
変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～15時45分

160,500円～200,400円 (2) 8時30分～17時15分
(3)10時00分～18時45分

正社員 44歳以下 03010-29500071
変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～15時45分

160,500円～200,400円 (2) 8時30分～17時15分
(3)10時00分～18時45分

正社員 44歳以下 03010-29501371
看護師

(1) 8時30分～17時15分
209,900円～209,900円

正社員 59歳以下 03010-29509171
普通自動車免許二種 交替制あり

（必須） (1) 7時00分～16時00分
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 64歳以下 03030- 4964071
準中型自動車免許 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
184,800円～231,000円

正社員以外 64歳以下 03030- 4965371
幼稚園教諭免許 変形（１年単位）

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

(通勤用）

正社員 59歳以下 03030- 4966671
看護師 変形（１年単位）

准看護師
雇用期間の定めなし 普通自動車免許一種 161,300円～165,300円

(通勤用）
正社員 59歳以下 03030- 4967571

車両系整地掘削用運転 変形（１年単位）
大型自動車免許一種 (1) 8時00分～17時00分

192,800円～236,000円

正社員 45歳以下 03030- 4968471
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

172,500円～184,000円

正社員 64歳以下 03030- 4969771
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 9時00分～18時00分

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

正社員 34歳以下 03030- 4970971
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

161,700円～207,900円

正社員 不問 03030- 4971171
中型一種（８ｔ限定） 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
161,700円～207,900円

正社員以外 不問 03030- 4972071
保育士 変形（１ヶ月単位）

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

(3) 9時00分～18時00分

正社員 59歳以下 03030- 4973371
大型自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
小型移動式クレーン (1) 7時00分～16時00分

雇用期間の定めなし 玉掛技能者 140,800円～149,600円 (2) 8時00分～17時00分

正社員 64歳以下 03030- 4975571
社会福祉士 変形（１ヶ月単位）

介護支援専門員 (1) 8時45分～17時45分
雇用期間の定めなし 介護福祉士 132,000円～294,500円

社会福祉主事のいずれか
正社員 64歳以下 03030- 4955171

変形（１年単位）
(1) 9時00分～18時00分

137,400円～161,800円 (2)11時00分～20時00分

正社員 64歳以下 03030- 4956071
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 129,888円～147,840円

正社員 64歳以下 03030- 4957371
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～193,800円

正社員 25歳以下 03030- 4958671
交替制あり
(1) 7時00分～16時00分

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

正社員 59歳以下 03030- 4959571
1

介護職員「介護」

1人

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

岩手県宮古市西ヶ丘四丁
目５３－８

社会福祉法人　恵
心会　特別養護老
人ホーム　慈苑雇用期間の定めなし

老人介護経験 岩手県宮古市

土木施工管理補助「建設」

1人

土木施工における現場管理の補助を行いながら業
務を覚えていただきます。一般住宅から道路・河
川などの公共事業の工事現場において測量補助、
品質・工程管理やそれに伴う書類作成を行いま
す。業務の習熟のため、現場での作業補助を行っ

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

パソコン操作（ワード・エ
クセル）のできる方

岩手県下閉伊郡田野畑村、他

コネクター組立・検査

3人

コネクター部品の組立・検査の仕事です。部品の
組立業務では、機械での作業のほか手作業もあり
ます。検査業務では、顕微鏡や拡大鏡を使用する
場合があります。経験者優遇します。

岩手県宮古市津軽石第１
３地割４３７番地６

株式会社　コシ
ダ・シーズテック

岩手県宮古市、他

販売員（河南店）

1人

お菓子、ケーキ、パン等を販売しています。来店
したお客様応対、レジ、品出し、箱詰めやラッピ
ング、店内の清掃などを行っていただきます。長
期間勤務できる方希望します。接客未経験の方
も、お気軽にご相談下さい。

岩手県宮古市実田一丁目
５－１７

株式会社　日進堂
（ドーネル）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

支援相談員

1人

ふれんどりー岩泉の入所利用者と家族、行政、医
療機関との連絡調整を行い、在宅に利用者が復帰
できるように各種支援及び相談業務を行います。
対応する入所者は８５名程度です。

岩手県下閉伊郡岩泉町乙
茂字上９－１２

社団医療法人　緑
川会

岩手県下閉伊郡岩泉町

廃棄物・一般廃棄物の収集
運搬

1人

大型車を運転し廃棄物の収集と一般廃棄物の収集
を行います。廃棄物は主に市内受注先となり、積
込は移動式クレーン操作となります。廃棄物は県
内にある処分場までの運搬も行います。

