
普通自動車免許一種
（通勤用） (1) 8時00分～17時00分

133,120円～133,120円

正社員以外 不問 03030- 4658971
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 150,000円～250,000円 (2)20時00分～ 5時00分

正社員 59歳以下 03030- 4659171
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
140,000円～220,000円 (2)20時00分～ 5時00分

正社員 18歳～59歳 03030- 4660671

(1) 8時30分～17時15分
120,950円～140,835円

正社員以外 不問 03030- 4663771
準中型自動車免許 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
200,000円～300,000円

正社員 45歳以下 03030- 4664871
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～200,000円

正社員 不問 03030- 4665271

(1)20時00分～ 5時00分
200,000円～300,000円

正社員以外 18歳以上 04010-77519671
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1)18時00分～ 9時00分
140,500円～146,500円 (2) 9時00分～18時00分

正社員以外 18歳以上 03010-27961671
中型自動車免許一種

(1) 8時30分～17時30分
183,600円～203,600円

正社員 60歳以下 03030- 4650071

(1) 8時30分～17時15分
122,612円～122,612円

正社員以外 不問 03030- 4651371
交通誘導警備２級 変形（１年単位）

警備員指導教育責任者 (1) 8時00分～17時00分
普通自動車免許一種 169,750円～192,350円

（通勤用）

正社員 18歳以上 03030- 4652671
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

122,877円～124,875円

正社員以外 59歳以下 03030- 4646471
普通自動車免許一種

(1) 5時00分～ 7時30分
雇用期間の定めなし 180,000円～200,000円 (2)17時00分～21時00分

正社員 不問 27080-31196671
普通自動車免許一種

(1) 5時00分～ 7時30分
雇用期間の定めなし 180,000円～200,000円 (2)17時00分～21時00分

正社員 不問 27080-31198471
普通自動車免許一種

(1) 5時00分～ 7時30分
雇用期間の定めなし 180,000円～200,000円 (2)17時00分～21時00分

正社員 不問 27080-31199771
変形（１ヶ月単位）
(1)10時00分～19時00分

186,000円～320,000円

正社員 不問 01040-12809171
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00分～17時00分
普通自動車免許一種 300,000円～350,000円
（ＡＴ限定不可）

正社員 不問 02060- 4478171
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 9時00分～17時20分

165,000円～175,000円

正社員 59歳以下 03010-28134471
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時30分～17時15分

150,000円～150,000円

正社員以外 不問 03010-28138971
1

     （12月1日時点の内容です）

　　１１月２８日　から　１２月１日　までに受理した求人です。　　　＜次回発行日は　１２月１４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

プレス金型メンテナンス

2人

パソコンや携帯電話・スマートフォン・通信機器
などに組み込まれている電子部品のプレス金型の
メンテナンスを行います。倣研削盤や平面研削盤
を使い、加工業務も行っていただきます。

岩手県宮古市津軽石１
４ー９７－２

ジュピター工業
株式会社

プレス金型メンテナンス経
験

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

出荷補助

1人

製品（コネクター端子）をお客様に納品する際
に、委託している運送業者に製品を引き渡すまで
の作業を行っていただきます。出来上がった製品
を外観的にチェックし、製造伝票と照合確認、梱
包作業、出荷を行っていただきます。

岩手県宮古市津軽石１
４ー９７－２

ジュピター工業
株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

プレスオペレーター

2人

高速プレス機を操作し、パソコンやスマートフォ
ン・通信機器などに組み込まれているコネクター
端子のプレス加工を行います。生産情報の入力な
どでパソコンを使っての入力操作も行います。験
者の方優遇します。また、未経験の方でも指導し

岩手県宮古市津軽石１
４ー９７－２

ジュピター工業
株式会社

雇用期間の定めなし

パソコン操作（基本入力程
度）

岩手県宮古市

一般事務／地域整備課

1人

地域整備課にて、災害復旧事業、道路維持管理、
町営住宅管理等に係る事務補助をしていただきま
す。業務にはパソコン（ワード・エクセル）を使
用します。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
月未満）

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

清掃作業兼監督業務【急
募】

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

清掃作業員【急募】

4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

安全管理［宮古市］

1人

トンネル防災設備工事現場の安全巡視業務 宮城県仙台市太白区長町
南３丁目８－８

株式会社　東洋技
研

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 岩手県宮古市

警備員（夜勤あり／宮古
市）

1人

契約先に設置した警報機器が侵入、火災等の情報
を感知した際に出動し対応する業務及び付随する
業務。夜間の勤務があり、体力を要します。採用
時は嘱託契約ですが、正社員への可能性あり。現
居住地が遠方（概ね通勤２時間超）の方には、社

岩手県盛岡市津志田西一
丁目２４－１５

ＡＬＳＯＫ岩手
株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

セールスドライバー／中型

1人

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

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根２－１３－６

近物レックス株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

一般事務補助／税務課（期
限付臨時職員）

2人

税務課に勤務となります。担当職員の指示のも
と、各種資料整備、課税基本簿の整理、データ入
力作業、会計伝票整理、住民税申告関係事務およ
び電話・来客対応などをしていただきます。【雇
用期間】平成３０年４月３０日まで１名、平成３

