
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～16時30分

168,000円～252,000円 (2)16時00分～ 0時00分

正社員以外 18歳以上 03010-28288671
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～16時30分

168,000円～252,000円 (2)16時00分～ 0時00分

正社員以外 18歳以上 03010-28289571
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1)20時00分～ 5時00分
206,250円～247,500円

正社員 18歳～64歳 03010-28353471
交通誘導２級資格 変形（１年単位）

普通自動車免許一種 (1)20時00分～ 5時00分
220,000円～275,000円

正社員 18歳～64歳 03010-28354771
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

230,000円～230,000円

正社員 不問 03030- 4791771
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 建築施工管理技士１級 400,000円～600,000円
建築施工管理技士２級

正社員 59歳以下 施工管理経験 03030- 4792871
大型自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
150,500円～193,500円

正社員 64歳以下 03030- 4793271

(1) 8時00分～17時00分
195,000円～300,000円 (2)13時00分～22時00分

(3)22時00分～ 8時00分

正社員 64歳以下 03030- 4795171
変形（１年単位）
(1)10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし 136,960円～154,080円

正社員以外 59歳以下 03030- 4796071
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
準中型自動車免許 154,700円～205,000円

正社員 不問 配管工経験者 03030- 4797371
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
準中型自動車免許 175,000円～225,000円

正社員 不問 03030- 4800071
火薬類取扱責任者甲種 変形（１年単位）
火薬類取扱責任者乙種 (1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 230,000円～230,000円

正社員 不問 03030- 4804471
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
車両系整地掘削用運転 195,500円～195,500円

正社員 不問 03030- 4805771
大型自動車免許二種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
180,000円～260,000円

正社員 不問 03030- 4806871
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
130,000円～180,000円

正社員 59歳以下 03030- 4807271
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 9時00分～17時30分

150,000円～230,000円 (2) 9時00分～15時00分

正社員 59歳以下 03030- 4808971
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～250,000円

正社員 59歳以下 03030- 4809171
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 230,000円～290,000円
（ＡＴ限定不可）

正社員 59歳以下 03030- 4810671
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 184,000円～184,000円

正社員 40歳以下 03030- 4811571
1

     （12月8日時点の内容です）

　　１２月４日　から　１２月８日　までに受理した求人です。　　　 ＜次回発行日は　１２月２１日です＞

職種・雇用期間・雇用形態求人数
仕事の内容
年　　　齢

必要な免許資格
必要な経験など

賃　　金 就業時間
所在地

就業場所
事業所名
求人番号

フロアスタッフ（宮古店）

3人

「ウインズ宮古店」においてのフロア業務。弊社
パチンコ店にて、お客様対応、パチンコ台・ス
ロット台の清掃、設備のメンテナンスを行ってい
ただきます。パチンコをされたことがない方で
も、一から丁寧に指導いたしますので、未経験者

岩手県盛岡市上堂４丁目
１－２０

株式会社　公楽

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

カウンタースタッフ（宮古
店）

2人

「ウインズ宮古店」においてのフロア業務。弊社
パチンコ店にて、お客様対応、景品管理を行って
いただきます。パチンコをされたことがない方で
も、一から丁寧に指導いたしますので、未経験者
の方のご応募もお待ちしております。制服貸与。

岩手県盛岡市上堂４丁目
１－２０

株式会社　公楽

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

交通誘導員（宮古市）

5人

交通誘導員業務全般。各工事現場での歩行者の安
全確保、一般車両の誘導及び工事現場内への工事
車両の入出誘導業務になります。未経験者歓迎。
ベテランによる新人教育でサポートします。業務
拡大中で忙しいですが明るく楽しい職場です。

岩手県盛岡市津志田２７
地割１－３　平松ビル１
階

株式会社　東北セ
キュリティーサー
ビス　盛岡営業所雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

交通誘導員（有資格者）
（宮古市）

5人

交通誘導員業務全般。各工事現場での歩行者の安
全確保、一般車両の誘導及び工事現場内への工事
車両の入出誘導業務になります。未経験者歓迎。
ベテランによる新人教育でサポートします。業務
拡大中で忙しいですが明るく楽しい職場です。

岩手県盛岡市津志田２７
地割１－３　平松ビル１
階

株式会社　東北セ
キュリティーサー
ビス　盛岡営業所雇用期間の定めなし

交通誘導経験 岩手県宮古市

建築施工管理者「建設」

1人

現場施工管理者に従事していただきます。設計図
などをもとに施工計画の立案をし、現場の工程管
理や安全管理、書類作成等の監督業務を行いま
す。現場は主に山田町内となります。

岩手県下閉伊郡山田町山
田５－５９

奥井建設　株式会
社

岩手県下閉伊郡山田町

建築大工「建設」

1人

一般住宅や公共工事における建築現場における大
工作業に従事していただきます。会社に集合して
から社用車にて現場に向かます。主な現場は、宮
古市内となります。やる気のある方、ご応募お待
ちしております。

岩手県宮古市田鎖９－２
３－１

福沢建設

雇用期間の定めなし

大工経験者（経験３年以
上）

岩手県宮古市

運転手≪急募≫

1人

大型ダンプでアスファルト合材をプラントから積
んで現場に運搬する仕事です。そのほか材料、残
土、産業廃棄物等も運搬する仕事です。主に下閉
伊管内となりますが、内陸に運搬する場合もあり
ます。親切丁寧に指導しますので、未経験の方も

岩手県宮古市金浜第６地
割２１－６６

有限会社　ジェ
イ・ティ・エス
岩手営業所雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

レジスタッフ

1人

オートバックス宮古において、レジスタッフに従
事していただきます。レジ業務、接客、電話応対
などを行っていただきます。経験により他の業務
を随時お願いし行っていただきます。

岩手県宮古市宮町２丁目
２－５

株式会社　みちのく
オートバックス
オートバックス宮古

岩手県宮古市

フロントスタッフ（正社員
広域職）

1人

ホテルに関する業務全般、フロント業務、電話対
応、予約受付、確認（パソコン使用）フロント業
務が中心となりますが、状況によりレストラン業
務（接客、配ぜん、片付け等）も行って頂きま
す。全国転勤があります。

岩手県宮古市藤の川１５
番地３８号

ルートインジャパ
ン株式会社　ホテ
ルルートイン宮古雇用期間の定めなし

パソコン入力操作程度 岩手県宮古市、他

配管工及び配管工見習い
「建設」

2人

配管工事の現場作業全般を行います。主に公共事
業、水道配管工事などで上下水道工事に係る給水
や排水など衛生配管の現場作業やそれらに付帯す
る業務を行います。現場は主に宮古市内で、移動
使用車両は軽バス、２ｔトラック等で行います。

岩手県宮古市太田二丁目
４番４４号

有限会社　マツモ
ト機材工業

雇用期間の定めなし
(H29.3.12以降免許取得

の方)
岩手県宮古市、他

火薬取扱者

1人

砕石・砂利の掘削、製造販売を行っている会社で
す。砕石等の採取場において、ダイナマイトを使
用し、原料の採掘をする仕事をしていただきま
す。有資格者に限定しての募集となります。

下閉伊郡田野畑村明戸１
７３－１

有限会社　下閉伊
採石

火薬を使用して採掘する業
務の経験者

岩手県下閉伊郡田野畑村

土木作業「建設」

2人

主に公共事業、水道配水管工事などで上下水道工
事に係る給水や排水など衛生配管の現場作業や付
帯する業務を行います。手作業での掘削やコンク
リート打ち、運搬作業もありますが、免許のある
方には重機を使っての作業も行っていただきま

岩手県宮古市太田二丁目
４番４４号

有限会社　マツモ
ト機材工業

雇用期間の定めなし
(H29.3.12以降免許取得

の方)
岩手県宮古市、他

ダンプ・重機運転手「建
設」

1人

ダンプトラック、バックホー、ローダー等の運転
業務を行います。砂利・砕石を掘削する業務、並
びに原石を活條施設まで運搬する業務になりま
す。また、砂利と砕石の製品を主に田野畑地区、
岩泉地区に配達する業務もあります。

