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

雇用期間の定めなし 207,000円～276,000円

正社員 不問 01010- 1058081

(1) 8時45分～17時15分
135,000円～135,000円

正社員以外 不問 03010- 1013581
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30分

177,000円～222,000円

正社員 59歳以下 03010- 1055481
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
交通誘導警備１級 (1) 8時00分～17時00分

又は２級 154,000円～220,000円

正社員 18歳～64歳 03010- 1077381
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
143,000円～220,000円

正社員 18歳～64歳 03010- 1078681
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
交通誘導警備１級 (1) 8時00分～17時00分

又は２級 154,000円～220,000円

正社員 18歳～64歳 03010- 1079981
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
143,000円～220,000円

正社員 18歳～64歳 03010- 1101581
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
143,000円～220,000円

正社員 18歳～64歳 03010- 1108381
薬剤師 変形（１ヶ月単位）

普通自動車免許一種 (1) 8時20分～17時20分
（通勤用） 208,200円～208,200円

正社員 59歳以下 03030-  219481
看護師 変形（１ヶ月単位）

普通自動車免許一種 (1) 8時20分～17時20分
（通勤用） 183,500円～247,600円 (2)16時30分～ 0時30分

(3) 0時30分～ 9時30分

正社員 59歳以下 03030-  220281
変形（１ヶ月単位）
(1)10時00分～20時00分

129,600円～129,600円

正社員以外 不問 03030-  221181
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 7時30分～16時30分
220,000円～220,000円

正社員以外 不問 03030-  222081
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

フォークリフト技能者 (1) 8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 車両系整地掘削用運転 160,000円～200,000円

正社員 64歳以下 03030-  224681
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 7時30分～16時00分

185,960円～200,800円

正社員 不問 03030-  230181
大型自動車免許一種
普通自動車免許一種 (1) 7時30分～16時00分
（ＡＴ限定不可） 180,200円～201,400円

正社員 不問 03030-  231081
美容師 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～17時45分
140,000円～180,000円

正社員 59歳以上 03030-  233681
理容師 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～17時45分
163,000円～230,000円

正社員 59歳以下 03030-  234981

(1) 8時30分～17時15分
123,828円～142,392円

正社員以外 不問 03030-  237781
変形（１年単位）
(1) 8時00分～16時30分

127,305円～127,305円

正社員以外 64歳以下 03030-  244481

1

水産加工員

3人

イクラ、鮭、サンマ、イカの生処理等の加工作業
および箱詰め等の仕事をしていただきます。未経
験の方でも指導いたします。出来るところから始
めますので、安心してご応募下さい。※パートタ
イム（８：３０～等）での勤務相談可能。

岩手県宮古市藤原一丁目
６－６

株式会社　村木水
産

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務補助員／福祉課（臨時
職員）

1人

宮古市役所福祉課に勤務となります。主な仕事内
容は福祉課において、資料整理等の事務補助、パ
ソコンを使用したデータ入力、書類作成、来客対
応、その他庶務等職員補助業務となります。

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）操作のできる方 岩手県宮古市

理容師

1人

理容クイック南店において、理・美容業務全般に
従事していただきます。注文に応じて、シャン
プー、カット、顔剃り、カラー、パーマ等行いま
す。施術に必要な材料等の整理や、その他付随す
る業務を行っていただきます。

岩手県宮古市南町１１番
２０号

株式会社　クイッ
ク

雇用期間の定めなし

理美容経験者 岩手県宮古市

美容師

1人

理・美容クイック・クリア末広町店において理・
美容業全般に従事していただきます。注文に応じ
て、シャンプー、カット、顔剃り、カラー、パー
マ等行います。施術に必要な材料等の整理や、そ
の他付随する業務を行っていただきます。

岩手県宮古市南町１１番
２０号

株式会社　クイッ
ク

雇用期間の定めなし

理美容経験者 岩手県宮古市

大型運転手≪急募≫

1人

大型運転業務全般に従事していただきます。土砂
等をダンプに積込み・掘削・整地等の作業を行い
ます。現場内及び一般道の運転業務です。また状
況により土木作業も行っていただきます。出社後
社用車に乗合で現場移動となります。