岩手県下閉伊郡山田町八
幡町３－２０

山田町役場

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）操作が出来ること

岩手県下閉伊郡山田町

警備員兼警備員指導教育責
任者

1人

復興工関連工事の公共建築工事等の工事車両の交
通誘導警備に従事していただきます。現場の状況
によりますが、１～２名人員体制現となります。
移動手段は、会社に集合し社用車で移動、又は直
行直帰もあります。６０歳以上の方も歓迎しま

岩手県下閉伊郡山田町織
笠第１６地割３番地３１

株式会社　宇野ビ
ルド

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

寮の管理・賄い（津軽石
寮）

1人

宿舎の管理業務・入退寮の管理・簡単な事務処理
調理業務・朝夕の食事提供
６０歳以上の応募も歓迎します。

堺市堺区出島海岸通２丁
３番２４号

青雲産業　株式会
社

調理経験者 岩手県宮古市

水産加工員

2人

干物や冷凍品の製造及び鮮魚出荷を行います。主
にサバ・イワシ等、青魚の干物加工となります。
魚をさばいたり、乾かしたりの加工処理は機械で
行います。トレーに並べたり、箱詰め等は手作業
となります。初めての方でも丁寧に指導します。

岩手県下閉伊郡山田町大
沢１０－７８

大和水産　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

寮の管理・賄い（大沢第二
寮）

1人

宿舎の管理業務・入退寮の把握・簡単な事務処理
調理業務・朝夕の食事提供
６０歳以上の方の応募も歓迎します。

堺市堺区出島海岸通２丁
３番２４号

青雲産業　株式会
社

調理経験者 岩手県下閉伊郡山田町

寮の管理・賄い（下条地区
大沢寮）

1人

宿舎の管理業務・入退寮の把握・簡単な事務処理
調理業務・朝夕の食事提供
６０歳以上の方の応募も歓迎します。


堺市堺区出島海岸通２丁
３番２４号

青雲産業　株式会
社

調理経験者 岩手県下閉伊郡山田町

携帯電話販売／正社員（宮
古バイパス）

3人

携帯電話の接客・販売の業務を行っていただきま
す。ソフトバンクの携帯電話、スマートフォン、
タブレット等の接客販売業務をお任せします。各
種モバイル端末の販売、プランのご案内、サービ
スプラン等の内容のご説明、ご提案、各種手続き

北海道帯広市東２条南６
丁目２０番地　長谷川産
業株式会社３階

株式会社　Ｈ・
Ｏ・Ｃ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

現場監督（未経験者可）

2人

・工事現場の管理、監督業務
・土木工事に係る監督業務
・土木価格等の積算業務
・書類作成　等


青森県つがる市木造菰槌
江野島１４－２

有限会社　長谷川
興業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

家電製品の修理技術者（宮
古・釜石等沿岸地区担当）

1人

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

岩手県盛岡市永井１－１
３－１

株式会社　アイ
ヴィック

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

車両運行管理員(三陸国道
事務所宮古西維持出張所)

1人

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

岩手県盛岡市中央通３丁
目１番２号　盛岡第一生
命ビル　２Ｆ

株式会社　セノン
みちのく支社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

免許取得後3年以上・三陸方
面でのタクシー、役員車等旅
客業務経験1年以上・1年以内
に免停処分を受けていない者

◎ 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７日発行  



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 03010-28177471
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

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

正社員 59歳以下 03010-28202071
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

土木施工管理技士2級又
は

200,000円～290,000円
建築施工管理技士2級

正社員 64歳以下 03020- 2608671
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～184,000円

正社員 59歳以下 03030- 4667171
歯科衛生士 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～18時30分
167,000円～187,000円

正社員 不問 03030- 4670571
看護師又は 変形（１ヶ月単位）
准看護師 (1) 8時30分～17時30分

198,300円～335,000円 (2)17時30分～ 8時30分

正社員 59歳以下 03030- 4671471
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

180,000円～180,000円

正社員 不問 03030- 4672771
公害防止管理者水質2種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
200,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03030- 4675971
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 危険物取扱者（丙種） 160,000円～180,000円

正社員 59歳以下 03030- 4676171
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分
準中型自動車免許 150,727円～150,727円

正社員以外 不問 03030- 4678371
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- 4680771
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
230,000円～230,000円

正社員 61歳以下 03030- 4681871
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- 4683971
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
118,449円～137,709円

正社員以外 59歳以下 03030- 4684171
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

170,000円～220,000円

正社員 59歳以下 03030- 4685071
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

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

(3)10時30分～19時30分

正社員以外 不問 03030- 4686371
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
156,422円～185,822円

正社員 40歳以下 03030- 4687671
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
161,700円～346,500円

正社員 不問 03030- 4688571
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時15分
170,000円～300,000円

正社員 18歳以上 03030- 4695671
美容師 変形（１年単位）

普通自動車免許一種
(通勤用） 135,000円～230,000円

正社員 59歳以下 03030- 4697471
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

129,000円～172,000円 (2)20時00分～ 5時00分

正社員以外 18歳以上 03030- 4698771
2

営業販売スタッフ（宮古
店）

1人

「宮古店」において下記業務を行っていただきま
す。新車・中古車の販売・顧客へのアフターフォ
ロー（点検・車検修理等の誘致活動）・各種取扱
保険の販売・接客応対等・その他関連する業務。