下閉伊郡田野畑村明戸１
７３－１

有限会社　下閉伊
採石

雇用期間の定めなし

ダンプ並びに重機運転経験
者

岩手県下閉伊郡田野畑村、他

運転手（田野畑）《急募》

2人

村民バスの運転、管理業務、大型バス、中型バ
ス、小型バスでホテルや学校、葬儀等の送迎バス
の貸切運転業務、その他、指示された業務及び上
記に付随する業務を行います。経験者であれば尚
可。

岩手県下閉伊郡田野畑村
菅窪３３－１４

東日本交通株式会
社　田野畑営業所

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

合鴨の食肉加工作業

1人

機械と手処理での肉の解体・仕分け等、合鴨の食
肉加工作業を行います。仕分けした肉の計量・計
算、出荷明細作成などの出荷管理事務をお願いす
る場合があります（出荷管理事務については、パ
ソコンなど特別なスキルは不要ですが数字や計算

岩手県下閉伊郡田野畑村
室場２４－４

株式会社　甘竹田
野畑

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

自動車販売営業員（見習い
可）≪急募≫

2人

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

岩手県宮古市崎山第７地
割１番地５

有限会社　オート
センター梅沢

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

現場作業員／経験者「建
設」

1人

工事現場での法面工事と土木工事が主で工事に伴
う型枠作業等工事作業全般（機械操作と手作業）
を行います。有資格者には建設機械の操作（バッ
クホー等）をお願いする場合があります。現場間
の移動には社用車を使用していただきます。

岩手県宮古市宮町三丁目
１０－１７

ヤマキ総業　株式
会社

雇用期間の定めなし

現場経験 岩手県宮古市、他

現場作業員「建設」

1人

工事現場において、法面工事と土木工事が主で工
事に伴う型枠作業等工事作業全般を行います。法
面工事については高所作業が伴います。現場まで
は、会社より社用車乗合で移動となります。

岩手県宮古市宮町三丁目
１０－１７

ヤマキ総業　株式
会社

岩手県宮古市、他

工事現場管理「建設」

2人

当社請負の工事現場での施工管理、工程管理及び
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・山田町内となり、現場間の移動に
は社用車を使用していただきます。経験者優遇。

岩手県宮古市宮町三丁目
１０－１７

ヤマキ総業　株式
会社

雇用期間の定めなし

施工管理経験者 岩手県宮古市、他

◎ 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１４日発行  



歯科衛生士
(1) 8時30分～18時00分

150,000円～180,000円 (2) 8時30分～12時00分

正社員 不問 03030- 4813771
看護師 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
200,000円～260,000円 (2) 7時00分～16時00分

正社員 59歳以下 03030- 4814871
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
127,500円～200,000円

正社員 61歳以下 03030- 4815271
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
138,600円～184,800円

正社員 18歳～50歳 03030- 4816971
美容師 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～18時00分
180,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030- 4817171
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

161,000円～276,000円

正社員 59歳以下 03030- 4820571
看護師又は 変形（１ヶ月単位）
准看護師 (1) 8時30分～17時30分

179,000円～250,000円 (2)16時00分～ 9時00分

正社員 59歳以下 03030- 4821471
変形（１ヶ月単位）
(1) 5時00分～14時00分

127,000円～155,000円 (2) 8時30分～17時30分
(3) 9時45分～18時45分

正社員以外 不問 03030- 4822771
理学療法士又は 変形（１ヶ月単位）

作業療法士 (1) 8時30分～17時30分
200,000円～262,000円

正社員 59歳以下 03030- 4823871
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
135,000円～230,000円

正社員以外 不問 03030- 4824271
変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～16時00分

137,500円～154,000円 (2) 8時45分～17時45分
(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030- 4825971
看護師又は 変形（１ヶ月単位）
准看護師 (1) 7時00分～16時00分

160,000円～260,000円 (2) 8時45分～17時45分
(3) 9時30分～18時30分

正社員 64歳以下 03030- 4826171
理学療法士 変形（１ヶ月単位）
作業療法士 (1) 8時45分～17時45分

言語聴覚士いずれか 205,000円～320,000円

正社員 64歳以下 03030- 4827071
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
181,900円～181,900円

正社員以外 不問 03030- 4828371
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～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)11時00分～20時00分

正社員 64歳以下 03030- 4829671
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 180,000円～200,000円

正社員 不問 03030- 4830771
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

140,000円～165,000円 (2) 8時30分～17時30分
(3)16時00分～ 9時00分

正社員 59歳以下 03030- 4833971
理容師又は美容師 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- 4834171
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

182,000円～312,000円

正社員 59歳以下 03030- 4835071

(1) 8時30分～17時15分
123,828円～142,392円

正社員以外 不問 03030- 4836371
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
170,000円～190,000円

正社員 59歳以下 03030- 4839471
2

支援相談員「介護」

1人

「介護老人保健施設さくら山」利用希望者やご家
族に対しの相談業務、入所に伴う事前調査、入所
退所の調整やパソコンでの申請書類の作成、苦情
対応も行っていただきます。介護の資格が無い方
でも老人介護施設での相談員経験があれば応募可

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

パソコン操作（ワード・エ
クセル）が出来る方

岩手県下閉伊郡山田町

社会福祉士・社会福祉
主事・介護支援専門員

のいずれか

事務補助員／税務課（臨時
職員）

3人

宮古市役所税務課に勤務となります。市税等の申
告に来庁した方の受付、申告書・世帯台帳・申告
資料等の整理になります。その他庶務等職員補助
業務（市税等申告に係る業務補助）に従事して頂
きます。

岩手県宮古市新川町２－
１

宮古市役所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

内装工（見習い可）「建
設」

1人

当社において主に久慈から陸前高田までの建設現
場における内装工事として天井・壁の軽量鉄骨の
下地組み・ボードなどの仕上げ工事及び付随する
業務を行っていただきます。工事エリアは東北一
円となります。社用車の運転業務もあります。

岩手県宮古市実田二丁目
４－４

有限会社　マルゼ
ン建装

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

美容師または理容師

1人

ヘアカット、カラー、パーマ、お顔そりなど理美
容に関する一般的な仕事および補助が主な業務で
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いたしますので、安心し
て応募してください。

岩手県下閉伊郡山田町中
央町６－２

有限会社　カット
インみなと

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

岩手県下閉伊郡山田町

介護職「介護」

3人

介護施設・通所リハビリテーション、もしくは入
所施設において、介護業務全般を担当します。各
担当部署で利用者の方の入浴、食事、排泄等の身
体介護や、レクリエーションの実施、運転や送迎
介助などの業務です。夜勤は４人体制となりま

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

ガソリンスタンド販売員
（山田ＳＳ）

1人

山田町大沢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

ダンプ運転手

1人

10ｔダンプの運転に従事して頂きます。主な積載
は砕石、土砂となり復興工事を行っています。そ
の他車両の洗浄、簡単な整備作業等行います。現
場は大槌町·釜石市·山田町の各現場となります。

岩手県下閉伊郡山田町荒
川第９地割５番地

株式会社　佐々木
商事

岩手県下閉伊郡山田町、他

生コン運転手≪急募≫

1人

生コンクリート車の運転となります。範囲は宮古
地区・山田地区となり、主にプラント（生コンク
リート製造工場）～現場間の運搬です。未経験の
方も指導しますので、安心して応募下さい。当社
は全日本トラック協会が定めるＧマーク（安全性

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

理学療法士・作業療法士・
言語聴覚士

1人

ふれんどりー岩泉の利用者へのリハビリテーショ
ン業務を行行っていただきます。入居者約８５
名、通所登録者４０名（１日平均２７名適所）の
方たちのリハビリ業務を４名のスタッフで行いま
す。通所リハビリテーション営業日：月～金曜日

岩手県下閉伊郡岩泉町乙
茂字上９－１２

社団医療法人　緑
川会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

看護師・准看護師「看護」

1人

ふれんどりー岩泉の利用者への看護業務を行いま
す。入居者約８５名、通所登録者４０名（１日平
均２７名通所）に対するバイタルチェック、看護
業務、定時巡回業務などに従事していただきま
す。夜間勤務は、看護師１名、介護士４名体制で