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

経験者（必須） 岩手県下閉伊郡岩泉町

普通土木作業員「建設」≪
急募≫

2人

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

岩手県下閉伊郡岩泉町二
升石字坂の下３－１

有限会社　三上建
設

雇用期間の定めなし

土木作業経験（必須） 岩手県下閉伊郡岩泉町

木材加工

1人

チップの製造にかかる作業全般となります。ある
程度の大きさに裁断された丸太を、破砕用の機械
に投入する作業です。ショベルローダーとフォー
クリフトを使用して丸太を運搬します。

岩手県宮古市川井２－２ 有限会社　川井林
業

岩手県宮古市

生コン車運転手

2人

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

岩手県下閉伊郡山田町織
笠１４－３２

株式会社　阿部組

雇用期間の定めあり（4ヶ月
以上）

大型運転経験者 岩手県下閉伊郡山田町

販売員／たけや

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

看護師「看護」

1人

山口病院または介護老人保健施設における診療の
補助、療養上の世話をしていただきます。医療器
具の準備・服薬管理・生活の見守り・医師の指示
による看護業務全般となります。状況により雑務
等も行います。夜勤では、定時巡回や電話応対、

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

薬剤師

1人

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

岩手県宮古市山口五丁目
３番２０号

社団医療法人　新
和会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

警備員Ｂ（日給／岩泉支
社）

10人

交通誘導警備、施設警備（巡回、常駐、出入管
理、列車見張）・機械警備機動要員。交通誘導警
備、施設警備、ＪＲ列車見張などに従事していた
だきます。社会保険・労使協定・労働安全衛生計
画完備。コンプライアンスを重視し、業界をリー

岩手県盛岡市大通３丁目
９番１７－２０１号

株式会社　Ｍ・
Ｋ・Ｇ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

警備員Ｂ（日給／山田支
社）

10人

交通誘導警備、施設警備（巡回、常駐、出入管
理、列車見張）・機械警備機動要員。交通誘導警
備、施設警備、ＪＲ列車見張などに従事していた
だきます。社会保険・労使協定・労働安全衛生計
画完備。コンプライアンスを重視し、業界をリー

岩手県盛岡市大通３丁目
９番１７－２０１号

株式会社　Ｍ・
Ｋ・Ｇ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町、他

警備員Ａ（日給／山田支
社）（有資格者）

5人

交通誘導警備、施設警備（巡回、常駐、出入管
理、列車見張）・機械警備機動要員。交通誘導警
備、施設警備、ＪＲ列車見張などに従事していた
だきます。社会保険・労使協定・労働安全衛生計
画完備。コンプライアンスを重視し、業界をリー

岩手県盛岡市大通３丁目
９番１７－２０１号

株式会社　Ｍ・
Ｋ・Ｇ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町、他

警備員Ｂ（日給／宮古支
社）

10人

交通誘導警備、施設警備（巡回、常駐、出入管
理、列車見張）・機械警備機動要員。交通誘導警
備、施設警備、ＪＲ列車見張などに従事していた
だきます。社会保険・労使協定・労働安全衛生計
画完備。コンプライアンスを重視し、業界をリー

岩手県盛岡市大通３丁目
９番１７－２０１号

株式会社　Ｍ・
Ｋ・Ｇ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

警備員Ａ（日給／宮古支
社）（有資格者）

5人

交通誘導警備、施設警備（巡回、常駐、出入管
理、列車見張）・機械警備機動要員。交通誘導警
備、施設警備、ＪＲ列車見張などに従事していた
だきます。社会保険・労使協定・労働安全衛生計
画完備。コンプライアンスを重視し、業界をリー

岩手県盛岡市大通３丁目
９番１７－２０１号

株式会社　Ｍ・
Ｋ・Ｇ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

営業（県内支店・営業所）

2人

当社において、大型・中型・小型トラック及びバ
スの新車販売等の営業業務を行っていただきま
す。見積り作成からお客様との商談、受注、販
売、納車、アフターセールス等の活動・トラック
に付随する部用品販売や車検及び保険勧誘・その

