店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木作業員「建設」

1人

宮古市内の各工事現場において土木作業に従事し
ていただきます。小型ダンプ運転、車両系の免許
をお持ちの方には重機の運転もしていただきま
す。建設関係運転免許のある方は優遇いたしま
す。

岩手県宮古市八木沢５－
４５

有限会社　関川建
設工業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

店舗窓口スタッフ（正社
員）

1人

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

岩手県宮古市板屋１丁目
２番１０－１号

株式会社サンデック
ス　ドコモショップ
宮古千徳店（旧ドコ
モショップ山田店）

パソコンのキーボード入力 岩手県宮古市

法面エ「建設」

1人

法面工事を主体としています。ロープにぶら下が
り、金網張り、コンクリートや種子の吹付け等の
高所作業に従事していただきます。現場への移動
は社用車で乗合や直行直帰もあります。また県外
での仕事もあり、工期はありますが、週末は帰省

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字大館１９－１

県北緑化　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

土木施工管理技士「建設」

1人

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

岩手県下閉伊郡岩泉町小
本字鈩３０５番地１

株式会社　佐藤組

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

保険営業

3人

自動車保険・火災保険をはじめとする損害保険、
医療保険・終身保険等の生命保険の営業を行って
いただきます。約１ヶ月間の研修があり、研修期
間中の交通費、宿泊費等は当社負担となります。
将来は保険代理店の従業員になることを前提とし

岩手県宮古市大通４－４
－２２　朝日生命宮古ビ
ル３Ｆ

損害保険ジャパン
日本興亜株式会社
岩手支店　三陸支
社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

営業フロント係

1人

ホテルフロントでのお客様への対応、精算業務
（パソコン使用）、電話による予約業務を行いま
す。また、お客様の送迎（普通自動車）や、法事
等の配達、時には宴会時の飲食サービスもありま
す。中型・大型自動車免許のある方には送迎車

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字府金４８

株式会社　岩泉総
合観光

雇用期間の定めなし

パソコン（ワード・エクセ
ル）基本操作

岩手県下閉伊郡岩泉町

接客販売員

1人

靴の接客販売となります。紳士靴、婦人靴、子供
靴、スニーカー等の販売及び値付け、品出し、商
品補充、レジ業務、清掃、週に２回程度、両替な
どのため自家用車での外出をお願いする場合があ
ります。正社員登用制度有り。

岩手県宮古市長町１－８
－１

株式会社チヨダ
東京靴流通セン
ター宮古店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は10時00分～20時00分の
間の8時間程度

岩手県宮古市



普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
建築施工管理技士１級 (1) 8時00分～17時00分

300,000円～300,000円

正社員 59歳以下 03030- 4435671
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- 4437471
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 256,300円～419,400円

正社員 64歳以下 03030- 4439871

(1) 9時10分～16時50分
106,000円～106,000円

正社員 不問 03030- 4445471
警備員検定試験２級 変形（１ヶ月単位）
原動機付自転車免許 (1) 8時00分～17時00分
普通自動車免許一種 232,200円～232,200円 (2)21時00分～ 6時00分

のいずれか

正社員以外 59歳以下 03030- 4447871
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

215,000円～215,000円 (2)21時00分～ 6時00分

正社員以外 59歳以下 03030- 4448271
建築士（１級） 変形（１年単位）

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

のいずれか
普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 (必須) 03080- 3858571
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
195,500円～240,000円

正社員 59歳以下 03080- 3877871
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
241,470円～340,540円

正社員 64歳以下 04010-71994971
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1)12時00分～22時00分
250,000円～350,000円

正社員 59歳以下 04011- 4999971
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

154,000円～216,500円

正社員 40歳以下 04080- 4545371
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00分

220,000円～255,000円

正社員 59歳以下 13040-29090072
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00分

220,000円～255,000円

正社員 59歳以下 13040-29093972
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00分

170,000円～200,000円

正社員 59歳以下 13040-29098572
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時45分