岩手県下閉伊郡岩泉町乙
茂字上９－１２

社団医療法人　緑
川会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

介護員「介護」

1人

施設内での介護サービスに従事していただきま
す。食事、入浴、排せつ、移動などの介助、レク
レーション等生活支援全般となります。対応する
入居者は８５名程度です。介護福祉士又は介護職
員初任者研修（旧ヘルパー２級）以上あれば尚可

岩手県下閉伊郡岩泉町乙
茂字上９－１２

社団医療法人　緑
川会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

支援相談員

1人

ほほえみの里へ入所希望している方の状況確認や
家庭等を訪問して調査を行っていただき、当施設
のサービスを調整する役割です。また、入所者の
状況へんかに応じ、施設と家庭との調整役を担っ
て頂きます。訪問等には施設の車を使用します

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
９地割３９番地２７

医療法人　仁泉会
介護老人保健施設
ほほえみの里雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

看護師・保健師・社会
福祉士・社会福祉主

事・介護福祉士・介護
支援専門員のいずれか

リハビリ職員

2人

当施設利用者への機能訓練業務を行います。入所
または通所利用されている要介護者（１日当たり
８～１５名）に対し、個別プログラムに即した機
能訓練、それらの記録、その他付帯する業務を行
います。現在５名のリハビリ療法士職員が勤務し

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
９地割３９番地２７

医療法人　仁泉会
介護老人保健施設
ほほえみの里雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理員

2人

ほほえみの里利用者（おおよそ入所者１００名、
通所者６０名）の食事調理業務全般。下ごしら
え・調理・食器の洗浄。そのほか調理場の清掃や
付随する業務。管理栄養士２名、調理員１０名体
制となっております。調理士資格があれば尚可で

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
９地割３９番地２７

医療法人　仁泉会
介護老人保健施設
ほほえみの里雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

看護師又は准看護師「看
護」

2人

当施設利用者への看護業務全般を行います。利用
者（定員／入所者１００名）に対し、医師の指示
による医療処置・看護、バイタルチェック、服薬
管理、それらに伴う記録や報告書作成、健康相
談、その他付帯する業務を行います。夜勤は看護

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
９地割３９番地２７

医療法人　仁泉会
介護老人保健施設
ほほえみの里雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

配管工「建設」

2人

配管工事の現場作業全般。水道配管工事、上下水
道工事に係る給水や排水など、衛生配管の現場作
業やそれらに付帯する業務を行います。現場は主
に山田町内・宮古市内となります。経験はなくて
も一から指導いたします。

岩手県下閉伊郡山田町山
田１９－１２９

サトー設備

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町、他

美容師

1人

カット、カラー、パーマ、メイクアップ等の美容
業務全般に従事していただきます。店内の座席数
は４席で、予約を優先しております。その他の業
務として、電話対応、店舗清掃等もあります。土
日勤務可能な方からの応募をお待ちしておりま

岩手県宮古市大通２丁目
２－４

ドゥ・ヒートライ
ズ　クリエイティ
ブ　株式会社雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

交通誘導警備員（正社員）

10人

宮古・下閉伊地域の交通誘導警備に従事していた
だきます。主な現場は建設現場工事現場になりま
す。現場へは直行直帰または乗合になります。ま
た社用車の貸与も可能です。自家用車使用の方は
ガソリン支給となります。

岩手県宮古市金浜４－６
３－１

有限会社　ニコニ
コ警備保障

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

岩手県下閉伊郡山田町

コンクリート製品補修作業
員

1人

コンクリート製品の主にＵ字形側溝を製造してい
ます。製品製造の過程で発生する製品の欠けなど
をコンクリート粉末などの補修剤で補修する作業
です。力仕事はありませんが、同じ姿勢での細か
な作業となります。未経験の方もご応募くださ

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

歯科衛生士

1人

当院において歯科衛生士業務に従事します。主に
歯科医師の治療の補助、歯周病検査、ブラッシン
グなど口腔衛生指導、その他関連する業務を行っ
ていただきます。就業時間：相談に応じます。直
接の問い合わせはご遠慮願います。

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根２－１０５－１

留理歯科医院

雇用期間の定めなし

実務経験３年以上 岩手県下閉伊郡山田町

看護師「看護」

2人

介護施設・通所リハビリテーションの利用者及び
入所利用者への看護業務全般を行います。入所利
用者（現在７５名ぐらい）に対するバイタル
チェック、服薬管理、健康管理、医療処置を行い
ます。その他記録業務や付帯する業務がありま

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



大型自動車免許一種 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

184,000円～195,500円

正社員 59歳以下 03100- 3125971
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

141,050円～184,450円

正社員 不問 03100- 3126171
変形（１年単位）
(1) 7時00分～16時00分

雇用期間の定めなし 230,000円～276,000円 (2) 8時00分～17時00分

正社員 不問 04080- 4993571
変形（１ヶ月単位）
(1)22時00分～ 7時00分

155,250円～175,250円 (2) 0時00分～ 9時00分

正社員以外 18歳以上 13040-45425672
変形（１年単位）
(1) 5時30分～ 7時30分

雇用期間の定めなし 180,000円～210,000円 (2)10時30分～13時00分
(3)17時00分～20時30分

正社員 不問 13120-21369871
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～17時45分
雇用期間の定めなし 245,000円～393,000円

正社員 59歳以下 17010-32351471
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 車両系解体用運転 207,000円～276,000円

正社員 不問 01230-24584571
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 7時30分～16時30分

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

正社員 59歳以下 03010-28539771
自動車整備2級ガソ 変形（１年単位）
自動車整備2級ジゼ (1) 8時00分～17時00分

自動車整備士2級いずれ
か

140,000円～200,000円
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可）

正社員 59歳以下 03010-28540971
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

140,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03010-28544671
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

140,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03010-28545571
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

140,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03010-28547771
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
355,500円～562,700円

正社員 不問 03010-28608471
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
225,000円～270,000円

正社員 不問 03010-28657671
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

135,000円～200,000円

正社員 45歳以下 03030- 4847471
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

135,000円～200,000円

正社員 45歳以下 03030- 4848771

(1)11時00分～21時00分
130,000円～180,000円 (2)11時00分～21時30分

正社員 不問 03030- 4849871
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～230,000円

正社員 40歳以下 03030- 4851071
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

140,000円～150,000円

正社員 59歳以下 03030- 4857871
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30分

181,050円～319,500円

正社員 59歳以下 03030- 4859971
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

雇用期間の定めなし 足場組立作業主任者又は 191,200円～215,100円
車両系基礎工事用運転

正社員 59歳以下 建設経験者 03030- 4860371
車両系基礎工事用運転 変形（１ヶ月単位）
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 203,150円～215,100円

正社員 59歳以下 03030- 4861671
3

調理補助／岩手県宮古市

2人

大手企業の現場宿舎での給食業務：チーフの補助
（朝食・昼食・夕食：各１００名～１２０名位）
・現場宿舎に寝泊まりできる方

東京都葛飾区白鳥３丁目
３１－２０

株式会社　麻輪馬

岩手県宮古市、他

建築施工管理業務（宮古出
張所）

1人

・軽量鉄骨造建築物の施工管理
・立体駐車場の施工管理
応募される方は、ハローワークから「紹介状」の
交付を受けて下さい。

石川県金沢市金石北３丁
目１６－１０

日成ビルド工業
株式会社

建築施工管理業務 岩手県宮古市

接客・調理／１０６号宮古
店

2人

深夜契約社員として、２２時～９時の時間帯で
（１）接客（２）調理（３）清掃（４）金銭管理
（５）棚卸（６）店舗スタッフの教育（７）アル
バイトの面接などを行って頂くお仕事です。