岩手県滝沢市大釜中道３
８－２

岩手三菱ふそう自
動車販売　株式会
社雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

営業アシスタント（宮古支
店）

1人

当社宮古支店において下記の業務を行っていただ
きます。見積書等各種資料作成・ＤＭ発送等・官
公庁に行ってもらうこともあります。その他指示
された業務および付随する業務。営業担当者１人
毎の専属アシスタントです。勤務時間、休日は相

岩手県盛岡市北飯岡１丁
目１－８２【郵送先指定
あり】

パルコホーム
（株式会社　日盛
ハウジング）雇用期間の定めあり（4ヶ月

以上）

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

大型ダンプ運転手（岩手県
岩泉町）

2人

土木工事現場にて大型ダンプの運転他に従事して
いただきます。

札幌市中央区南９条西９
丁目１－３５

株式会社　エヌエ
スアイ

大型ダンプ運転経験３年以
上 岩手県下閉伊郡岩泉町

     （1月12日時点の内容です）

　　１月５日　から　１月１２日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　１月２５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。 

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。 

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３０年１月１８日発行  



変形（１年単位）
(1)15時00分～ 0時00分

雇用期間の定めなし 200,000円～200,000円

正社員 18歳以上 03030-  239281
変形（１年単位）
(1)15時00分～ 0時00分

雇用期間の定めなし 230,000円～230,000円

正社員 18歳以上 03030-  241681
変形（１年単位）
(1)15時00分～ 0時00分

雇用期間の定めなし 200,000円～200,000円

正社員 18歳以上 03030-  242981
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
171,200円～171,200円

正社員以外 不問 03030-  245781
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時15分
123,828円～142,392円

正社員以外 不問 03030-  246881
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～133,965円

正社員 59歳以下 03030-  248181
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

158,900円～181,600円

正社員以外 不問 03100-  160481
土木施工管理技士1級又

は
変形（１年単位）

土木施工管理技士2級 (1) 8時00分～17時00分
普通自動車免許一種 217,202円～316,427円

正社員 59歳以下 03100-  162881
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
249,550円～249,550円

正社員以外 不問 04010- 2696481
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

170,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030-  170981
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

130,720円～130,720円

正社員以外 不問 03030-  174881
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 160,105円～229,600円

正社員以外 不問 03030-  175281
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
184,800円～231,000円

正社員 不問 03030-  176181
管工事施工技士2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 177,000円～246,500円
（ＡＴ限定不可）

正社員 59歳以下 03030-  178381
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

139,750円～215,000円

正社員 59歳以下 03030-  179681
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 7時45分～16時45分

雇用期間の定めなし 173,250円～196,350円

正社員以外 不問 03030-  182881
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 9時30分～18時30分

197,000円～292,500円

正社員 35歳以下 03030-  183281
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 7時45分～16時45分

雇用期間の定めなし 161,700円～184,800円

正社員以外 不問 03030-  184181
保育士

(1) 7時20分～16時20分
雇用期間の定めなし 142,600円～142,600円 (2) 8時20分～17時20分

(3) 9時40分～18時40分
正社員 59歳以下 03030-  187681

(1) 8時30分～17時15分
126,895円～146,985円

正社員以外 不問 03030-  188981
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 160,105円～229,600円

正社員以外 不問 03030-  189581
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
(免許取得後1年以上) (1) 7時30分～16時30分

220,000円～220,000円

正社員 45歳以下 03030-  191281
2

ホール係（つぼ八）

1人

チェーン店居酒屋でのホール接客業務にに従事し
ていただきます。メニューの注文取り、料理の提
供、テーブルの片づけ、店舗清掃。また調理補助
をしていただく場合もあります。

岩手県宮古市近内第４地割
５２－３　ラフィネＡ１０
２

株式会社　マルセ
イユ

岩手県宮古市

店長候補（つぼ八）

1人

つぼ八宮古大通り店および新店舗（つぼ八）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、清掃などです。また、ホール
接客、店舗運営全般を覚えていただきます。