岩手県宮古市長町１丁目
９－１７

リアス環境管理
株式会社

岩手県宮古市

保育士「保育」

2人

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

岩手県宮古市赤前第３地
割１４－１１

社会福祉法人　慈
愛会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木作業員（アルバイト）
「建設」

3人

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

岩手県宮古市長沢第９地
割２８８番地

株式会社　金丸組

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市、他

測量及び施工管理見習「建
設」

1人

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

岩手県宮古市長沢第９地
割２８８番地

株式会社　金丸組

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

一般事務

1人

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

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字太田１０－５

有限会社　岩泉
マッカラー商会

簡単なパソコン操作 岩手県下閉伊郡岩泉町

土木作業員又は重機運転手
「建設」

1人

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

岩手県下閉伊郡山田町荒
川第８地割５７番地２

株式会社　斉藤工
業所

雇用期間の定めなし

車両系建設機械（整地・運
搬・積込・掘削用）

岩手県宮古市、他

運転手

5人

重機の運転業務及び１０ｔ車を使用し原石、砂
利、埋め戻し等の運搬作業に従事していただきま
す。その他に車両の洗浄、簡単な整備作業、プラ
ント内修理業務等もお願いします。現場は主に豊
間根・宮古市内になります。経験者優遇。

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根第２地割３６‐１

有限会社　高橋建
材

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町、他

看護師「看護」

1人

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

岩手県宮古市西町３丁目
３－２６

学校法人　岩手キリ
スト教学園　認定こ
ども園　宮古ひかり

又は 7時00分～19時00分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

幼稚園教諭・保育士「保
育」

3人

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

岩手県宮古市西町３丁目
３－２６

学校法人　岩手キ
リスト教学園　認
定こども園　宮古
ひかり

雇用期間の定めなし

又は 7時00分～19時00分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

土木作業員「建設」

2人

山田町内及び宮古市内・釜石市内の当社受注工事
現場において、土砂の運搬（４ｔ車）など土木作
業全般及び、免許のある方はダンプ・建設機械運
転業務に従事していただきます。大型自動車第一
種免許・大型特殊免許・車両系建設機械等資格あ

岩手県下閉伊郡山田町石
峠４－３７－１０

吉川建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

土木作業経験「建設」 岩手県下閉伊郡山田町、他

タクシー乗務員

2人

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

岩手県宮古市大字津軽石
９－７０－１

合名会社　津軽石
タクシー

雇用期間の定めなし

又は15時00分～ 0時00分の
間の8時間

岩手県宮古市

正看護師（宮古市）「看
護」

1人

宮古市の松山荘（定員１００名）において下記の
業務を行っていただきます。施設を利用される
方々の健康状態の把握や健康相談、医療機関への
通院同行など・その他、付随する業務および指示
された業務。

岩手県盛岡市高松３丁目
７－３３

社会福祉法人　岩
手県社会福祉事業
団雇用期間の定めなし

病院や施設等での実務経験
３年以上「看護」

岩手県宮古市

施設利用者支援職員（県央
地区）

3人

施設を利用される方々に対して生活支援（日中・
夜間）、就業支援（日中）等を行う業務です。具
体的には、食事や入浴の支援、余暇の相談等です
が、施設の種別や配属先により、業務の内容は異
なります。

岩手県盛岡市高松３丁目
７－３３

社会福祉法人　岩
手県社会福祉事業
団雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

事業所名
求人番号

施設利用者支援職員

3人

施設を利用される方々に対して生活支援（日中・
夜間）、就業支援（日中）等を行う業務です。具
体的には、食事や入浴の支援、余暇の相談等です
が、施設の種別や配属先により、業務の内容は異
なります。

岩手県盛岡市高松３丁目
７－３３

社会福祉法人　岩
手県社会福祉事業
団雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

     （12月18日時点の内容です）

　１２月１１日　から　１２月１８日　までに受理した求人です。　　　＜次回発行日は　１２月２８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１２月２１日発行  



普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
(通勤用） (1)11時00分～20時00分

142,000円～200,000円 (2)13時00分～22時00分

正社員 64歳以下 03030- 4961271
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(通勤用） (1)11時00分～20時00分
142,000円～200,000円 (2)13時00分～22時00分