250,000円～250,000円

正社員以外 不問 22020-27926371
普通自動車免許一種

(必須) (1) 8時00分～17時45分
250,000円～250,000円

正社員以外 不問 22020-28088471
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

190,000円～300,000円

正社員 64歳以下 03010-25592371
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

220,000円～330,000円

正社員 64歳以下 03010-25594571
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
168,000円～203,000円

正社員 60歳以下 03030- 4323771
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

土木施工管理技士１級 (1) 8時00分～17時00分
土木施工管理技士２級 280,000円～400,000円

正社員 59歳以下 03070- 6500871
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 240,000円～300,000円

正社員 59歳以下 03070- 6501271
5

重機オペレーター（岩手・
宮城）「建設」

3人

道路や河川工事の現場にてバックホー、ブルドー
ザーなど車両系建設機械を操作し、掘削や盛土作
業、土砂等をダンプに積み込む作業及びその他付
随する作業を行っていただきます。

岩手県北上市村崎野２２
－１５４－４

株式会社　栄開発

建設業経験者 岩手県下閉伊郡山田町、他

現場管理者（岩手・宮城）
「建設」

1人

主に下記の仕事を行って頂きます。河川、道路等
の工事現場での作業工程における指揮監督、指
導、施工管理・工事計画の立案、積算見積や予
算、品質、安全等の管理、工事関係書類の作成・
発注先との連絡や打ち合わせ。県内のみ希望の方

岩手県北上市村崎野２２
－１５４－４

株式会社　栄開発

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町、他

工事管理・監督

3人

工事の管理を行っていただきます。お客様や作業
員との打ち合わせ、工事の準備、写真の撮影、施
工した数量の実測、パソコンでの資料の作成など
です。主な工事内容・道路工事（道路標識、道路
標示、防護柵など）・エクステリア工事（フェン

岩手県盛岡市本宮７丁目
１２－４１

株式会社　東北工
商

雇用期間の定めなし

建設業に携わった経験があ
る方

岩手県宮古市、他

一般事務

1人

東日本交通株式会社宮古営業所において、一般事
務全般に従事して頂きます。パソコンを使用して
の手配書等のデータ入力、電話・来客対応、営業
に関わる事務処理、書類作成、見積書、請求書の
作成、事務所内清掃などを行います。

宮古市田老字新田平１６
－１３

東日本交通株式会
社　宮古営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務経験
パソコン操作（ワード、エ
クセルを使って定型フォー
ムへの入力ができること）

建方作業及び建方作業の指
揮・指導（岩手県）

1人

建方作業及び建方作業の指揮・指導。入社後、当
社研修施設にて当社基準・ルールに則った建方工
事方法を習得して頂きます。その後実際の建築現
場にて建方作業等に従事して頂きます。一年を通
じて同県内で安定した仕事が出来ます。

静岡県浜松市西区大久保
町１２２７－６（浜松技
術工業団地内）

株式会社　一条工
務店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

木造建築物の組立等の作業
経験２～３年以上（免許取

得の為）

建設工事作業員

5人

建設工事の作業を行っていただきます。主な工事
内容・道路工事（道路標識、道路標示、防護柵な
ど）・エクステリア工事（フェンス、インター
ロッキング、ウッドデッキ、カーポートなど）・
公園工事（遊具、ベンチ、防災資材、区画線な

岩手県盛岡市本宮７丁目
１２－４１

株式会社　東北工
商

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

技術職（宮古）

2人

機械のメンテナンス。各種機械（バックホウやブ
ルトーザ等）の出荷前／返却後点検がメインの仕
事です。故障個所がある場合は、修理も実施して
います。機械の荷積み、荷降ろし。顧客（建設会
社等）のトレーラーへ、クレーンを使用し荷積