岩手県盛岡市東仙北２丁
目１３－３５

ネッツトヨタ岩手
株式会社

岩手県宮古市、他

営業（山田）

1人

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

岩手県盛岡市内丸１４－
４

泉金物産　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

土木施工管理技術者「建
設」

1人

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

岩手県釜石市松原町３丁
目１０－２２　小澤ビル
２Ｆ

株式会社　小澤組

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

砂利・砂プラント作業員／
松山プラント

1人

松山プラント内での砂利、砂等の生産に関する業
務に従事していただきます。ベルトコンベアーで
運ばれる砂利に含まれているゴミ等の処理、機械
管理、保守点検等を行います。車両系建設機械免
許がある方は、車両の運転等も行います。本社出

岩手県宮古市上鼻二丁目
６番７５号

株式会社　伊藤礦
業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

歯科衛生士

1人

歯科衛生士として、患者さんの口腔衛生指導、診
療介助・診療補助、治療器具の殺菌・消毒、院内
の清掃など付随する業務及び医師から指示された
業務全般に従事していただきます。経験あれば尚
可。

岩手県宮古市田老三王１
丁目１番３－２号

山本歯科医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師「看護」

2人

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

岩手県宮古市大通一丁目
３－２４

後藤泌尿器科皮膚
科医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

水産物加工

2人

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

岩手県下閉伊郡山田町船
越１１－７－１４

有限会社　長根水
産

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

配管工「建設」

1人

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

岩手県宮古市磯鶏石崎５
番６号

有限会社　千崎商
事

ＬＰガス関連経験か水道工
事経験のいずれか

岩手県宮古市

水質管理員

1人

当社は特定工場の為、工場内にある公害防止設備
等の点検、記録、評価、報告書作成等の業務をし
ていただきます。状況によってはオイルシール製
造工を行っていただく場合もあります。【オイル
シールとは】回転軸における潤滑剤の漏れや異物

岩手県下閉伊郡岩泉町小
本字長内２６

岩手アライ　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

運転手兼水産食品加工員

2人

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

岩手県宮古市新川町５－
６

株式会社　佐幸商
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

(H29.3.12以降免許取得
の方)

コネクタ製造自動機・成形
機オペレーター

1人

電子部品（コネクター）製造自動組立機オペレー
タ、インサート成形（金型と樹脂を一体化させる
方法）機オペレータ自動組立機の安定稼働、イン
サート成形品製造成形機オペレータ・モールド品
自動検査機の安定稼働を正面から支える重要な仕

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

電子部品用金型・治具の設
計

2人

パソコン・携帯電話・スマートフォン・ゲーム
機・デジタル家電等に使用される電子部品（コネ
クター）用金型、治具の設計全般に従事していた
だきます。高品質な成形品を生産するための重要
な業務です。

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

岩手県宮古市

電子部品・電子部品製造用
金型・治具設計の経験（必

須）

電気工事作業員・技術者
「建設」

2人

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

岩手県宮古市大字津軽石
１０－３３３－７

有限会社　赤松エ
ンジニアリング

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

しいたけ菌床及び製造

2人

しいたけ菌床の製造、しいたけの栽培、出荷業務
を担当していただきます。菌床製造、種菌接種、
培養、カット管理、発生収穫、パック詰め、出荷
となります。正社員登用制度あり。パート勤務か
ら慣らしながらの仕事ができます。

岩手県下閉伊郡田野畑村
松前沢５４番地８

株式会社　サン
マッシュ田野畑

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

現場作業員、建設機械オペ
レーター「建設」

1人

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

岩手県宮古市黒森町９－
２８

丸信建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員「介護」

5人

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

岩手県下閉伊郡田野畑村
机２９９

中城興産株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡田野畑村

スーパーマーケットの販売
スタッフ

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

雇用期間の定めなし

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

重機オペレーター「建設」

2人

建設現場において、車両系機械操作をしていただ
きます。大型ダンプへの積み込みなどの業務を
行っていただきます。現場は沿岸地区となり、現
場により直行直帰の場合もあります。経験がない
方は土木作業から覚えていただきます。重機オペ

岩手県下閉伊郡山田町境
田町１１地内　岩手県山
田町仮設店舗Ａ棟７

佐々総業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

営業管理職候補

1人

営業管理職候補として業務に従事していただきま
す。警備業務、現場指導、営業管理関係事務、イ
ベント警備等打合せ、建設会社等に対し警備員の
仕事に関しての営業を行います。試用期間中は、
警備職として勤務し、様々な現場において経験を

岩手県宮古市実田１－２
－３

株式会社　トス
ネット北東北　宮
古営業所雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

美容師

1人

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

岩手県宮古市末広町２－
１

株式会社ｂｅａｕ
ｔｙ・Ｉ

雇用期間の定めなし

又は 9時00分～18時30分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

警備員

5人

１．交通誘導警備：工事現場における歩行、車両
等の安全誘導。２．駐車場警備：店舗やイベント
駐車場における整理業務。３．雑踏警備：イベン
ト等における安全確保、誘導業務。４．施設警
備：各種施設における出入および施設管理業務。

岩手県宮古市実田１－２
－３

株式会社　トス
ネット北東北　宮
古営業所雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町、他



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

145,000円～190,000円

正社員 35歳以下 03030- 4699871

(1) 8時00分～17時00分
129,600円～183,600円

正社員 18歳～64歳 03030- 4700871
変形（１年単位）
(1)10時00分～20時00分

180,000円～180,000円

正社員 不問 03030- 4706671
変形（１年単位）
(1)10時00分～20時00分

150,000円～150,000円

正社員 不問 03030- 4707571
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 158,200円～192,100円