東京都港区港南ニ丁目１８
番１号　ＪＲ品川イースト
ビル５階

株式会社　北日本
すき家

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 岩手県宮古市

一般土木作業員

6人

公共工事及び民間工事の一般土木作業に従事して
頂きます。（土木工事業務全般）建設機械で作業
できない部分の細かい作業。その他、付帯する作
業。宿舎からの作業場までは相乗りになります。

宮城県気仙沼市上田中１
丁目５番地２０

有限会社　創造み
らい

岩手県下閉伊郡岩泉町

運転手（山田営業所）

1人

産業廃棄物（木・コンクリートなど）の収集、運
搬業務を行っていただきます。範囲は主に岩手県
内となり、泊まりはありません。運転業務が主な
業務ですが、仕事の状況によっては作業員として
産業廃棄物の分別作業等に従事していただく場合

岩手県久慈市長内町３７
－１２－８

有限会社　陸中商
会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

大型ダンプ運転手「建設」

2人

【主な業務内容】大型ダンプ（１０ｔ車）にて久
慈管内（久慈市、野田村、洋野町、普代村）及び
田野畑の工事現場間を土砂、コンクリートなどの
運搬作業・採石場からの運搬・大型ダンプ車の点
検や洗車・その他、上記に付随する業務。

岩手県久慈市川貫７－５
９－２７

有限会社　普代貨
物自動車工業

雇用期間の定めなし

大型ダンプ経験者　　【必
須】

岩手県下閉伊郡田野畑村、他

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。
週４０時間勤務



北海道札幌市白石区本郷
通５丁目南２番１６号

エヌ・エス工業

重機オペレーター経験３年
以上


岩手県下閉伊郡岩泉町

自動車整備（オートサービ
ス）

2人

（株）ミナカワオートサービスにおいて自動車整
備の業務を担当していただきます。自動車の修
理・整備・故障車両の修理及び車検点検、オイル
交換、タイヤ交換等の一般整備・車の引取り・納
車、洗車、書類作成、その他付随する業務

岩手県盛岡市向中野２丁
目１９番３８号

株式会社　ミナカ
ワ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

ガソリンスタンドスタッフ
（小川バイパス給油所）

1人

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

岩手県盛岡市向中野２丁
目１９番３８号

株式会社　ミナカ
ワ

岩手県下閉伊郡岩泉町

菌床の管理としいたけ栽
培、運搬作業（大川工場）

2人

（株）ミナカワ大川工場において、菌床の管理と
菌床しいたけの栽培や収穫作業を担当していただ
きます。合わせて品質管理等も行っていただきま
す。ホダの移動、袋取り、浸水作業、品質管理、
運搬等の業務。

岩手県盛岡市向中野２丁
目１９番３８号

株式会社　ミナカ
ワ　菌類栽培部

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

菌床の管理としいたけ栽
培、運搬作業（穴沢工場）

2人

（株）ミナカワ穴沢工場において、菌床の管理と
菌床しいたけの栽培や収穫作業を担当していただ
きます。合わせて品質管理等も行っていただきま
す。ホダの移動、袋取り、浸水作業、品質管理、
運搬等の業務。

岩手県盛岡市向中野２丁
目１９番３８号

株式会社　ミナカ
ワ　菌類栽培部

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

運搬作業とホダの品質管理
（菌床培養センター）

2人

（株）ミナカワ菌床培養センターにおいて、下記
の業務を行っていただきます。ホダの移動や品質
管理・工場から工場へホダの運搬作業（トラック
使用）・その他、付随する業務および指示された
業務。

岩手県盛岡市向中野２丁
目１９番３８号

株式会社　ミナカ
ワ　菌類栽培部

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

土木施工管理「建設」

3人

土木施工管理・現場管理、測量、丁張り、写真管
理、出来形管理等。主にゼネコン工事の１次、２
次下請工事現場施工管理、各種土木工事・道路、
下水道、河川、護岸、橋梁、造成工事。現場エリ
ア：岩手県全域。６０歳以上の方応募可（会社規

岩手県盛岡市東仙北２丁
目３番８号　東仙北ハイ
ツＢ－１２

株式会社　クリエ
イトワークス　盛
岡営業所雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

大型ダンプ運転手

3人

ダンプ（大型１０ｔ）運転手として主に土砂の運
搬などを行っていただきます。現場エリア：現場
は岩手県宮古市が中心で、稼働中宮城・福島各地
予定あり。岩手県：宮古市、釜石市、陸前高田市
。宮城県：気仙沼市、仙台市。福島県：南相馬市

岩手県盛岡市津志田南２
丁目６－１０

有限会社　パス
盛岡事務所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

浄化槽管理士

1人

一般家庭、店舗、公共施設等の浄化槽に関する業
務（浄化槽保守点検、修繕、清掃時の立会い）を
行います。主に旧宮古市内及び田老・新里地区、
山田町が現場となります。現場への移動には社用
車を使用します。浄化槽管理士、設備士等の資格

岩手県宮古市小山田四丁
目５－２４

株式会社　宮古衛
生社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

配管工「建設」

1人

一般家庭、店舗、事業所等に於ける給排水、給
湯、衛生設備等修繕及び各種衛生設備機器等の取
付配管作業を行います。現場への移動には、社用
車（小型トラック・乗用車バン）を使用します。
未経験の方も見習い養成致します。配管工事関係

岩手県宮古市小山田四丁
目５－２４

株式会社　宮古衛
生社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理員

1人

和・洋・中を中心にした飲食店（座席数１階４４
席、２階６０席）において厨房での業務を行って
いただきます。食材の準備や仕込み、盛付、食器
洗浄などをしていただきます。主に和食・寿司の
調理を担いつつ中華等の補助も行います。

岩手県下閉伊郡山田町川
向町１０－６

三陸味処　三五十

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

建設機械の整備

1人

建設機械やレンタカーの点検および整備、修理業
務全般に従事していただきます。車の引取りや納
車、洗車も行います。その他、付随する業務をし
ていただきます。中型自動車免許をお持ちでない
方は、入社後取得していただきます。

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

事務≪急募≫

1人

チラシ作成、パソコン管理及び事務一般の仕事を
行っていただきます。チラシ作成は社長が作った
原案をもとにパソコンで作成します。その他、電
話・来客対応、社内外清掃など、付随する業務を
行います。外出用務（配達や集金）は社用車を使

岩手県宮古市大字田鎖１
２－１０－５

有限会社　東北ペ
イント

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード・エ
クセル）の出来る方

岩手県宮古市

塗装工（見習い可）／宮古
≪急募≫

2人

一般住宅や集合住宅の塗装工事を行います。コン
プレッサー（エアスプレー）やエアレススプレー
を使用して屋根や外壁を塗る作業です。現場等へ
は、原則として社用車を使用し、乗合いで移動し
ます。

岩手県宮古市大字田鎖１
２－１０－５

有限会社　東北ペ
イント

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

重機オペ運転手及びとび土
工「建設」≪急募≫

1人

各工事現場において、重機による掘削等土工事を
行っていただく他に、とび・土工作業員として工
事作業全般に従事していただきます。主な工事現
場は沿岸地域となります。大型有資格者尚可。

岩手県宮古市山口一丁目
４－２５

株式会社　オガサ
ワラ産業

重機運転経験 岩手県宮古市

鳶工及び土工／経験者「建
設」≪急募≫

2人

各現場において、工事作業全般に従事していただ
きます。鳶土工工事作業員を主としています。主
な現場は沿岸地域となり、現場へは会社より社用
車での移動となります。

岩手県宮古市山口一丁目
４－２５

株式会社　オガサ
ワラ産業

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

雇用期間の定めなし 173,250円～184,800円

正社員以外 59歳以下 03100- 3177371
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

土木施工管理技士２級 (1) 8時00分～17時00分
180,000円～240,000円

正社員 59歳以下 03100- 3178671
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 172,800円～259,200円

正社員 不問 07040-23941471
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時15分
180,000円～435,000円

正社員以外 不問 14010-65617771
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時15分
180,000円～435,000円

正社員以外 不問 14010-65632471
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 280,000円～300,000円 (2)17時00分～21時00分

正社員 不問 27080-32295671
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 280,000円～300,000円 (2)17時00分～21時00分