東京都港区芝大門１－７
－７


株式会社　カナモ
ト

雇用期間の定めなし

経験者歓迎 岩手県下閉伊郡山田町、他

新築戸建て住宅基礎工事一
式（岩手県）

2人

当社新築戸建住宅の基礎施工。一年を通じて同県
内で安定した仕事が出来ます。（作業着貸与・作
業靴貸与）


静岡県浜松市西区大久保町
１２２７－６（浜松技術工
業団地内）

株式会社　一条工
務店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 岩手県宮古市、他

住宅基礎工事経験（年数不
問）、車両系建設機械(整

地)経験（年数不問）

営業職（宮古）

1人

顧客への提案営業。顧客（建設会社や建設現場）
を訪問し、工事のスケジュールや内容をヒアリン
グ、その内容に応じた建設機械の提案を行いま
す。既存の顧客だけではなく、新規顧客へも訪問
／提案を実施して頂きます。顧客訪問の際の車は

東京都港区芝大門１－７
－７


株式会社　カナモ
ト

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町、他

フロント職（宮古）

1人

受注受付。来所または電話にて注文する顧客（建
設会社等）の使用機械の確認・伝票発行等の受注
対応がメインです。在庫管理。社内システムを利
用し、機械の不足などが生じない様に在庫管理を
実施します。機械の納品手配。顧客へ納期を確認

東京都港区芝大門１－７
－７


株式会社　カナモ
ト

雇用期間の定めなし

ＰＣ操作 岩手県下閉伊郡山田町、他

（まるまつ宮古店）店長・
店長候補

1人

入社後、店舗業務からスタートし、接客・調理の
基本作業を覚えます。店舗業務をマスターした
後、店舗の指導と運営に関わる店長として仕事を
していきます。店長経験後は、複数店舗の管理、
指導と運営をします。又能力、適正に応じて、本

宮城県富谷市成田９丁目
２－９

株式会社　カルラ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

営業（山田営業所）

1人

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

宮城県気仙沼市松川前１
３５番地

株式会社　ヤマサ
カ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

大型ダンプ運転手【宿舎あ
り】

2人

大型ダンプ運転による、下記の業務を担当して頂
きます。１０ｔダンプを運転し、県南地域の各現
場を往復して土砂等の運搬をしていただきます。
大型自動車免許を有している事が応募の条件とな
りますが大型ダンプの運転経験は問いません。未

岩手県大船渡市日頃市町
字上宿１３－１

株式会社　新沼組

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木施工管理(未経験者)
［盛岡・釜石・宮古］

2人

工事竣工まで、現場管理をするお仕事です。主に
ゼネコン１次２次下請け工事の土木現場施工管理
になります。（お仕事の内容）現場監督の補助作
業、測量、丁張り、写真管理、パソコンの入力作
業、安全管理、書類作成など。赴任・帰任・帰省

宮城県仙台市宮城野区榴
岡３丁目１０－７　サン
ライン第６６ビル７階

株式会社　ナス
キー　仙台東口支
店雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

建築又は土木施工管理技士
「建設」

2人

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

岩手県大船渡市盛町字田
中島２７－１

株式会社　佐賀組

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

警備員

3人

地域の各地で安全サービスを提供する仕事です。
具体的には工事現場や店舗駐車場などの周辺で通
行車両や歩行者が交通事故に合わないよう安全に
誘導する「交通誘導」イベントや祭り会場での事
故を防ぐ「踏切警備」です。簡単に覚えることが

岩手県宮古市宮町４丁目
５番１６号

東洋ワークセキュ
リティ株式会社
宮古営業所雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業

1人

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

岩手県宮古市大通４丁目
４－２２

朝日生命保険　相
互会社　盛岡支社
宮古営業所雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

警備員（資格者）

3人

地域の各地で安全サービスを提供する仕事です。
具体的には工事現場や店舗駐車場などの周辺で通
行車両や歩行者が交通事故に合わないよう安全に
誘導する「交通誘導」イベントや祭り会場での事
故を防ぐ「踏切警備」です。簡単に覚えることが