岩手県宮古市近内第４地割
５２－３　ラフィネＡ１０
２

株式会社　マルセ
イユ

岩手県宮古市

調理（つぼ八）

1人

チェーン店居酒屋での調理業務全般。食材の仕込
み、調理、盛付け、調理器具や食器類の洗浄等を
行います。メニューはチェーン店定番品の他、旬
の料理等もあります。その他、掃除等行います。

岩手県宮古市近内第４地割
５２－３　ラフィネＡ１０
２

株式会社　マルセ
イユ

岩手県宮古市

ダンプ運転手

1人

ダンプの運転となります。範囲は宮古市内・山田
地区となり、プラント（生コンクリート製造工
場）までの現場間の運搬です。未経験の方も指導
しますので、安心して応募下さい。正社員登用制
度あり。大型運転経験あれば尚可。

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

事務補助員／門馬出張所
（臨時職員）

1人

門馬出張所及び併設する門馬地域振興センターに
勤務となります。主な業務は、各種届出受付、証
明書発行業務、書類整理やデータ入力、来客対応
等です。その他庶務等職員補助業務があります。
業務で公用車を使用する事があります。

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

外観検査・仕上げ（山田）

1人

工業製品に使用されるゴムパッキンの汚れや、形
状等の外観検査業務に従事していただきます。目
視でパッキンの選別を行い、カッターやハサミで
バリを取り、仕上げる作業です。簡単なパソコン
入力もあります。

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

土木作業員「建設」

5人

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

岩手県久慈市山形町川井
９－３２－２

蒲野建設　株式会
社

雇用期間の定めあり（4ヶ月
以上）

岩手県宮古市、他

土木施工管理技士（１級）

1人

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

岩手県久慈市山形町川井
９－３２－２

蒲野建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

ダンプ運転手［宮古市］

5人

１０ｔダンプにおいて材料運搬及び残土運搬等
＊６ヶ月毎の契約更新

宮城県仙台市泉区松森字
斉兵衛３６－１

伊東工業　株式会
社

雇用期間の定めあり（4ヶ月
以上）

岩手県宮古市

現場作業員「建設」

3人

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

岩手県宮古市宮町三丁目
１０－６１

株式会社　第一水
道設備

雇用期間の定めなし

配管工経験 岩手県宮古市

販売事務

1人

工事で使用する安全書類等の作成補助となりま
す。事務処理は見積書の作成、伝票計上およびパ
ソコン入力になります。受付業務は電話応対によ
る受注及び発注、来店による注文への対応等にな
ります。商品の引き渡しは、基本的に別の担当が

岩手県宮古市宮町４丁目
１番１１号

株式会社吉田産業
宮古支店

雇用期間の定めあり（4ヶ月
以上）

パソコン操作（ワード、エ
クセル基本操作） 岩手県宮古市

工事監督支援業務（技術補
助）「建設」４／１～

1人

県営建設工事に係る監督職員（正職員）の補助業
務を行うものです。なお、補助業務とは工事現場
の確認、巡回、報告等となります。事業所内にお
ける正職員の事務補助。パソコンによるデータ入
力が伴います。平成３０年４月１日雇用開始予定

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

建設業従事経験又は公共事業
等発注機関の工事監督経験、

PC操作(Word·Excel)

作業員

2人

建築・土木現場において、型枠解体およびハツリ
作業。解体現場において、家屋解体、内装解体等
の作業に従事していただきます。経験のない方の
応募も可能ですので、ご相談ください。現場に
よっては泊まりでの作業もあります。各種資格等

岩手県宮古市小国１４－
９２

合同会社　ボンズ
工業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

現場管理者「建設」

1人

入札工事・民間工事において、設備工事・配管工
事業務に従事していただきます。申請書類・図面
等、パソコンにて作成して頂きます。現場と事務
所内で、管理業務や関係先との調整業務をお願い
したいです。土木の経験者優遇。重機の免許お持