正社員 不問 27080-32296571
普通自動車免許一種

(1) 5時30分～ 8時00分
雇用期間の定めなし 280,000円～300,000円 (2)16時00分～20時00分

正社員 不問 27080-32298771
保健師

(1) 8時30分～17時15分
180,000円～350,000円

正社員以外 不問 03010-28727071
看護師

(1) 8時30分～17時15分
180,000円～350,000円

正社員以外 不問 03010-28728371
精神保健福祉士

(1) 8時30分～17時15分
170,000円～350,000円

正社員以外 不問 03010-28730771
社会福祉士

(1) 8時30分～17時15分
170,000円～350,000円

正社員以外 不問 03010-28731871
臨床心理士

(1) 8時30分～17時15分
170,000円～350,000円

正社員以外 不問 03010-28732271
変形（１ヶ月単位）
(1) 9時00分～17時00分

150,000円～150,000円

正社員以外 不問 03010-28738571
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

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

正社員 59歳以下 03010-28748771
鍼灸師 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
178,000円～195,000円 (2) 8時30分～12時30分

正社員 59歳以下 03030- 4862571
看護師又は 変形（１年単位）
准看護師 (1) 8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし 175,000円～205,000円 (2) 8時30分～12時30分

正社員 59歳以下 03030- 4863471
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時30分～17時15分

土木施工管理技士２級 267,730円～267,730円
相当以上の資格を有する

又は土木業務の経験
正社員以外 不問 (土木行政の経験含む) 03030- 4866271

準中型自動車免許
（ＡＴ限定不可） (1) 8時30分～17時30分

145,600円～149,760円

正社員以外 不問 03030- 4868171
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
133,120円～136,448円

正社員以外 不問 03030- 4869071
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時10分

119,250円～127,200円

正社員以外 64歳以下 03030- 4870471
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

143,720円～300,000円

正社員 不問 03030- 4871771
4

土木作業員「建設」

3人

土木、建築、公共工事による土木作業の業務を
行って頂きます。河川、道路工事の土木作業・重
機の手元作業・資材の準備、運搬等（４ｔダンプ
を使用して資材を運搬します）・現場の片付け等

岩手県久慈市大川目町１
３－１０４－１７

有限会社　十門地
建設

岩手県宮古市、他

現場代理人「建設」

1人

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

岩手県久慈市大川目町１
３－１０４－１７

有限会社　十門地
建設

雇用期間の定めなし

現場経験者
「建設」

岩手県宮古市、他

神奈川県任期付職員（被災
地派遣）一般事務（用地）

4人

東日本大震災の被災地の自治体に派遣され、復
旧・復興業務を行う。漁港施設災害復旧事業（関
連事業含む）、水産事業の用地取得及び物件補償
に関する業務等・詳細は募集案内参照

横浜市中区日本大通１ 神奈川県総務局組
織人材部人事課

岩手県宮古市、他

行政機関や民間企業等にお
いて左記の「仕事の内容」
に関する業務の実務経験を

３年以上有する事

建設・土木作業員（岩手県
宮古市、千葉県千葉市）

10人

岩手県宮古市、千葉県千葉市で土木工事（道路舗
装他）の仕事になります。その他付随する業務。
現場：直行・直帰もあります。出張になりますの
で、遠出が可能な方。

福島県郡山市駅前２丁目
５－１８和光２ビル２階

株式会社　エム
ティーワーク

土木工事経験者 岩手県宮古市、他

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

寮の管理・賄い（下条地区
大沢寮）

2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

神奈川県任期付職員（被災
地派遣）総合土木

45人

東日本大震災の被災地の自治体に派遣され、復
旧・復興業務を行う。上下水道施設の復旧、新
設、改良、改修、受託工事の設計及び施工に関す
ること・農地整備、林道整備、農業用施設の復
旧、新設、改良に係る設計、施工監理、監督及び

横浜市中区日本大通１ 神奈川県総務局組
織人材部人事課

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

行政機関や民間企業等にお
いて左記の「仕事の内容」
に関する業務の実務経験を

３年以上有する事

寮の管理・賄い（津軽石
寮）（岩手県宮古市）

2人

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です。

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、他

寮の管理・賄い（大沢第二
寮）

2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

保健師（宮古地区）「看
護」

1人

宮古地域こころのケアセンターにおいて下記の業
務を行っていただきます。被災者に対する相談・
支援活動、支援者支援、地域内連携促進のコー
ディネート、住民への普及啓発、人材育成・研
修、地域支援に従事していただきます。出張あり

岩手県盛岡市内丸１９－
１

学校法人　岩手医
科大学

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

保健師の実務経験をお持ち
の方「看護」

岩手県宮古市

看護師（宮古地区）「看
護」

1人

宮古地域こころのケアセンターにおいて下記の業
務を行っていただきます。被災者に対する相談・
支援活動、支援者支援、地域内連携促進のコー
ディネート、住民への普及啓発、人材育成・研
修、地域支援に従事していただきます。出張あり

岩手県盛岡市内丸１９－
１

学校法人　岩手医
科大学

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

看護師の実務経験をお持ち
の方「看護」

岩手県宮古市

精神保健福祉士（宮古地
区）

1人

宮古地域こころのケアセンターにおいて下記の業
務を行っていただきます。被災者に対する相談・
支援活動、支援者支援、地域内連携促進のコー
ディネート、住民への普及啓発、人材育成・研
修、地域支援に従事していただきます。出張あり

岩手県盛岡市内丸１９－
１

学校法人　岩手医
科大学

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

精神保健福祉士の実務経験
をお持ちの方

岩手県宮古市

社会福祉士（宮古地区）

1人

宮古地域こころのケアセンターにおいて下記の業
務を行っていただきます。被災者に対する相談・
支援活動、支援者支援、地域内連携促進のコー
ディネート、住民への普及啓発、人材育成・研
修、地域支援に従事していただきます。出張あり

岩手県盛岡市内丸１９－
１

学校法人　岩手医
科大学

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

社会福祉士の実務経験をお
持ちの方「介護」

岩手県宮古市

臨床心理士（宮古地区）

1人

宮古地域こころのケアセンターにおいて下記の業
務を行っていただきます。被災者に対する相談・
支援活動、支援者支援、地域内連携促進のコー
ディネート、住民への普及啓発、人材育成・研
修、地域支援に従事していただきます。出張あり

岩手県盛岡市内丸１９－
１

学校法人　岩手医
科大学

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

臨床心理士の実務経験をお
持ちの方

岩手県宮古市

会員事業スタッフ（宮古支
店）

3人

基本土日祝休み　相談に応じます。当社のナイス
ライフシステムの紹介とＰＲ事業・個人を対象と
して儀式費用に対するプランをアドバイス・プラ
ンは結婚式・成人式・葬儀の月々の積立プラン。
冠婚葬祭の基礎知識や接客対応などは、１から丁

岩手県盛岡市津志田南３
丁目１４番６５号

株式会社　サン
ファミリー　（愛
グループ）雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

営業スタッフ（合掌堂　宮
古店）

1人

仏壇·仏具·墓石に伴う営業販売等。冠婚葬祭の基
礎知識や販売・接客·営業等は１から丁寧に指導致
します！未経験者も多数活躍中ですのでご安心下
さい。責任者の場合記載以上の転勤の可能性有

岩手県盛岡市津志田南３
丁目１４番６５号

株式会社　サン
ファミリー　（愛
グループ）

岩手県宮古市、他

鍼灸師

1人

医師の指示のもと、外来患者様への電気療法など
理学治療の介助、レントゲン部において患者様の
氏名入力の手伝い、院内の清掃など雑務を行って
いただきます。氏名入力の際には、タッチパネル
方式の機械で入力を行います。パソコンの知識等

岩手県宮古市西町三丁目
３番７号

林整形外科・内科
医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

技能補助（道路パトロール
員）

1人

県が管理する道路（国道、県道、使用地歩道）の
道路パトロール業務全般。主な運転範囲は岩泉
町、田野畑村で主に道路監視業務及び軽維持作
業・車両の運転・パソコンでの日誌作成等となり
ます。岩泉町・田野畑村の地理に詳しい方を希望