岩手県宮古市宮町４丁目
５番１６号

東洋ワークセキュ
リティ株式会社
宮古営業所雇用期間の定めなし

警備業務 岩手県宮古市

大工「建設」

1人

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

岩手県宮古市八木沢三丁
目１１－５

株式会社　菊地建
設

大工経験者 岩手県宮古市

土木技術者「建設」

1人

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

岩手県宮古市八木沢三丁
目１１－５

株式会社　菊地建
設

雇用期間の定めなし

土木施工管理業務経験者
岩手県宮古市、他

建築技術者「建設」

1人

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

岩手県宮古市山口一丁目
４－２５

株式会社　オガサ
ワラ産業

雇用期間の定めなし

公共工事現場代理人経験者 岩手県宮古市



(1) 9時30分～18時35分
162,000円～179,380円 (2)11時10分～20時00分

正社員以外 不問 13080-93072171
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
328,261円～526,277円

正社員 不問 03010-26052271
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
328,261円～526,277円

正社員 不問 03010-26061971
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時30分～17時30分

154,800円～154,800円

正社員以外 不問 03010-26090471
栄養士 交替制あり

(1) 5時30分～14時30分
132,000円～165,000円 (2)11時00分～20時00分

正社員以外 不問 03010-26131871
調理師 交替制あり

(1) 5時30分～14時30分
132,000円～165,000円 (2)11時00分～20時00分

正社員以外 不問 03010-26132271
交替制あり
(1) 5時30分～14時30分

125,400円～128,700円 (2)10時30分～19時30分

正社員以外 不問 03010-26133971
栄養士 交替制あり

(1) 6時00分～15時00分
132,000円～165,000円 (2)11時00分～19時30分

正社員以外 不問 03010-26135071
調理師 交替制あり

(1) 6時00分～15時00分
132,000円～165,000円 (2)11時00分～19時30分

正社員以外 不問 03010-26136371
交替制あり
(1) 6時00分～15時00分

125,400円～128,700円 (2)11時00分～19時30分

正社員以外 不問 03010-26137671
栄養士 交替制あり

(1) 5時00分～14時00分
132,000円～165,000円 (2)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03010-26139471
調理師 交替制あり

(1) 5時00分～14時00分
132,000円～165,000円 (2)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03010-26141971
交替制あり
(1) 5時00分～14時00分

125,400円～128,700円 (2) 9時00分～18時00分
(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03010-26143071
栄養士 交替制あり

(1) 5時50分～14時50分
132,000円～165,000円 (2)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03010-26145671
調理師 交替制あり

(1) 5時50分～14時50分
132,000円～165,000円 (2)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03010-26150171
交替制あり
(1) 5時50分～14時50分

125,400円～128,700円 (2)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03010-26153671
栄養士 交替制あり

(1) 5時50分～14時50分
132,000円～165,000円 (2)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03010-26154571
調理師 交替制あり

(1) 5時50分～14時50分
132,000円～165,000円 (2)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03010-26155471
交替制あり
(1) 5時50分～14時50分

125,400円～128,700円 (2)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03010-26156771
普通自動車免許一種 交替制あり

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

(3) 6時30分～15時30分

正社員以外 不問 03030- 4455871
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1)21時00分～ 4時00分

105,600円～156,000円

正社員 18歳以上 03030- 4457971
6

店長(候補)·カジュアル
ウェア販売·店舗運営/宮古

1人

カジュアル衣料の接客、販売、伝票管理、売筋分
析、従業員のシフト管理等、店舗運営における業
務全般。研修期間を経て店長へ。店長の他地区マ
ネージャーへのステップアップも可能です。しっ
かりした教育システムがありますので安心してご

東京都杉並区梅里一丁目
７番７号　新高円寺ツイ
ンビル６階

株式会社　マック
ハウス

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

土木施工管理「建設」

3人

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

岩手県盛岡市本宮３丁目
３－２０【求人票郵送先
指定あり】

株式会社　ナス
キー　盛岡営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

施工管理経験がある方
ご経験が浅い方もご相談下

さい

建築施工管理「建設」

3人

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

岩手県盛岡市本宮３丁目
３－２０【求人票郵送先
指定あり】

株式会社　ナス
キー　盛岡営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

施工管理経験がある方
ご経験が浅い方もご相談下

さい

栄養士（宮古市）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと入院患
者様への食事供業務。献立、帳票作成、栄養管理
業務全般。入院患者数：８０名様程度＊雇用につ
いて１年毎の更新あり（但し、勤務内容に問題が
無い限り）