岩手県宮古市山口一丁目
２－３０

有限会社　中沢設
備

雇用期間の定めなし

パソコンにて図面及び申請
書作成等のできる方 岩手県宮古市、他

現場管理者見習い「建設」

1人

現場管理者補助として見習い業務全般。漏水修理
による掘削や配管手伝い、トイレ修理、水道工事
の配管取付等の現場作業を行います。慣れてきた
ら申請書類や図面等をパソコン作成します。入社
３年経過後は、管工事施工管理技士や土木施工管

岩手県宮古市山口一丁目
２－３０

有限会社　中沢設
備

雇用期間の定めなし

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作ができる方 岩手県宮古市、他

技術者「建設」

1人

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

岩手県宮古市津軽石１２
－１２６－１

有限会社　舘山建
設

岩手県宮古市

商品配達及び営業

2人

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

岩手県宮古市田鎖８－１
２－１

いわて生活協同組
合　共同購入事業
部　宮古センター雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

1級又は2級土木施工管理
技士、建設機械施工管理

技士のいずれか

土木作業員「建設」

1人

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

岩手県宮古市津軽石１２
－１２６－１

有限会社　舘山建
設

岩手県宮古市

保育士「保育」

1人

当社団医療法人に勤務する従業員の乳幼児保育施
設です。乳幼児保育、生活習慣の取得、発達の援
助、教育等の保育業務全般に従事して頂きます。
未満児、概ね１０名を２名体制で保育します。

岩手県宮古市山口５丁目
５番１０号

社団医療法人新和会
宮古山口病院附属か
きのき保育園

岩手県宮古市

事務補助（臨時職員）

1人

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

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字松橋２４－３

沿岸広域振興局
土木部　岩泉土木
センター

パソコン操作（ワード・エ
クセル）のできる方 岩手県下閉伊郡岩泉町

工事監督支援業務（技術補
助）「建設」

1人

県営建設工事に係る監督職員（正職員）の補助業
務を行うものです。なお、補助業務とは工事現場
の確認、巡回、報告等となります。事業所内にお
ける正職員の事務補助。パソコンによるデータ入
力が伴います。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字松橋２４－３

沿岸広域振興局
土木部　岩泉土木
センター雇用期間の定めあり（4ヶ月

以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

建設業従事経験又は公共事業
等発注機関の工事監督経験、

PC操作(Word·Excel)

雇用期間の定めあり（4ヶ月
未満）

宅配ドライバー

1人

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

岩手県宮古市田鎖第８地
割１２－１いわて生活協
同組合宮古センター

株式会社　三協運
輸サービス　宮古
センター雇用期間の定めなし

岩手県宮古市



普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1)10時00分～19時00分

136,960円～154,080円

正社員以外 59歳以下 03030-  192181
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
土木施工管理技士1級又

は
400,000円～600,000円

土木施工管理技士2級
正社員 59歳以下 施工管理経験 03030-  193081

(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 03030-  194381
変形（１年単位）
(1) 8時00分～16時45分

雇用期間の定めなし 124,538円～124,538円

正社員以外 67歳以下 03030-  195681
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-  196981
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

171,000円～273,600円

正社員 64歳以下 03030-  197581
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

133,403円～133,403円

正社員以外 59歳以下 03030-  198481
普通自動車免許一種

(通勤用) (1) 8時30分～17時30分
130,000円～150,000円

正社員 35歳以下 03030-  201481
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

雇用期間の定めなし 334,000円～413,000円

正社員 59歳以下 03030-  202781
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

292,000円～325,000円

正社員 59歳以下 03030-  204281
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

車両系建設運転免許 259,900円～271,200円
(必須)

正社員 59歳以下 03030-  205181
変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～16時00分

普通自動車免許一種 179,600円～199,600円 (2) 8時00分～17時00分
(通勤用) (3) 8時30分～17時30分

正社員以外 不問 03030-  206081
変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～16時00分