正社員 不問 03030- 4708471
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

土木施工管理技士2級又
は

200,000円～250,000円
建設機械施工技士2級

正社員 不問 03030- 4709771
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
131,936円～147,560円

正社員以外 不問 03030- 4710971
看護師又は 変形（１ヶ月単位）
准看護師 (1) 8時30分～17時30分

普通自動車免許一種 131,936円～208,320円

正社員以外 不問 03030- 4711171
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

介護支援専門員 (1) 8時30分～17時30分
社会福祉主事任用資格 131,936円～173,600円

保育士のいずれか

正社員以外 不問 03030- 4712071
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(必須) (1) 8時00分～17時00分
190,000円～230,000円

正社員 不問 03030- 4714671

170,000円～170,000円

正社員以外 不問 03030- 4715571
中型一種（８ｔ限定）

(1) 8時00分～17時00分
156,000円～196,000円

正社員 59歳以下 03030- 4721371
普通自動車免許一種 交替制あり

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

(3) 9時45分～18時30分

正社員以外 不問 03030- 4722671
看護師

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

正社員以外 不問 03030- 4723571
大型自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時00分
203,300円～203,300円

正社員以外 不問 03030- 4724471
大型自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時00分
127,000円～132,500円

正社員 不問 03030- 4725771
普通自動車免許一種

(通勤用） (1) 8時30分～17時30分
127,280円～137,600円

正社員以外 不問 03030- 4726871
普通自動車免許一種

(通勤用） (1) 8時30分～17時30分
127,280円～137,600円

正社員以外 不問 03030- 4727271
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

140,400円～140,400円

正社員以外 不問 03030- 4728971
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時00分
138,600円～150,150円

正社員以外 不問 03030- 4731571
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時00分
140,000円～180,000円

正社員 30歳以下 03030- 4737171
3

営業

1人

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

岩手県宮古市大字根市第
２地割字中割目６番１

株式会社　ほくと
う　宮古営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

警備員・交通誘導警備員
（正社員／宮古）

5人

各種電話工事や建設工事に伴い、道路において歩
行者や一般車両、工事車両が安全に通行できるよ
うに誘導を行います。また、イベント会場や駐車
場、お祭り等において人や車両の誘導を行ってい
ただきます。入社後は営業所にて当社担当スタッ

岩手県宮古市西ケ丘２丁
目１２番１号

トータルセキュリ
ティー　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

調理兼ホール（王将）≪急
募≫

1人

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

岩手県宮古市大通４丁目
４－２０　２Ｆ

株式会社　マルセ
イユ　大阪王将宮
古店雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

現場作業員「建設」≪急募
≫

2人

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

岩手県宮古市太田１丁目
８番４号

株式会社　青山工
業

岩手県宮古市

調理見習い（王将）≪急募
≫

1人

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

岩手県宮古市大通４丁目
４－２０　２Ｆ

株式会社　マルセ
イユ　大阪王将宮
古店雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木工事監督「建設」≪急
募≫

1人

各作業現場において、管理業務全般に従事してい
ただきます。工程管理、安全管理、パソコンを使
用しての計画書、報告書などの書類作成、写真管
理等を行います。各現場への移動は社有車を使用
して直行直帰となります。

岩手県宮古市太田１丁目
８番４号

株式会社　青山工
業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員「介護」

2人

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

岩手県宮古市津軽石第１
５地割４１番地７

特定非営利活動法
人　石峠宅老所
荷竹宅老所雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上） 岩手県宮古市

看護職員「看護」

1人

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

岩手県宮古市津軽石第１
５地割４１番地７

特定非営利活動法
人　石峠宅老所
荷竹宅老所雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上） 岩手県宮古市

相談員「介護」

1人

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

岩手県宮古市津軽石第１
５地割４１番地７

特定非営利活動法
人　石峠宅老所
荷竹宅老所雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

建設作業員「建設」

4人

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

岩手県下閉伊郡山田町織
笠第１６地割３番地３１

株式会社　宇野ビ
ルド

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

販売員（契約社員）

1人

紳士服、レディース、カジュアル販売接客、レジ
カウンター業務、商品仕入れ商品整理、店内清掃
を行います。スーツをあまり着たことがなくて
も、安心して働けます。私たちと一緒にお客様の
スーツ選びのお手伝いをしませんか？

岩手県宮古市宮町４－１
－１７

株式会社　コナカ
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、他

集配ドライバー

1人

荷物の配達および集荷（２～４トン車を使用し、
宮古・下閉伊・釜石地区全般への集配を行ってい
ただきます）。積み降ろし作業（主に手積みで重
量物もあります。パレット等積載の荷物は、
フォークリフトを使用し作業します）。フォーク

岩手県宮古市津軽石１０
－３５－３７

東北西濃運輸株式
会社　宮古営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

生活指導員／松山荘

1人

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

岩手県宮古市松山第８地
割１９－１

社会福祉法人　岩
手県社会福祉事業
団　松山荘雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
パソコン操作（ワードによ

る文書入力）
岩手県宮古市

看護師／松山荘「看護」≪
急募≫

1人

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

岩手県宮古市松山第８地
割１９－１

社会福祉法人　岩
手県社会福祉事業
団　松山荘雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
パソコン操作（文書入力程