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

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

消防設備点検業務（宮古
市）

1人

主に官公庁（沿岸エリア）や民間企業の消防設備
点検を行う業務です。その他軽微な工事、それに
伴う報告・見積もり等の書類作成業務も行ってい
ただきます。

岩手県盛岡市天神町１３
－２７

松栄商事　株式会
社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） パソコン操作できる方

（ワード・エクセル）
岩手県宮古市

調理員（宮古市）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと入院患
者様への食事提供業務。調理、盛付、食事洗浄な
ど厨房内業務全般。入院患者数：８０名程度＊雇
用について１年毎の契約更新あり（但し、勤務内
容に問題が無い限り）

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

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

調理師（宮古市）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと入院患
者様への食事提供業務。調理、盛付、食器洗浄な
ど厨房業務全般。入院患者数：８０名程度＊雇用
について１年毎の契約更新あり（但し、勤務内容
に問題が無い限り）

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

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

調理師（宮古市）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと入居者
様への食事提供業務。調理・盛付・食器洗浄な
ど。入所者数：２５名程度＊雇用について１年毎
の契約更新有り（但し、勤務内容に問題が無い限
り）

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

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

栄養士（宮古市）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと入居者
様への食事提供業務。調理・盛付・食器洗浄・献
立、帳票作成・栄養管理業務全般。入所者数：２
５名程度＊雇用について１年毎の契約更新有り
（但し、勤務内容に問題が無い限り）

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

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

栄養士（宮古市）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと入所者
様への食事提供業務。帳票、献立作成、栄養管理
業務全般。入所者数：６５名程度＊雇用について
１年毎の契約更新あり（但し、勤務内容に問題が
ない限り）

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

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

調理員（宮古市）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと入居者
様への食事提供業務。調理・盛付・食器洗浄など
。入所者数：２５名程度＊雇用について１年毎の
契約更新有り（但し、勤務内容に問題が無い限
り）

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

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

調理員（宮古市）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと入所者
様への食事提供業務。調理、盛付、食器洗浄など
厨房内業務全般。入所者数：６５名程度＊雇用に
ついて１年毎に契約更新有り（但し、勤務内容に
問題が無い限り）

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

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

調理師（宮古市）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと入所者
様への食事提供業務。調理、盛付、食器洗浄など
厨房内業務全般。入所者数：６５名程度＊雇用に
ついて１年毎に契約更新有り（但し、勤務内容に
問題が無い限り）

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

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

調理師（宮古市）

1人

入居者様への食事提供業務。調理・盛付・食器洗
浄などを担当していただきます。入所者数＝１０
０名程度＊雇用について１年毎の契約更新有り
（但し、勤務内容に問題が無い限り）

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

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上） 岩手県宮古市

栄養士（宮古市）

1人

入居者様への食事提供業務。調理・盛付・食器洗
浄・献立・帳票作成、栄養管理業務全般。入所者
数＝１００名程度＊雇用について１年毎の契約更
新有り（但し、勤務内容に問題が無い限り）

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

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

栄養士（山田町）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと利用者
様への食事提供業務。帳票、献立作成、栄養管理
業務全般。調理、盛付、食器洗浄など。利用者
数：１２０名程度＊雇用について１年毎の契約更
新あり（但し、勤務内容に問題がない限り）

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

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

調理員（宮古市）

1人

入居者様への食事提供業務。調理・盛付・食器洗
浄などを担当していただきます。入所者数＝１０
０名程度＊雇用について１年毎の契約更新有り
（但し、勤務内容に問題が無い限り）

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

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上） 岩手県宮古市

調理員（山田町）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと利用者
様への食事提供業務。調理、盛付、食器洗浄など
。利用者数：１２０名程度＊雇用について１年毎
の契約更新あり（但し、勤務内容に問題がない限
り）