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）

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

看護師「看護」

1人

院内において医師の補助や患者さんのお世話等、
看護業務全般を担当して頂きます。診療介助、処
置、検査介助、注射、血圧、検温、服薬指示対応
等になります。その他雑務も若干あります。

岩手県宮古市西町三丁目
３番７号

林整形外科・内科
医院

岩手県宮古市

自動販売機オペレーター補
助

1人

ルート担当者（自動販売機の補充、売上管理者）
の助手業務を行っていただきます。主な業務は製
品仕訳、補充、売上金、空容器の回収、自動販売
機の清掃活動となり、徐々にルート車３ｔトラッ
クの運転も行っていただきます。ユニフォーム、

岩手県宮古市田鎖第９地
割６０－６

みちのくコカコー
ラボトリング株式
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

(H29.3.12以降免許取得
の方)

一般事務（購買）

1人

担当者の指示のもと資材の発注・入荷処理を行っ
ていただきます。主にパソコンでの入力処理や伝
票処理、入出荷物の確認となります。（担当業
務）材料・副資材の注文書作成、入荷処理・材
料・副資材の入出荷処理

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）

パソコン操作（ワード・エ
クセル・メール）

岩手県宮古市

水産加工員

5人

水産加工に従事していただきます。イカの冷凍加
工（胴、ゲソに分別、袋詰め等）、鮭のフィレ加
工（機械で捌き処理された鮭の骨、ヒレ等の取り
除き、パッキング等）の作業となります。送迎あ
り（山田町内・応相談）

岩手県下閉伊郡山田町境
田町３－１３

石山水産　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

現場作業員「建設」

1人

一般住宅の給排水設備工事全般及び地盤調査。一
般住宅（新築及びリフォーム物件）の上水道・下
水道に関連する水回りの給排水工事と、住宅建築
に伴う土地の状態調査を行っていただきます。現
場は主に宮古市及びその近郊となります。社用車

岩手県宮古市田鎖第５地
割３４－７

有限会社ジオニッ
ク・フロント

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市



大型自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～16時30分

127,110円～127,110円

正社員 59歳以下 03030- 4874971

(1) 9時00分～18時00分
155,000円～155,000円 (2) 9時00分～17時00分

正社員 不問 03030- 4875171

(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 不問 01230-24945571

(1) 8時00分～17時00分
133,120円～133,120円

有期雇用派遣 不問 03010-29063671
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分

141,200円～158,700円

正社員以外 不問 03030- 4882971
美容師 変形（１年単位）

(1)10時00分～19時00分
140,000円～180,000円

正社員 不問 03030- 4883171

(1) 8時00分～17時30分
142,287円～153,276円

正社員以外 不問 03030- 4885371
変形（１年単位）
(1) 7時00分～16時00分

130,000円～150,000円 (2)17時00分～ 2時00分

正社員 59歳以下 03030- 4886671
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時45分～17時20分

雇用期間の定めなし 160,000円～210,000円

正社員 64歳以下 03030- 4887571
普通自動車免許一種

(1) 8時45分～17時20分
140,000円～160,000円

正社員 64歳以下 03030- 4888471
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
準中型自動車免許 160,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030- 4889771
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
準中型自動車免許 209,700円～300,000円

正社員 64歳以下 大工経験 03030- 4890971
建築施工管理技士２級 変形（１ヶ月単位）
土木施工管理技士２級 (1) 8時00分～17時00分
建築士２級のいずれか 180,000円～350,000円
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可）

正社員 64歳以下 パソコン操作出来る方 03030- 4891171
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
準中型自動車免許 140,000円～180,000円

正社員 64歳以下 03030- 4892071
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
130,000円～150,000円

正社員 64歳以下 03030- 4893371
普通自動車免許一種 交替制あり

(通勤用)
185,000円～250,000円

正社員 不問 03030- 4894671

(1) 9時30分～19時00分
135,000円～140,000円 (2) 9時30分～14時00分

正社員 35歳以下 03030- 4895571
大型自動車免許二種又は 変形（１ヶ月単位）

普通自動車免許二種
普通自動車免許一種 139,600円～244,400円
（ＡＴ限定不可）

正社員 64歳以下 03030- 4896471
土木施工管理技士１級 変形（１ヶ月単位）
普通自動車免許一種 (1) 8時00分～17時00分

250,000円～300,000円

正社員 64歳以下 03030- 4898871
保育士 変形（１年単位）

(1) 7時00分～15時30分
雇用期間の定めなし 158,080円～186,160円 (2) 8時00分～16時30分

(3) 8時30分～17時00分
正社員 59歳以下 03030- 4899271

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～16時30分
普通自動車免許一種 200,000円～250,000円
（ＡＴ限定不可）

正社員 不問 03030- 4900571
5

トラック運転手

2人

大型トラックの運転（運行範囲：宮古市内～東北
各地）をしていただきます。ベニヤ板・製材等の
建築資材や肥料等の荷物の積卸作業やトラックの
整備点検を行います。フォークリフト免許あれば
尚可ですが、なくても応募は可能です。

岩手県宮古市刈屋１４－
２０－１９

大信運送株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木作業員（岩手県下閉伊
郡岩泉町）

2人

復興関連工事に伴う一般土木作業全般。
＊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


 岩手県下閉伊郡岩泉町

受付事務（正社員）

1人

さかもと眼科クリニック内において、外来患者様
の受付、カルテ作成、会計事務、電話対応などの
業務を行っていただきます。月末～月初めはレセ
プト作成業務があります。パソコン操作できれば
尚可。レセプト業務経験なくとも指導いたしま

岩手県宮古市向町４－４
１

さかもと眼科クリ
ニック

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

梱包業務（宮古市）

2人

派遣先の事業所において以下の作業を行っていた
だきます。直径１ｍ程の円型部材の梱包作業・入
荷した梱包材の倉庫への運搬・ラベル作成等・そ
の他付随する業務および指示された業務。

岩手県盛岡市向中野３丁目
１８番２０号　２Ｆ　アク
エリアスビル

株式会社　エムア
ンドエム　盛岡営
業所雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上） 岩手県宮古市

介護職／デイサービス
「介護」

1人

デイサービス利用者への介護サービスの提供とな
ります。（食事、入浴、排せつ、レクリエーショ
ン等）原則、送迎車の運転業務はありませんが、
添乗業務が伴います。現在１日２５名程度の利用
者に対して、看護職員３名、介護職員５名でサー

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
４地割１－２０

社会福祉法人　若
竹会　サンホーム
みやこ雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県宮古市

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。その他に電話対応、店舗清掃、在庫管理など
もあります。独立を目指し、店舗運営管理を経験
したい方やＵターン希望者も歓迎いたします。

岩手県宮古市大字小山田
二丁目２－１　マリン
コープＤＯＲＡ２Ｆ

美容室　じゃマー
ル

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

菌床椎茸の栽培等

1人

菌床椎茸の栽培、集出荷にかかる作業（収穫、箱
詰め、パック詰め、箱作り）、菌床の製造、培養
にかかる作業となります。経験のない方には丁寧
に指導いたしますので、安心してご応募下さい。
特に力仕事はありません。

岩手県下閉伊郡岩泉町浅
内字下栗畑６８－１１

株式会社　岩泉き
のこ産業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

自動車板金塗装

1人

自動車鈑金の依頼を受けたお客様の板金塗装及び
加修作業、フェンダー（バンパー）、ヘッドライ
ト（テールレンズ）等の部品交換及びそれに付随
する作業に従事していただきます。

岩手県宮古市藤原一丁目
２－３２

有限会社　福士
モータース

経験者 岩手県宮古市

オイルシール成形オペレー
ター

3人

合成ゴムを原料としたものをプレス機で受注製品
の型に加工する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。【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

事務

1人

当社において一般事務に従事します。売上管理表
への入力、見積書や請求書の作成、電話・来客応
対などを行います。銀行用務や集金も行っていた
だきますす。その場合は社用車を使用します。業
務に慣れてきたら、損害保険資格取得を目指して