普通自動車免許一種 179,600円～199,600円 (2) 8時00分～17時00分
(通勤用) (3) 8時30分～17時30分

正社員以外 不問 03030-  207381
変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～16時00分

普通自動車免許一種 179,600円～199,600円 (2) 8時00分～17時00分
(通勤用) (3) 8時30分～17時30分

正社員以外 不問 03030-  208681
普通自動車免許一種

(1) 9時00分～17時00分
173,510円～173,510円

正社員 30歳以下 03030-  209981
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
138,880円～138,880円 (2) 6時00分～15時00分

(3)15時00分～ 8時30分

正社員 64歳以下 03030-  211881
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

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

(3) 9時00分～ 0時00分

正社員 69歳以下 03030-  214081
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 7時00分～17時00分

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

正社員 69歳以下 03030-  215381
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
162,000円～450,000円

正社員 不問 03060-  260981
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
162,000円～450,000円

正社員 不問 03060-  265281
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
(ＡＴ限定不可·必須) (1) 8時30分～17時15分

180,000円～220,000円

正社員以外 不問 04010- 2036381

3

ピット作業員

2人

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

岩手県宮古市宮町２丁目
２－５

株式会社　みちの
くオートバックス
オートバックス宮
古

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木施工管理者「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

宮古商工会議所共済・福祉
制度推進スタッフ

4人

商工会議所会員企業に対する生命保険による従業
員の福利厚生制度（退職金・弔慰金）のコンサル
ティング営業・経営者のリスク管理や事業承継、
資産管理などのアドバイスや保険設計。営業経験
のない方でも充実した研修制度により安心して勤

岩手県宮古市保久田７－
２５宮古商工会館２階

アクサ生命保険株
式会社盛岡支社
宮古営業所雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

水産物加工員

2人

水産食品の製造・加工業務に従事していただきま
す。時季により、サンマ・鮭・サバ・イカなどを
扱います。鮮魚だけでなく、冷凍処理した魚を加
工して、みりんや塩干し等を作ります。

岩手県宮古市藤原一丁目
３－４

有限会社三上商店

岩手県宮古市

管工事作業員・技術者「建
設」

2人

冷凍機設置工事全般及び附帯作業のうちの管工事
作業。主に、商店、コンビニエンスストア、水産
加工関係の事業所などの工事を行っております。
屋内の給排水工事はもとより、冷暖房機、業務用
冷蔵庫等の設置にかかる工事もあります。

岩手県宮古市大字津軽石
１０－３３３－７

有限会社　赤松エ
ンジニアリング

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

作業員

1人

立木等をチェンソーで伐採、バックホーで作業道
を作る、林業用機械で木を集める、オーストリア
製林業用機械ハーベスタで木を切り丸太にし、検
知や丸太の積込、はい積をし、工場や市場にも
持って行く等の業務を担当していただきます。

岩手県下閉伊郡田野畑村
菅窪２０５－８

株式会社　ふるさ
と木材

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

水産加工員

5人

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

岩手県宮古市日立浜町８
番２３号

株式会社　おがよ
し

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

金型部品加工

1人

金型部品の平面研磨加工作業をお願いします。機
械を操作しての研削を行います。初めは粗削りの
作業からなれていただき、仕事の習熟状況を見な
がら、その後仕上げ研削の作業も担当していただ
きます。

岩手県宮古市津軽石１４
－８８－１

有限会社クレイン

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業

1人

建設機械等（油圧ショベル）、トラックのレンタ
ル受注、販売営業に従事していただきます。主
に、建設会社への建設機械・車両のレンタル、販
売のルート営業のお仕事となります。

岩手県宮古市高浜４丁目
４４－１

東亜リース株式会
社　宮古営業所

岩手県宮古市

建設機械修理・メンテナン
ス

1人

当営業所において、建設機械等の修理とメンテナ
ンス業務に従事していただきます。対象機種は油
圧ショベル、トラックになり、点検・オイル交換
や各部品交換、板金加工等を行います。資格がな
くても、入社後、修理にあたり必要な資格は会社