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

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

調理師（山田町）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと利用者
様への食事提供業務。調理、盛付、食器洗浄など
。利用者数：１２０名程度＊雇用について１年毎
の契約更新あり（但し、勤務内容に問題がない限
り）

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

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

運転手（随伴車）

1人

宮古市内・近郊を中心とした運転代行業務全般と
なります。お客様ご依頼地にあわせての随伴車両
運転、接客、乗務記録簿への記載、精算会計、車
両管理等を行っていただきます。経験がなくても
やる気のある方を希望します。

岩手県宮古市実田１－１
－１

運転代行　人力舎

雇用期間の定めなし

運転経験１年以上 岩手県宮古市

介護員「介護」

1人

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

岩手県宮古市長根４－１
３－１

株式会社　介護施
設えくぼ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市



普通自動車免許二種
(1)21時00分～ 4時00分

115,200円～156,000円

正社員 18歳以上 03030- 4458171
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

149,500円～230,000円

正社員 61歳以下 03030- 4463271
大型自動車免許一種 変形（１年単位）
小型移動式クレーン (1) 8時00分～17時00分

玉掛技能者 161,000円～230,000円

正社員 61歳以下 03030- 4464971
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
介護職員初任者研修 (1) 8時30分～17時30分

127,280円～169,000円 (2)15時00分～ 0時00分
(3) 0時00分～ 9時00分

正社員以外 不問 03030- 4465171
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
146,800円～216,000円

正社員 18歳～64歳 03030- 4472971
調理師又は 変形（１ヶ月単位）

食品衛生責任者 (1)16時00分～23時00分
150,000円～300,000円

正社員 59歳以下 03030- 4473171
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時00分
雇用期間の定めなし 198,800円～198,800円 (2)16時30分～ 0時30分

正社員 40歳以下 03030- 4474071

(1) 8時30分～17時15分
120,950円～140,835円

正社員以外 不問 03030- 4475371
歯科衛生士

(1) 8時30分～18時30分
雇用期間の定めなし 160,000円～200,000円 (2) 8時30分～12時30分

正社員 不問 03030- 4477571
準中型自動車免許 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
160,000円～220,000円

正社員 不問 03030- 4483371
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

車両系整地掘削用運転 (1) 8時00分～17時00分
197,490円～227,000円

正社員以外 不問 03100- 2899171
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

176,000円～209,000円

正社員以外 不問 03100- 2911971
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

車両系整地掘削用運転 194,400円～237,600円

正社員 64歳以下 05041- 1936971
普通自動車免許一種

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

正社員 不問 05041- 1960271
普通自動車免許一種

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

正社員 不問 05041- 1961971

(1) 8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 258,000円～322,500円

正社員 不問 07020-10139971
準中型自動車免許 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時30分
140,000円～210,000円

正社員以外 不問 13130-33567371
準中型自動車免許 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時30分
140,000円～210,000円

正社員以外 不問 13130-33643271

7

コンクリート製品営業

1人

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

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根４－１２

有限会社　豊興

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

代行運転手

1人

宮古市内・近郊を中心とした運転代行業務全般と
なります。ご依頼地にあわせて、お客様の車両及
び随伴車両の運転、接客、乗務記録簿への記載、
精算会計、車両管理全般等を行っていただきま
す。

岩手県宮古市実田１－１
－１

運転代行　人力舎

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護員「介護」

1人

介護員６名で施設利用者１５名の介護を行いま
す。利用者の送迎、健康管理、食事介助、排泄介
助、入浴介助、レクリエーションの企画・運営が
主な仕事になります。介護業務経験・資格が無い
方でも相談に応じます。６ヶ月勤務したのち、正

岩手県宮古市実田一丁目
７番２８号

有限会社　ライフ
ネットワーク

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

製品製造員及び大型自動車
運転手

1人

主にコンクリート製品のＵ字形側溝を製造してい
ます。型枠内に入れる鉄筋組み、側溝用の型枠組
立、型枠内にコンクリートを流し込み、養生期間
終了後、型枠から外す作業、使用した型枠掃除な
どを行います。フォークリフト免許をお持ちの方