正社員 64歳以下 03030- 4962971
普通自動車免許一種

(通勤用） (1) 8時30分～17時30分
140,000円～150,000円

正社員以外 不問 03030- 4945871
普通自動車免許一種

(通勤用） (1) 9時00分～18時00分
145,152円～145,152円

正社員以外 不問 03030- 4946271
普通自動車免許一種

(通勤用） (1) 9時00分～18時00分
145,152円～145,152円

正社員以外 不問 03030- 4947971
普通自動車免許一種

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

正社員以外 不問 03030- 4950471
調理師 交替制あり

(1) 6時30分～19時00分
159,795円～169,443円 (2) 9時10分～19時00分

正社員以外 不問 03030- 4952871

(1) 9時15分～17時00分
180,000円～240,000円 (2) 9時15分～16時15分

正社員 64歳以下 03020- 2675671

(1) 8時00分～17時00分
350,000円～550,000円

無期雇用派遣 不問 01010-48075471
大型特殊自動車一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 7時00分～16時00分
雇用期間の定めなし 277,200円～323,400円 (2) 8時00分～17時00分

正社員以外 不問 02060- 4621071
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 9時00分～17時45分
146,475円～146,475円

正社員以外 不問 03010-29253171
変形（１ヶ月単位）
(1)16時00分～ 9時00分

190,000円～234,000円

正社員以外 18歳以上 03030- 4931071
変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～16時00分

130,000円～168,000円 (2) 8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030- 4932371

(1) 9時00分～19時00分
135,000円～150,000円 (2) 9時00分～17時00分

(3) 9時00分～13時00分

正社員 不問 03030- 4933671
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

128,000円～200,000円

正社員 64歳以下 03030- 4937871
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

128,000円～200,000円

正社員 64歳以下 03030- 4942571
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

128,000円～200,000円

正社員 64歳以下 03030- 4943471
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- 4944771
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
(ＡＴ限定不可·必須) (1) 8時00分～17時00分

264,000円～385,000円

正社員 64歳以下 04010-81229271
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
(ＡＴ限定不可·必須) (1) 8時00分～17時00分
車両系整地掘削用運転 242,000円～352,000円
小型移動式クレーン

正社員 64歳以下 04010-81238971
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
(ＡＴ限定不可·必須) (1) 8時00分～17時00分

198,000円～352,000円
雇用期間の定めなし

正社員 64歳以下 04010-81256171
2

フロント・フロア係（正社
員）≪急募≫

2人

フロント業務として、受付・電話応対・お客様へ
の対応・チェックイン・チェックアウト・日帰り
風呂の会計等を行っていただきます。また、注文
取り・配膳・片付けなどレストラン及び宴会での
接客業務もあります。土日祝日勤務できる方希望

岩手県宮古市茂市８－５
３

株式会社　新里産
業開発公社　湯っ
たり館雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理員（正社員）《急募》

2人

館内レストランにおいて、調理業務全般を行いま
す。主に和食が中心となり、山菜料理や鮎を使っ
た料理などが看板メニューです。宴会等ある場合
は、幅広いメニューを作っていただきます。調理
員は他４名おります。

岩手県宮古市茂市８－５
３

株式会社　新里産
業開発公社　湯っ
たり館雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務

1人

主に灯油や軽油など石油製品販売に係る事務を行
います。パソコンを使用しての作業（主に専用ソ
フトへの入力、書類作成）、電話応対による商品
の発注・受注等、その他来客対応等の業務となり
ます。

岩手県宮古市港町２番２
２号

カメイ株式会社
宮古支店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン基本操作（エクセ
ル・ワード） 岩手県宮古市

販売員（道の駅やまだ）

1人

道の駅において、町内特産物や日常品の販売に係
る業務全般を行います。接客、レジ操作、商品袋
詰め、陳列補充、整理、店内外清掃等を行いま
す。接客経験者が望ましい。

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－１４１

山田町特産品販売
協同組合

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡山田町

レストラン調理補助

1人

道の駅山田にあるレストランでの調理補助業務を
担当していただきます。料理の盛り付けや、食器
洗浄作業、調理場の片付け等を行っていただきま
す。洗浄作業には食器洗浄機を使用します。

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－１４１

山田町特産品販売
協同組合

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡山田町

梱包及び出荷作業業務

1人

当社東北工場において、ダンボール箱に製品を入
れる梱包作業及び製品を入れたダンボール箱を木
製パレットに移し、出荷のための荷造りをする作
業に従事していただきます。正社員への登用制度
あり。フォークリフト免許を持っていれば採用面

岩手県下閉伊郡山田町石
峠３－１７－４

和田工業株式会社
東北工場

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

給食業務全般≪急募≫

1人

給食の調理、配膳、片付け、衛生及び下記の事務
等給食業務全般に従事していただきます。学生数
は４５～９０名と変動があります。時間帯・曜日
によりますが、２～５名で業務を行います。事務
の内容・食材等の業者への発注・保管食材の把