岩手県宮古市高浜４丁目
４４－１

東亜リース株式会
社　宮古営業所

雇用期間の定めなし

重機・車・農器具等の整備
経験のある方 岩手県宮古市

業務／岩泉出張所

1人

主に建設機械の洗車を担当していただきます。車
種は軽トラック・１０ｔダンプ・バックホー等
で、ジェット水洗や、手洗いで洗車します。その
他現場への小物配達等、付随する業務がありま
す。小型移動式クレーン、玉掛け資格があれば尚

岩手県宮古市高浜４丁目
４４－１

東亜リース株式会
社　宮古営業所

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

保育士／山田町第一保育所
「保育」

3人

保育所に入所している児童（０～６歳児）への保
育業務になります。児童の年齢により対応人数は
異なりますが、常時複数で対応します。担任は他
におりますので、担任の補助を行っていただきま
す。昇格試験により、正社員の可能性あり。１年

岩手県下閉伊郡山田町後
楽町４－５

社会福祉法人　三
心会　山田町第一
保育所雇用期間の定めあり（4ヶ月

以上）

岩手県下閉伊郡山田町

保育士・幼稚園教諭免許
いずれも

保育士／織笠保育園「保
育」

1人

保育所に入所している児童（０～６歳児）への保
育業務になります。児童の年齢により対応人数は
異なりますが、常時複数で対応します。担任は他
におりますので、担任の補助を行っていただきま
す。昇格試験により、正社員の可能性あり。１年

岩手県下閉伊郡山田町織
笠１１－３０

社会福祉法人　三
心会　織笠保育園

雇用期間の定めあり（4ヶ月
以上）

岩手県下閉伊郡山田町

保育士・幼稚園教諭免許
いずれも

保育士／豊間根保育園
「保育」

2人

保育所に入所している児童（０～６歳児）への保
育業務になります。児童の年齢により対応人数は
異なりますが、常時複数で対応します。担任は他
におりますので、担任の補助を行っていただきま
す。昇格試験により、正社員の可能性あり。１年

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根３－１７７－１０

社会福祉法人　三
心会　豊間根保育
園雇用期間の定めあり（4ヶ月

以上）

岩手県下閉伊郡山田町

保育士・幼稚園教諭免許
いずれも

総合系エリア職員／正社員

3人

保険事業に関する業務（営業部門）。販売代理店
を訪問し、保険商品の説明や、アドバイス、付随
する契約書類の作成、各種企画の立案にも携わっ
ていただきます。入社後に先輩社員と同行しなが
ら業務を覚えていただきます。入社後、保険の資

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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護員（グループホーム職
員）「介護」

1人

認知症介護全般を行います。主な仕事は食事、入
浴、排泄の介助やレクの支援、通院介助などを行
います。９名の入居者の方を、職員８名で対応し
ています。通院介助の際は社用車（ＡＴ車）を使
用します。

岩手県下閉伊郡山田町大
沢４－３８－５

有限会社ヘルパー
はうす

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

乗務員

1人

タクシーの運転業務となります。乗客の要望に応
じ、タクシーを運転し目的地への輸送を行いま
す。出庫前の車両点検、料金収受、乗務記録の記
入、車両の清掃作業等を行います。二種免許をお
持ちでない方は、入社後に事業所負担で二種免許

岩手県宮古市築地一丁目
１－４４

有限会社　川崎タ
クシー

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

(ＡＴ限定不可·免許取得
後3年以上)

タクシー（介護タクシー）
運転手

2人

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

岩手県宮古市築地一丁目
１－４４

有限会社　川崎タ
クシー

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

建築技術者（宮古市）「建
設」

2人

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

岩手県胆沢郡金ケ崎町西
根矢来１９番地

株式会社　板宮建
設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木技術者（宮古市）「建
設」

2人

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

岩手県胆沢郡金ケ崎町西
根矢来１９番地

株式会社　板宮建
設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

（請）道路巡回［宮古市／
釜石市］

2人

国道４５号の大船渡市三陸町～山田町船越、国道
２８３号釜石市～遠野市上郷の釜石管内又は、国
道４５号の山田町船越～田野畑村大芦の宮古管内
（自動車専用道路も含みます）を、スケジュール
に従ってパトロール車で巡回又は運転を行うもの