度）
岩手県宮古市

大型運転手（長距離）≪急
募≫

1人

大型トラック（１０ｔ車）の長距離運転手に従事
していただきます。おもに関東方面（東京都・埼
玉県・神奈川県・千葉県）や県内外への運転作業
となります。また、一般貸切業務もしていただき
ます。当社は全日本トラック協会が定めるＧマー

岩手県宮古市実田一丁目
４番３７号

ＳＢＳフレイト
サービス　株式会
社　宮古営業所雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

大型運転手（長距離）／正
社員

1人

大型トラック（１０ｔ車）の長距離運転手に従事
していただきます。おもに関東方面（東京都・神
奈川県・千葉県）や県内外への運転作業となりま
す。また、一般貸切業務もしていただきます。未
経験の方は担当者同乗や研修もあります。

岩手県宮古市実田一丁目
４番３７号

ＳＢＳフレイト
サービス　株式会
社　宮古営業所雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

貼り担当者≪急募≫

2人

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

岩手県宮古市蟇目８－１
１９－２

日本潜水機株式会
社スーツ事業部

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

縫製工

2人

主にスキューバダイビングに使用するスーツや関
連する商品の製造を行っています。縫製工程で
は、スーツに使用する生地や材料を、工業用ミシ
ンで縫製する作業を行います。初めての方でも、
指導いたします。

岩手県宮古市蟇目８－１
１９－２

日本潜水機株式会
社スーツ事業部

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務員

1人

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

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
７地割１０－８

いずみ産業株式会
社東北宮古営業所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

パソコン基本的操作(ワー
ド・エクセル入力程度)

岩手県宮古市

販売員

1人

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

岩手県宮古市茂市９－３
－６

株式会社　角登商
店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

総合職

1人

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

岩手県下閉伊郡山田町船
越１３－１０４

船越湾漁業協同組
合

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町



普通自動車免許一種 変形（１年単位）
(通勤用） (1) 7時00分～16時00分

127,872円～190,300円 (2) 8時30分～17時30分
(3)10時30分～19時30分

正社員以外 不問 03030- 4738071
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(通勤用） (1) 7時00分～16時00分
127,872円～190,300円 (2) 8時30分～17時30分

(3)16時00分～ 9時00分

正社員 63歳以下 03030- 4739371
土木施工管理技士２級 変形（１年単位）
普通自動車免許一種 (1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 228,000円～300,000円

正社員 64歳以下 03030- 4740571
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(取得３年以上) (1)19時00分～ 4時00分
118,080円～130,626円

正社員 18歳以上 03030- 4741471
看護師

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

正社員以外 不問 03030- 4743871

(1)10時30分～18時00分
123,825円～123,825円

正社員以外 59歳以下 03030- 4744271
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

土木施工管理技士２級 (1) 8時00分～17時00分
250,000円～270,000円

正社員 64歳以下 03030- 4746171
変形（１年単位）
(1) 7時00分～16時00分

140,000円～240,000円 (2) 8時30分～17時30分
(3)13時00分～21時00分

正社員 59歳以下 03030- 4747071
土木施工管理技士１級 変形（１年単位）
普通自動車免許一種 (1) 8時00分～17時00分

240,000円～295,000円

正社員 59歳以下 03030- 4748371
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- 4751871
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- 4752271
調理師 変形（１ヶ月単位）

(1) 5時15分～14時15分
雇用期間の定めなし 130,800円～130,800円 (2) 8時15分～17時15分

(3)10時00分～19時00分
正社員 不問 03030- 4753971

作業療法士
普通自動車免許一種 (1) 8時20分～17時20分

(通勤用） 191,200円～254,600円

正社員 59歳以下 03030- 4754171
理学療法士

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

正社員 59歳以下 03030- 4755071
准看護師 変形（１ヶ月単位）

普通自動車免許一種 (1) 8時20分～17時20分
(通勤用） 156,300円～219,300円 (2)16時30分～ 0時30分

(3) 0時30分～ 9時30分

正社員 59歳以下 03030- 4756371
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～16時45分

132,000円～149,600円

正社員以外 不問 03030- 4757671
土木施工管理技士１級 変形（１年単位）
土木施工管理技士２級 (1) 8時00分～17時00分

250,000円～350,000円 (2) 8時00分～16時30分

正社員 不問 03030- 4758571
作業療法士

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

正社員 64歳以下 03030- 4759471
言語聴覚士

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

正社員 64歳以下 03030- 4760271
理学療法士

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

正社員 64歳以下 03030- 4761971
変形（１ヶ月単位）
(1) 7時30分～16時30分

140,000円～190,000円 (2) 8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

正社員 40歳以下 03030- 4763071
4

介護職員／夜勤なし（土日
休日）「介護」

2人

グループホーム入所者の介護業務全般を行いま
す。入所者９名の身の回りの世話、食事、入浴、
排泄、リハビリ等の介助や見守りなどを行いま
す。また、食事の準備や後片付け、洗濯、清掃、
その他雑務等行います。未経験者でも歓迎しま