岩手県宮古市磯鶏２丁目
５－１０

独立行政法人　海
技教育機構　国立
宮古海上技術短期
大学校

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

商工会議所（商工会）共
済・福祉制度推進スタッフ

1人

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

岩手県釜石市只越町１－
４－４　釜石商工会議所
会館　３Ｆ

アクサ　生命保険
株式会社　盛岡支
社　釜石営業所雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

トンネル工事の土木施工管
理（岩手県宮古市）

2人

トンネル工事現場での管理業務を担当していただ
きます。工事スケジュールの作成、管理・現場で
の測量、丁張、図面の作成、修正（ＣＡＤ使
用）・作業責任者への指示出し、安全管理・写真
撮影、管理・提出書類作成等。遠方からの就労者

札幌市中央区北２条東１
７丁目２番地

株式会社　アイエ
ンジニアリングス
タッフ雇用期間の定めなし

現場経験のある方 岩手県宮古市

大型ダンプ運転手

1人

土木工事に係る大型ダンプの運転業務
採石・残土の運搬工
現場での土木作業はありません。


青森県五所川原市大字沖
飯詰字鴻ノ巣２８３

株式会社　荒井興
業

大型ダンプ運転経験
［年数不問］

岩手県宮古市

臨床検査集材業務（釜石
市・宮古市）

1人

岩手県釜石病院内、当センター駐在所において、
外注検査の仕訳業務及び釜石市内医療機関からの
検査物集配業務を行っていただきます。また、月
に１～２回宮古臨床検査センターにおいて、医療
機関（病院、医院）から血液、尿等の検査物等を

岩手県盛岡市羽場１３－
３０－３

株式会社　盛岡臨
床検査センター

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

介護職員（夜勤専門）「介
護」

1人

ほほえみの里の入所者様に対する介護サービスの
提供をお願いします。移動、食事、排泄の介助や
記録、巡視など入居者様の生活支援をお願いしま
す。夜勤は６０名の入所者に対し３名の職員で対
応、または４０名の入所者に対し３名の職員で対

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
９地割３９番地２７

医療法人　仁泉会
介護老人保健施設
ほほえみの里雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

介護職員「介護」

2人

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

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
９地割３９番地２７

医療法人　仁泉会
介護老人保健施設
ほほえみの里雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

歯科助手

1人

歯科医師、歯科衛生士のアシスタントを行いま
す。指示を受けながら、器具の準備、後片付け、
消毒などの業務を行います。その他受付、予約管
理、電話対応、院内の清掃も行っていただきま
す。

岩手県宮古市保久田４－
２６

デンタルオフィス
松橋

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

整備業務：岩泉

1人

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

岩手県宮古市板屋一丁目
２番７号

株式会社　イブキ
産業

雇用期間の定めなし

整備経験のある方 岩手県下閉伊郡岩泉町、他

営業：宮古

1人

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

岩手県宮古市板屋一丁目
２番７号

株式会社　イブキ
産業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

整備業務：機材センター

1人

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

岩手県宮古市板屋一丁目
２番７号

株式会社　イブキ
産業

雇用期間の定めなし

整備経験のある方 岩手県宮古市、他

一般事務／宮古

1人

主に建設機械のリースを行っております。お客様
（個人の方や企業の方）対応、リース貸出、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、電話・来客応対、その他一般事務全般を行っ

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

パソコン（初級程度） 岩手県宮古市

職長［宮古市／釜石市／岩
泉町］

5人

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

宮城県仙台市若林区六丁
の目中町１８－１５　斎
喜六丁の目ビル２１２

株式会社　ナス
キー

雇用期間の定めなし

職長業務の経験 岩手県宮古市、他

バックホー等オペレーター
［宮古／釜石／岩泉]

5人

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

宮城県仙台市若林区六丁
の目中町１８－１５　斎
喜六丁の目ビル２１２

株式会社　ナス
キー

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

5人

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

宮城県仙台市若林区六丁
の目中町１８－１５　斎
喜六丁の目ビル２１２

株式会社　ナス
キー

岩手県宮古市、他

現場スタッフ・バックホー
等オペレーター［宮古／釜
石／岩泉]



普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

172,800円～216,000円

正社員 59歳以下 03030- 4976471
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
130,637円～146,880円 (2)20時30分～ 5時30分

正社員以外 18歳以上 03030- 4977771
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
130,637円～146,880円 (2)20時30分～ 5時30分