岩手県宮古市藤原一丁目
２－３２

有限会社　福士
モータース

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務経験者
パソコン操作の出来る方

（ワード・エクセル基本入
力程度）

土木作業（見習可）「建
設」

1人

住宅の基礎工事、型枠工事、その他公共事業など
の土木作業全般を担当していただきます。現場は
主に宮古・山田地区となります。車両系資格お持
ちの方には重機操作もお願いします。資格の無い
方の応募も可能ですのでご相談ください。

岩手県宮古市太田一丁目
８番２０号

有限会社　乙戸建
設

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)

建築施工管理・土木施工管
理（見習可）「建設」

2人

工事現場の施工管理業務を行います。土木工事と
建築工事の現場管理、積算見積、パソコンでの工
事関連書類作成、ＣＡＤを使用しての図面作成、
お客様との打合せなどを行っていただきます。基
本として、１人１つの現場を受け持ちます。

岩手県宮古市太田一丁目
８番２０号

有限会社　乙戸建
設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

大工（経験者）「建設」

2人

建築工事全般に従事していただきます。現場は主
に宮古・山田地区となります。基本として社用車
に乗り合いで現場に向かいますが、場合により直
行・直帰となることがあります。パソコン操作を
習得しようとする意欲・努力があれば尚可（パソ

岩手県宮古市太田一丁目
８番２０号

有限会社　乙戸建
設

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)

大工見習い「建設」

2人

一般住宅の建築工事全般に従事します。各現場に
おける大工の見習いを募集します。現場の清掃や
資材の準備、運搬などの作業から始めていただき
ます。パソコン操作を修得しようとする意欲・努
力があれば尚可（パソコン資格の有無は問いませ

岩手県宮古市太田一丁目
８番２０号

有限会社　乙戸建
設

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)

事務全般

1人

建設業に関する事務業務全般を行っていただきま
す。一般住宅・土木や公共工事に関する各種書類
作成、パソコン入力、電話・来客対応、掃除、ポ
スティング等です。年に数回程度、イベント等で
日曜・祝日出勤の場合があります。経験のない方

岩手県宮古市太田一丁目
８番２０号

有限会社　乙戸建
設

雇用期間の定めなし

パソコン（ワード・エクセ
ル）出来る方

岩手県宮古市

牧場運営・新製品開発・企
画・製造

3人

しあわせ牧場のヨーグルトやミルクは首都圏の百
貨店や五つ星ホテルで使用されています。牧場で
は乳牛をはじめヤギ・羊・ロバを飼育しており、
県内外からお客様も沢山来られます。これから
もっと可愛く、オシャレな牧場にする為に遊び場

岩手県宮古市田老字小堀
内１９－１５

しあわせ乳業　株
式会社

雇用期間の定めなし

又は 6時00分～17時00分の
間の8時間

岩手県宮古市

歯科衛生業務及び受付事務

1人

当医院において、歯科衛生業務と受付事務に従事
していただきます。歯科衛生業務は歯科器具の準
備、片付け、消毒、医師の指示において治療の補
助を行います。。受付事務では患者さんの受付、
電話対応、予約管理、会計業務、院内清掃等行い

岩手県宮古市小山田２丁
目７－６９

伊藤歯科医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

バス乗務員及びタクシー乗
務員

1人

路線定期運行バスの運転乗務（岩泉町内）、貸切
バスの運転乗務、タクシーの運転乗務を行いま
す。バス及びタクシー、バスのみ、タクシーのみ
の業務も可能です。免許取得養成制度があります
ので、未経験の方、一種のみの方は相談に応じま

岩チ県下閉伊郡岩泉町門
字町６６－１

小川タクシー　株
式会社　本社営業
所雇用期間の定めなし

又は 6時00分～21時00分の
間の8時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

保育士（正規職員）「保
育」

1人

当法人が運営する保育園を利用している保育児童
（０歳～５歳）の保育業務全般を担当していただ
きます。平成２９年度は定員５０名です。新卒の
方も応募可能です。

岩手県下閉伊郡山田町長
崎二丁目３－１

社会福祉法人　正
受会　山田中央保
育園

岩手県下閉伊郡山田町

土木技術者「建設」

1人

土木工事の現場管理を行います。主に道路工事、
治山工事などを請け負っています。書類作成の
他、現場代理人として施工管理及び指揮監督業務
を行っていただきます。土木施工管理技士の資格
をお持ちの方を募集しています。建築施工の資格

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

経験者 岩手県宮古市

土木施工管理技士「建設」

1人

現場管理業務全般となります。主に土木現場にて
管理業務となり、道路・水路・上下水道等におい
ての土木工事現場において、施工計画の作成・工
程管理、安全管理等を行います。各現場への移動
は、社有車を使用します。パソコン操作できれば

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

現場管理経験 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）
(1) 9時00分～18時00分

135,000円～175,000円

正社員 59歳以下 03030- 4903871
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00分
141,200円～141,200円 (2) 5時30分～13時45分

(3)10時00分～18時30分

正社員以外 不問 03030- 4904271
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～16時30分
185,000円～190,000円

正社員 不問 03030- 4905971
大型自動車免許一種 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
雇用期間の定めなし 176,000円～198,000円

正社員 59歳以下 03030- 4906171
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
126,600円～168,800円 (2) 8時00分～12時00分

正社員以外 64歳以下 03030- 4907071
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
雇用期間の定めなし 200,000円～250,000円 (2) 8時00分～16時30分

正社員 64歳以下 03030- 4908371
中型一種（８ｔ限定）

(1) 7時30分～16時00分
160,000円～180,000円

正社員 59歳以下 03030- 4909671
調理師 変形（１ヶ月単位）

普通自動車免許一種
雇用期間の定めなし （ＡＴ限定不可） 160,250円～300,000円

正社員 不問 03030- 4910771
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
130,000円～140,000円

正社員 不問 03030- 4911871
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 9時00分～17時00分
150,000円～200,000円

正社員 35歳以下 03030- 4912271
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
145,000円～145,000円

正社員以外 不問 03030- 4914171
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

141,700円～170,000円 (2)20時00分～ 5時00分

正社員 18歳以上 03030- 4915071
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

141,700円～141,700円

正社員 35歳以下 03030- 4916371
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

209,000円～231,000円

正社員以外 不問 03100- 3238271
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
173,250円～196,350円

正社員以外 59歳以下 03100- 3255171
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
雇用期間の定めなし 137,000円～167,000円 (2) 7時00分～16時00分

(3)11時00分～20時00分
正社員 59歳以下 05020- 5429771

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

雇用期間の定めなし 210,000円～240,000円 (2) 7時00分～16時00分
(3)11時00分～20時00分

正社員 59歳以下 05020- 5430971
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 248,600円～342,200円

正社員 不問 03010-29219871
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

135,000円～220,000円

正社員 59歳以下 03030- 4918571
普通自動車免許一種

(1) 8時15分～17時15分
132,000円～182,000円 (2) 9時30分～18時30分

(3)17時00分～ 9時00分

正社員 不問 03030- 4919471
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

雇用期間の定めなし 145,000円～200,000円

正社員 不問 03030- 4920271
変形（１年単位）
(1) 6時00分～21時00分

143,000円～220,000円 (2)12時00分～21時00分
(3) 6時30分～15時30分

正社員 30歳以下 03030- 4926571
6

自動車鈑金塗装工

2人

事故車等自動車鈑金、塗装業務全般を行います。
自動車の車体のへこみやキズ等を修理し、修復箇
所を塗装する作業を行っていただきます。その他
に修理車両の引取り、納車、回送、洗車等の業務
もあります。仕事は親切丁寧に教えます。経験が

岩手県宮古市長根二丁目
５－１７

有限会社　宮古ボ
デー

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理員

1人

当施設利用者の給食（朝、昼、夕食）１回約１１
０食分の調理、食器洗浄、清掃等行います。立ち
仕事となり、食材運搬等体力を要します。調理師
免許をお持ちの方、調理業務の経験がある方は優
遇致します。正社員登用制度あり。