岩手県宮古市中里団地４
－１１

グループホーム愛
宕の丘（有限会社
川崎タクシー）雇用期間の定めなし

又は 7時00分～19時30分の
間の8時間

岩手県宮古市

土木現場代理人「建設」

2人

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

岩手県宮古市田の神一丁
目２－３７

株式会社　佐々木
建設

土木現場代理人経験 岩手県宮古市、他

介護職員／正社員「介護」

1人

グループホーム入所者の介護業務全般を行いま
す。入所者９名の身の回りの世話、食事、入浴、
排泄、リハビリ等の介助や見守りなどを行いま
す。また、食事の準備や後片付け、洗濯、清掃、
その他雑務等行います。

岩手県宮古市中里団地４
－１１

グループホーム愛
宕の丘（有限会社
川崎タクシー）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

タクシー運転手（夜勤）

3人

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

岩手県宮古市保久田４－
８

三社自動車　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師「看護」

2人

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

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中家１９－１

社会福祉法人　恩
賜財団　岩手県済
生会　岩泉病院雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

販売員

1人

紳士服、婦人服、子供服、肌着、寝具等を総合的
に接客販売していただきます。その他、レジ作
業、商品の陳列、商品の整理、各売場の在庫管
理、店内の清掃等の業務を行っていただきます。
お客様と笑顔で接することが出来る方、お待ちし

岩手県宮古市末広町２－
８

有限会社　高幸洋
品店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木施工管理技士「建設」

1人

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

岩手県下閉伊郡岩泉町門
字水上５２－１

高徳建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

現場管理経験 岩手県下閉伊郡岩泉町、他

フロント業務

1人

フロント業務全般を行っていただきます。宿泊等
の入館手続き、お客様案内、料金精算、電話対
応、顧客データ入力などに伴うパソコン簡易操
作、売店、喫茶の対応等付随する業務を行ってい
ただきます。

岩手県下閉伊郡田野畑村
羅賀６０－１

株式会社　陸中た
のはた

雇用期間の定めなし

基本的なパソコン操作 岩手県下閉伊郡田野畑村

土木施工管理技士「建設」

1人

土木工事現場においての、工事の監督・指導全
般。主に公共工事を請負っており、施工計画の立
案、工事監理、打ち合わせなどを行います。また
使用する資材、機械の手配や管理も行います。図
面や計画書、報告書などの作成にはパソコンを使

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字村木７４

横屋建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

販売員（ドラ店）

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

調理師

1人

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

岩手県宮古市山口五丁目
３番２０号

社団医療法人　新
和会

岩手県宮古市

販売員（山田びはん店）

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

作業療法士

1人

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

岩手県宮古市山口五丁目
３番２０号

社団医療法人　新
和会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

理学療法士

1人

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

岩手県宮古市山口五丁目
３番２０号

社団医療法人　新
和会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

准看護師「看護」

1人

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

岩手県宮古市山口五丁目
３番２０号

社団医療法人　新
和会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理員≪急募≫

1人

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

岩手県下閉伊郡田野畑村
尾肝要３９－１

一般社団法人　田
野畑村産業開発公
社雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上） 岩手県下閉伊郡田野畑村

土木施工管理技士「建設」

2人

土木工事現場における監督及び現場代理人とし
て、現場の管理担当をしていただきます。現場は
岩泉町・田野畑村・宮古市となります。現場への
移動には、社用車もしくはマイカーを使用しま
す。現場管理の経験があれば尚可。

岩手県下閉伊郡岩泉町門
字中瀬５１番地１４

株式会社　畑中組

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

作業療法士

2人

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

岩手県宮古市保久田８－
３７

特定医療法人　弘
慈会　宮古第一病
院雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

言語聴覚士

2人

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

岩手県宮古市保久田８－
３７

特定医療法人　弘
慈会　宮古第一病
院雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

理学療法士

2人

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

岩手県宮古市保久田８－
３７

特定医療法人　弘
慈会　宮古第一病
院雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職「介護」

2人

入院患者（１病棟４０名位）の食事、入浴、トイ
レ介助などの支援を行います。病棟の介護スタッ
フは１０～１５名です。シフトでの勤務となりま
す。他職種と共働で患者様の身体機能障害からの
回復を図ります。介護職員初任者研修（旧ヘル

岩手県宮古市保久田８－
３７

特定医療法人　弘
慈会　宮古第一病
院雇用期間の定めなし

岩手県宮古市



介護福祉士 変形（１ヶ月単位）
(1) 7時30分～16時30分

154,000円～210,000円 (2) 8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

正社員 40歳以下 03030- 4764371
薬剤師

(1) 9時30分～18時30分
350,000円～500,000円 (2) 9時00分～18時00分

(3) 9時00分～13時00分

正社員 不問 03030- 4766571
普通自動車免許二種 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時00分
130,026円～130,026円

正社員 64歳以下 03030- 4767471
中型一種（８ｔ限定） 変形（１年単位）

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

正社員 64歳以下 03030- 4768771
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

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

電気工事士第1種いずれ
か

正社員 不問 03030- 4769871
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
128,000円～150,000円

正社員以外 不問 03030- 4770171
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時00分
150,000円～250,000円

正社員 59歳以下 03030- 4771071
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

150,000円～200,000円

正社員 34歳以下 03030- 4772371
社会福祉主事任用資格
又は介護支援専門員 (1) 8時15分～17時15分
普通自動車免許一種 165,000円～193,600円

正社員以外 不問 03030- 4773671
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時30分～17時30分