正社員以外 18歳以上 03030- 4978871
普通自動車免許一種
大型自動車免許一種 (1) 8時00分～17時00分

車両系基礎工事用運転 231,000円～359,000円

正社員 59歳以下 03030- 4979271

(1) 9時00分～19時00分
145,000円～155,000円 (2) 9時00分～13時00分

正社員 不問 03030- 4980071
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
（ＡＴ限定不可）

162,500円～181,700円

正社員 61歳以下 03010-29633671
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし 144,000円～144,000円

正社員 不問 03030- 4981371
理学療法士又は

作業療法士 (1) 8時30分～17時30分
普通自動車免許一種 200,000円～350,000円

正社員 64歳以下 03030- 4988971

(1) 8時30分～17時15分
123,828円～142,392円

正社員以外 不問 03030- 4989171
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時15分
130,000円～140,000円

正社員以外 不問 04010-82402371

3

普通作業員「建設」

1人

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

岩手県下閉伊郡岩泉町袰
綿字浦場６５－１

有限会社　澤里土
木工業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

コネクター製造オペレー
ター

2人

コネクターの一貫生産を業務としており、各部品
のプレス機、射出成形機、自動組立機などのオペ
レーター業務です。自動で動きますので、停止が
発生した際の対応や材料補給などの軽作業となり
ます。男女問わず活躍できる仕事です。日勤のみ

岩手県宮古市田鎖９地割
５５番地１

株式会社　エム・
アイ・テイー　東
北工場雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

精密機械加工

2人

フライス盤、平面研磨機、ＮＣプロファイルグラ
インダー、ワイヤー放電加工機などを使用し精密
金型部品等を製作するお仕事となります。男女問
わず活躍できる仕事です。資格など必要なく未経
験者でもＯＪＴ・ＯＦＦＪＴの教育訓練にてスキ

岩手県宮古市田鎖９地割
５５番地１

株式会社　エム・
アイ・テイー　東
北工場雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

土木施工管理技士「建設」

1人

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

岩手県下閉伊郡岩泉町袰
綿字浦場６５－１

有限会社　澤里土
木工業

雇用期間の定めなし

現場施工管理経験 岩手県下閉伊郡岩泉町、他

調剤事務

1人

調剤薬局において、処方せん受付、パソコンを使
用し専用ソフトへの入力て薬の納品管理及び納品
書の整理、電話応対、カルテやお客様に記入して
いただいたアンケートの整理作業、薬剤師の補
助、局内清掃になります。他６名で業務しており

岩手県宮古市西町１－７
－２６

有限会社　メディ
カル小野　「おか
むら調剤薬局」雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

医療材料の管理及び院内搬
送

1人

病院内（病棟・外来）等で使用される医療材料
（ガーゼ、包帯、点滴セット、注射器など、主に
ディスポ製品）の準備、供給搬送、物品管理など
のお仕事を行っていただきます。

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第１
地割１１番地２６　岩手県
立宮古病院地下１階

株式会社　エフエ
スユニマネジメン
ト宮古事業所

岩手県宮古市

バス運転士（宮古地区各営
業所）

5人

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

岩手県盛岡市厨川１－１
７－１８

岩手県北自動車
株式会社

雇用期間の定めなし

普通自動車運転免許取得後
3年以上経過している事

又は 0時00分～23時59分の
間の7時間以上

岩手県宮古市、他

理学療法士または作業療法
士

1人

デイサービス利用者１０名～１５名の方の機能訓
練を行います。また利用者の家庭（３件～４件）
を訪問し、状況にあった身体や作業の機能訓練を
行います。主に午前中がデイサービス、午後が訪
問サービスとなります。訪問エリアは宮古市内で

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

事務補助員／選挙管理委員
会事務局（臨時職員）

1人

宮古市役所選挙管理委員会事務局に勤務していた
だきます。選挙物品準備（選挙機材等の運搬な
ど）、書類整理、来客対応、パソコンデータ入力
等、期日前及び当日投票事務、職員補助業務、そ
の他雑務等をお願いします。

岩手県宮古市新川町２－
１

宮古市役所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作ができること

岩手県宮古市

一般事務［岩手県下閉伊郡
岩泉町］

1人

【主な担当業務】ＰＣ入力（書類作成等）・伝票
整理、ファイリング、書類整理・庶務、雑務、そ
の他・来客（お茶汲み等）、電話対応・事務所内
清掃。契約は初回３ヶ月、その後就業場所の工事
竣工（平成３１年３月３１日）まで年度更新予定

宮城県仙台市青葉区堤通
雨宮町２－２５

株式会社　奥村組
東北支店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

ワード、エクセル（基本操
作）

岩手県下閉伊郡岩泉町