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
園雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県宮古市

重機オペレーター「建設」

1人

復興事業などの基礎工事現場において、セルフト
ラック運転業務（重機等の回送作業）および重機
（バックホーやローダーなど）の運転作業、一般
土木作業に従事していただきます。

岩手県下閉伊郡山田町織
笠１４－３２

株式会社　阿部組

重機オペレーター経験者 岩手県下閉伊郡山田町、他

大型運転手≪急募≫

2人

当社保有の大型１０ｔダンプを運転し、土砂やア
スファルト合材の工事現場間の運搬業務に従事し
ていただきます。現場は主に宮古、下閉伊地区と
なります。大型ダンプ経験者を採用面で優遇しま
す。経験者優遇いたします。

岩手県宮古市小山田４丁
目７番６号

富士運送　有限会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

現場管理・現場管理補助
「建設」

2人

当社請負の公共工事現場に伴う現場管理業務とな
ります。業務内容は、経験に応じて決定します。
測量、写真撮影など、その他補助業務・付随業務
も含みます。

岩手県下閉伊郡田野畑村
日蔭５７－４

熊谷建設　株式会
社

経験者 岩手県下閉伊郡田野畑村、他

経理事務

1人

経理事務を担当していただきます。主に会計ソフ
トを使用したパソコンの入力業務や、経理事務所
との確認等のやり取りをしていただきます。その
際、社用車を使用し、市内の経理事務所に行って
いただく場合があります。

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎１
１地割３２番地２

株式会社　マルイ
舗装

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理担当

1人

龍泉洞温泉ホテルの厨房において、宿泊客および
日帰り宴会客に提供する料理、仕出し料理等の調
理全般を担当していただきます。（和食・洋食・
中華全般）調理経験者優遇します。

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

又は 6時00分～20時00分の
間の7時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

収集車運転及び運搬

2人

収集車を運転して山田町内の事業ごみ、家庭ごみ
を収集し、ごみ処理場までの運搬を行います。ト
ラック（２ｔまたは４ｔ車）を運転し山田町内の
水産会社や市場から海産物を収集し、当事業所で
大型車への積込みを行います。

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－５１－６

マルヨ産業運送
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／正社員

2人

イカの加工（生処理・皮むき・短冊切り等）、袋
詰め、箱詰めなどの工程を行います。その他、加
工場清掃、在庫管理作業等もあります。経験を積
み活躍していただける人材を求めます。フォーク
リフトの運転経験がある方は優遇します。

岩手県下閉伊郡山田町船
越９－２１５－１

株式会社丸一水産

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

営業／正社員

1人

商談などが主な業務となります。扱う商品は、海
洋土木資材、住宅設備、土木資材、太陽光発電資
材、鉄鋼及び鉄鋼二次製品、食料品、加工食品な
どとなります。経験者・未経験者問わず、最初の
３ヶ月は弊社営業と同行営業となります。

岩手県下閉伊郡山田町船
越９－２１５－１

株式会社丸一水産

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

品質管理／宮古工場／契約
社員

1人

マイクロコネクタの評価をしていただきます。新
製品、既存製品、金型検定、品質解析などの品質
管理業務をおこないます。社用車を使用した外出
用務があります。（範囲は市内等）

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

マシンオペレーター

3人

電子部品のプラスチック射出成形機、プレス機、
自動組立機のオペレーションをして頂きます。研
修などやお客様との打ち合わせ等で外出用務もあ
り、その際は社用車を使用します。未経験の方で
も研修がありますので安心して応募下さい。

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

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

総務・経理

1人

社会保険・労働保険などの諸手続きや給与計算、
来客対応、電話応対など業務は多岐に渡ります。
パソコンでの資料や帳票作成があります。慣れて
きたら経理の業務も覚えていただきます。担当者
の指示のもと、業務を覚えていただきます。

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

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

型枠大工「建設」

2人

ＰＣ橋梁における型枠、足場組立工事全般（高所
での作業が主となり、機敏性、体力を要します）
遠方が現場の場合、旅館や借り上げアパート等に
宿泊となります。その場合は現場によりますが１
～２週間毎に帰省します。通勤は、会社の車で乗

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

介護員「介護」

1人

グループホームにおける介護業務全般に従事して
いただきます。食事、入浴、散歩、活動等の介
助・食事調理、後片付け、施設内清掃、その他関
連する業務・夜勤あり（月６回程度）

秋田県能代市浅内字中山
９２番地

株式会社　ラ・サ
ルーテ

岩手県下閉伊郡岩泉町

土木作業員「建設」

3人

主に道路工事（法面、ガードレール設置、拡張工
事など）に付随する土木工事全般となります。現
場の状況によりトラックなどの運転にも従事して
いただきます。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

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

岩手県下閉伊郡田野畑村、他

土木施工管理補助（未経験
者・見習い）「建設」

2人

建設現場で写真を撮影したり、巻尺で距離を測っ
たり、パソコンの入力作業など、現場監督のお手
伝いをして頂きます。現場エリア：岩手県全域。
６０歳以上の方応募可。

岩手県盛岡市東仙北２丁目
３番８号　東仙北ハイツＢ
－１２

株式会社　クリエイ
トワークス　盛岡営
業所

岩手県宮古市、他

介護支援専門員「介護」

1人

グループホームよろこびにおいて、介護支援専門
員業務を行っていただきます。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、

秋田県能代市浅内字中山
９２番地

株式会社　ラ・サ
ルーテ

パソコン操作（エクセル・
ワード）可能な方

岩手県下閉伊郡岩泉町

品質管理及び水産加工

1人

水産加工場において品質管理業務を行っていただ
きます。水産加工場の衛生管理や、加工品原料品
の品質管理を行います。新製品の開発業務にも参
加して頂きます。また時期的に水揚げになった鮮
魚など水産加工業務全般も行っていただきます。

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
場雇用期間の定めなし

水産加工会社での品質管理
経験者

岩手県宮古市

看護師、准看護師（日勤）
「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。看護業務の経験者について
は優遇。

岩手県宮古市田の神一丁
目３－７

伊東産婦人科医院

岩手県宮古市

介護員「介護」

7人

「グループホームひなた」において、介護業務全
般（食事・入浴・排泄の支援、見守り、介助、レ
クリエーション、病院受診時の同行等）に従事し
ていただきます。平成３０年３月開設予定（入居
定員９名）開設準備・研修等を含め、採用は平成

岩手県宮古市西ヶ丘三丁
目１１－１－１０６

株式会社　風和璃

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業係（フロント及びレス
トラン係等）／正社員

1人

セールス活動及びフロント業務としてチェックイ
ン・チェックアウト業務、売店・ラウンジ担当、
電話応対（予約管理・受付）、その他付随する業
務を行っていただきます。レストラン業務として
バイキング朝食・夕食の配膳、宴会場のセッティ

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎１
８－２５－３

休暇村　陸中宮古

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市



変形（１年単位）
(1) 6時00分～21時00分

129,600円～155,520円 (2)12時00分～21時00分
(3) 6時30分～15時30分

正社員以外 59歳以下 03030- 4927471
普通自動車免許一種 交替制あり

(通勤用）
130,200円～145,600円

正社員以外 不問 03030- 4928771

7

営業係（フロント及びレス
トラン係等）

1人

セールス活動及びフロント業務としてチェックイ
ン・チェックアウト業務、売店・ラウンジ担当、
電話応対（予約管理・受付）、その他付随する業
務を行っていただきます。レストラン業務として
バイキング朝食・夕食の配膳、宴会場のセッティ

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎１
８－２５－３

休暇村　陸中宮古

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

指導員

1人

宮古市姉ヶ崎サン・スポーツランドの水泳教室に
おいて、職員の指示のもと、水泳指導の補助から
始めていただきます。また簡単なパソコン操作や
受付・利用料の計算などの事務、その他清掃や片
付けなど施設管理を行います。

岩手県宮古市小山田二丁
目１番１号

一般財団法人　宮
古市体育協会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 8時30分～21時00分の
間の8時間程度

岩手県宮古市