136,000円～170,000円

正社員 59歳以下 03030- 4774571
変形（１ヶ月単位）
(1)22時00分～ 7時30分

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

正社員以外 18歳以上 03030- 4775471
普通自動車免許一種

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

幼稚園教諭免許 (3) 9時00分～18時00分

正社員 不問 03030- 4776771
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
146,160円～162,400円

正社員 59歳以下 03030- 4777871
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時00分
145,000円～148,000円 (2)10時00分～19時00分

(3)16時30分～ 9時30分

正社員以外 不問 03030- 4778271
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時15分～17時30分

129,000円～129,000円

正社員以外 不問 03030- 4779971
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時30分

184,800円～207,900円

正社員 不問 03030- 4783471
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
142,900円～150,000円

正社員以外 不問 03030- 4785871
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時30分
準中型自動車免許 184,800円～231,000円

正社員 不問 大工経験者 03030- 4786271
看護師又は 変形（１ヶ月単位）
准看護師 (1) 8時30分～17時30分

普通自動車免許一種 194,100円～210,200円 (2) 9時30分～18時30分

正社員 64歳以下 03030- 4787971
小学校教諭免許

(1) 8時00分～16時30分
155,000円～252,100円

正社員以外 不問 03030- 4790471
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

144,000円～160,600円

正社員 62歳以下 04010-78426771
5

介護福祉士「介護」

1人

入院患者（１病棟４０名位）の食事、入浴、トイ
レ介助などの支援を行います。各病棟には１０～
１５名の介護士がおります。他の職種と共働で患
者さんの身体機能障害からの回復を図ります。シ
フトでの勤務となります。

岩手県宮古市保久田８－
３７

特定医療法人　弘
慈会　宮古第一病
院雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

薬剤師

1人

医療機関の処方箋をもとに、調剤薬局での薬の調
剤業務、患者様への服薬説明、相談、指導、薬歴
管理や医療品在庫管理の業務となります。また、
お客様のニーズに合わせ一般用医療品等の販売も
行います。

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

運転手

2人

タクシーでの旅客輸送業務を行っていただきま
す。出庫前の車両点検、料金収受、乗務記録の記
入、車両の清掃作業等を行います。一般のタク
シー乗務員の他、介護職員初任者（旧ヘルパー２
級）以上お持ちの方は、介護タクシー乗務員とな

岩手県宮古市大字津軽石
５－３２

有限会社　クボタ
タクシー

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

現場代理人「建設」

1人

弊社は公共工事（道路・ダム・下水道など）か
ら、一般の建築工事（新築・リフォーム）の他
に、水道や外構など、様々な種類の工事を行う会
社です。現場代理人の業務を担当して頂きます。
工事現場での管理業務全般を行います。現場は主

岩手県宮古市山口一丁目
２－３１

沢与建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

現場管理業務の経験者
パソコン操作ができる方

岩手県宮古市

電気工事士「建設」

1人

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

岩手県宮古市宮町三丁目
９－８

株式会社　小野寺
電機商会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

電気工事士（見習可）「建
設」

1人

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

岩手県宮古市宮町三丁目
９－８

株式会社　小野寺
電機商会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

税理士補助

1人

税理士の指示の下、税務書類作成、税務相談、決
算書類作成、経営相談など監査業務をしていただ
きます。将来は顧問先を担当していただき、経営
提案、情報提供等も行っていただきます。税務、
財務に携わった業務経験者を優遇します。

岩手県宮古市栄町１－３
６

岩間美暁税理士事
務所

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード・エ
クセル）

岩手県宮古市

鈑金塗装工・自動車整備士
（見習い可）

2人

主に車両整備、車体整備、自動車鈑金、自動車車
体塗装を行っていただきます。その他にも、ロー
ドサービス、引取納車等のサービス全般の業務も
行います。資格がなくても応募できます。未経験
の方指導します。自動車整備士２級をお持ちの方

岩手県宮古市宮町４丁目
５－２９

宮沢自動車塗装
有限会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

生活相談員／ふれあい荘デ
イサービスセンター

1人

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

岩手県宮古市田老字養呂
地６番地２

社会福祉法人　田
老和心会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 岩手県宮古市

販売員／ローソン岩泉店

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

ＳＳスタッフ及びＬＰＧ販
売スタッフ

3人

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

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字村木１８－１

泉金商事　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

児童厚生員「保育」

1人

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

岩手県宮古市西町１丁目
２番１３号

特定非営利活動法
人　ふれあいス
テーション・あい雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

設備保守業務

1人

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

岩手県宮古市大字津軽石
１９－１８

株式会社　宮古マ
ランツ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員／正社員以外（有
料老人ホーム）「介護」

1人

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

岩手県宮古市刈屋１２－
３

特定非営利活動法
人　愛福祉会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

クリンクルー（崎鍬ヶ崎）

2人

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

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

配管工（給排水工事）「建
設」

1人

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

岩手県下閉伊郡山田町山
田第１地割柳沢公園内第
２産業復興棟Ｂ－１

上林建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

経験３年以上 岩手県下閉伊郡山田町

事務職

1人

事務業務全般を担当していただきます。パソコン
を使っての給与計算、データ入力、電話対応、そ
の他付随した業務を行います。外出用務がある場
合は社用車使用となります。業務上パソコン使用
が多くなります。

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

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン（ワード、エクセ
ル）の基本操作

岩手県下閉伊郡田野畑村

大工「建設」

2人

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

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

(H29.3.12以降免許取得
の方)