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根４－１２

有限会社　豊興

雇用期間の定めなし

大型自動車運転 岩手県下閉伊郡山田町

調理員（酒と肴　千）

1人

和食割烹の調理全般（３５座席）を行います。料
理の仕込み、揚げ物・焼き物・酢の物などの調理
全般および盛り付け、飲み物作り、手洗いによる
食器洗浄、調理後の片付け、掃除などを行ってい
ただきます。

岩手県宮古市板屋３丁目
２－６

株式会社　ダイニ
ング

雇用期間の定めなし

和食調理経験者 岩手県宮古市

警備員

10人

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

岩手県宮古市磯鶏沖１０
番３号

株式会社　ＳＳＰ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

一般事務／税務出納課

2人

岩泉町役場税務出納課において、書類作成、台帳
整理等の事務補助を行っていただきます。書類作
成については、パソコン（ワード・エクセル）を
使用して、文章作成・印刷等を行います。

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） パソコン操作（ワード・エ

クセル）が出来る方
岩手県下閉伊郡岩泉町

カウンター及びホールス
タッフ

3人

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

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中家２６－１

株式会社　ジェッ
ク

岩手県下閉伊郡岩泉町

清掃作業員

2人

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

岩手県宮古市藤の川１３
番２３号

宮古環境管理株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

歯科衛生士（１）

1人

院内において、歯科衛生士業務に従事していただ
きます。医師の補助業務、器具の消毒や準備、片
付け、患者対応、口腔衛生指導、予防処置、院内
清掃、その他付随する業務をお願いします。

岩手県宮古市宮町一丁目
１－４６

坂下歯科医院

岩手県宮古市

土木作業員「建設」

1人

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

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

重機オペレーター

1人

重機オペレーター業務全般・土木。建築現場での
重機及び車両運転、他。バックホー、ミニショベ
ル、タイヤローラー、タイヤショベル、グレー
ダーなどの建設重機を操作し、建設現場工事をす
る仕事になります。（整地・積込・掘削など）

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）

経験者 岩手県宮古市、他

１級土木施工管理技士

1人

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

秋田県仙北市西木町上桧
木内字大地田２７－２

株式会社　仙北技
研工業

雇用期間の定めなし

土木施工管理経験者 岩手県宮古市、他

重機オペレーターおよび
土木作業員【県外】

2人

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

秋田県仙北市田沢湖神代
字戸伏松原４０－３

株式会社　森元組

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木作業員（岩手県宮古
市）

2人

主に一般住宅の一般土木作業となります。Ｕ字溝
敷設工事・Ｕ字溝の据え付け・資材搬入、用意、
片付け・社有車あり（ＡＴ）現場へは直行直帰と
なります。又は宿舎から向かいます。

福島県いわき市平一丁目１
番地　グラン・ディ・セー
ラムＴ１－１００７

株式会社　Ｕス
リー

岩手県宮古市

作業員

2人

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

秋田県仙北市西木町上桧
木内字大地田２７－２

株式会社　仙北技
研工業

雇用期間の定めなし

土木作業経験者 岩手県宮古市、他

【急募】セールスドライ
バー職(三陸営業所)(長期)

4人

担当エリアの集配・集金・営業（ルート中心）等
。入社後約３ヶ月は準社員（契約社員）となり、
独り立ち後に正社員として労働契約を締結しま
す。正社員登用後の総支給額は２０万円～３４万
円程度です。

東京都江東区新砂２－１
－１７

佐川急便株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

【急募】セールスドライ
バー職(三陸営業所)(長期)

4人

担当エリアの集配・集金・営業（ルート中心）等
。入社後約３ヶ月は準社員（契約社員）となり、
独り立ち後に正社員として労働契約を締結します
。正社員登用後の総支給額は２０万円～３４万円
程度です。

東京都江東区新砂２－１
－１７

佐川急便株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市