看護師「看護」

1人

施設利用者の看護業務及び他職種（介護職員、生
活相談員、施設ケアマネ、栄養士等）との連携業
務を行います。特養（２９床）、併設ショートス
テイ（１０床）において、バイタルチェック、服
薬管理、健康管理、嘱託医との連携、通院（利用

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

岩手県下閉伊郡田野畑村

小学校講師

3人

小学校において教科の少人数指導を行います。教
科指導の準備・生徒指導。朝会から給食、業間時
間や休み時間などを含め１日の生活を共に過ご
し、生徒指導上の指導支援を行います。

岩手県宮古市五月町１－
２０　宮古合同庁舎内

宮古教育事務所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

パソコン操作（ワード、エ
クセル）できる方

岩手県下閉伊郡岩泉町

ピット軽整備員［宮古市］

3人

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

宮城県仙台市太白区西多
賀４丁目４－１７

株式会社　ホット
マン　（イエロー
ハットＦＣ）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市



普通自動車免許一種 変形（１年単位）
(1)10時00分～19時00分

144,000円～160,600円

正社員 62歳以下 04010-78949771
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

156,400円～230,000円

正社員 59歳以下 04080- 4914271
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(必須) (1) 8時00分～17時00分
207,900円～277,200円

正社員以外 59歳以下 05070- 3171971
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

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

正社員 40歳以下 05070- 3205571

(1) 9時15分～18時15分
144,000円～144,000円

正社員以外 不問 06010-24924471
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

土木施工管理技士1級又
は

(1) 8時00分～17時00分
土木施工管理技士2級 240,000円～270,000円

正社員 不問 06030-10579771
普通自動車免許一種

(1) 9時00分～17時00分
123,000円～223,000円 (2) 9時00分～12時00分

正社員 不問 06060- 2909571
交替制あり

126,712円～143,607円

正社員以外 不問 07030- 9025771
土木施工管理技士1級又

は
変形（１年単位）

土木施工管理技士2級 (1) 8時00分～17時00分
普通自動車免許一種 321,500円～421,500円
（ＡＴ限定不可）

正社員 不問 10060- 7375671
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 320,000円～550,000円

無期雇用派遣 59歳以下 14140-17279171

6

店頭販売員［宮古市］

3人

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

宮城県仙台市太白区西多
賀４丁目４－１７

株式会社　ホット
マン　（イエロー
ハットＦＣ）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

屋根施工スタッフ(山田営
業所)【トライアル併用】

1人

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

宮城県気仙沼市松川前１
３５番地

株式会社　ヤマサ
カ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

大型ダンプ運転手（経験
者）

2人

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

秋田県雄勝郡羽後町西馬
音内堀回字元城７－１

株式会社　木村工
務店

雇用期間の定めなし

大型ダンプ運転経験者 岩手県下閉伊郡山田町、他

営業（宮古店）

1人

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

秋田県湯沢市川連町字掵
の下１５１

株式会社　天治堂

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

（臨）大判焼き・たこ焼き
の製造販売員（宮古市）

2人

スーパー、ホームセンターの敷地内に、プレハブ
型の店舗を設置して、大判焼き、たこ焼きの製造
販売をして頂く仕事です。毎年来てくれる方歓迎
します。人員が集まり次第、研修開始します。勤
務店舗・雇用期間についてはお問い合わせくださ

山形県天童市乱川３丁目
６番１号

株式会社　あじま
ん

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

土木施工管理技士（２級以
上）

2人

基盤整備及び道路・河川工事に係る土木施工管
理。主に宮城県、岩手県の地震復興工事現場での
就労となります。他に庄内地方での工事現場もあ
ります。土木施工管理技士２級以上で、実務経験
ある方を希望。

酒田市こあら３丁目６－
２

明和産業　株式会
社

雇用期間の定めなし

実務経験ある方 岩手県宮古市、他

家庭薬配置員（岩手営業
所）

1人

巡回稼働基準に従い、担当ブロックの農業協同組
合員宅を巡回し、配置家庭薬の補充、交換、使用
代金の回収、家庭薬の普及を行い、代金の入金、
巡回データの送信、業務日報等の報告書類の作成
を行う。直行直帰型営業。岩手営業所にて月１回

山形県長井市本町２丁目
１０番６号

協同薬品工業　株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

販売（パティズ　宮古店）

2人

＜業務内容＞（個人的ノルマは無し）雑貨の販
売・商品の仕入れ・商品ディスプレイ・商品管
理・レジ打ち・ラッピング・店内レイアウトなど
店舗運営に係る業務全般。若者向けのアクセサ
リー・ファンシーグッズ等の小物を扱っており、

福島県会津若松市イン
ター西３１番地

株式会社パティズ

雇用期間の定めなし

又は 8時30分～21時00分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

土木施工管理［下閉伊郡山
田町］

1人

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

神奈川県川崎市高津区久
地２‐２‐４８‐３０４

株式会社　ファン
ズファクトリー

建設業経験者 岩手県下閉伊郡山田町

現場管理者／岩手県岩泉町

2人

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

群馬県邑楽郡板倉町大字
海老瀬１３８６－１

株式会社　関越ラ
イン

雇用期間の定めなし

現場施工管理業務経験者 岩手県下閉伊郡岩泉町