宮城県仙台市青葉区八幡
１丁目４－１６

みちのくコンサル
タント　株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ月
未満）

岩手県宮古市、他

土木施工管理技士2級·測
量士補·土木学会二級技
術者·RCCM(建設部門)·技
術士補(建設部門)いずれ

か



土木施工管理技士２級
(1) 8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし 320,000円～450,000円

正社員 59歳以下 04010- 2281581
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時15分
140,000円～160,000円

正社員以外 不問 11100-  315381
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時45分～17時15分
174,000円～300,000円

正社員 59歳以下 03010-  572481
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時30分～18時00分
135,000円～135,000円

正社員 40歳以下 03010-  681381
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～16時30分

149,175円～157,950円

正社員以外 不問 03030-  132281
変形(1週間単位非定型的)
(1) 7時00分～16時00分

127,872円～138,240円 (2) 8時00分～17時00分
(3) 9時00分～18時00分

正社員以外 不問 03030-  134081
介護支援専門員

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

正社員以外 不問 03030-  136681
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～16時30分

135,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03030-  137981
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
(免許取得後3年以上) (1) 7時00分～18時00分

118,080円～130,626円 (2) 8時00分～19時00分

正社員 不問 03030-  138581
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

195,500円～218,500円

正社員以外 不問 03030-  139481
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

165,000円～198,000円

正社員 不問 03030-  141181
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

175,750円～196,800円

正社員 35歳以下 03030-  145981
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
建設機械施工技士１級 262,000円～315,000円
建設機械施工技士２級

のいずれか
正社員 不問 03030-  147481

車両系解体用運転 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

220,000円～220,000円

正社員 不問 03030-  148781
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時20分

128,000円～130,000円

正社員 不問 03030-  149881
変形（１年単位）
(1)15時00分～ 0時00分

200,000円～250,000円

正社員 18歳以上 03030-  151081
変形（１年単位）
(1)15時00分～ 0時00分

200,000円～250,000円

正社員 18歳以上 03030-  152381
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分

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

正社員以外 不問 03030-  153681
大型自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
203,400円～203,400円 (2) 8時00分～12時00分

正社員以外 不問 03030-  154981
介護職員初任者研修 変形（１ヶ月単位）
普通自動車免許一種 (1) 8時30分～17時30分

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

正社員以外 64歳以下 03030-  157781
看護師

(1) 8時30分～17時30分
207,360円～224,640円

正社員以外 不問 03030-  158881
4

発注者支援業務［下閉伊郡
田野畑村］

1人

国土交通省、各地方自治体等発注による公共工事
に関わる発注者支援、施工管理、工事関係資料作
成、積算等の補助業務に従事して頂きます。


宮城県仙台市青葉区小田原
５丁目２－５６　スタジオ
サイキビル２階

株式会社　エム
エーシー　仙台支
店

岩手県下閉伊郡田野畑村、他

一般事務（岩手県下閉伊
郡）

1人

建設機械等を扱う営業所の事務全般・電話、接客
応対・部品発注、手配・システム入力・営業事務
補助・郵便局・銀行等での手続き・庶務業務な
ど。増員のための募集になります。

埼玉県草加市弁天５－３
３－２５

日立建機日本　株
式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ月
以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

設計（宮古支店）「建設」

1人

一般住宅建築の設計業務。一般住宅の設計、プラ
ンニング。現場管理業務。現場での指揮監督、施
工管理、安全管理、品質管理等・積算業務・発注
者との連絡や打ち合わせ・その他設計に関連する
業務。

岩手県盛岡市北飯岡１丁
目１－８２【郵送先指定
あり】

パルコホーム
（株式会社　日盛
ハウジング）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務（宮古店）

1人

宮古店において下記の業務を担当していただきま
す。来客対応及び電話対応・パソコン操作による
請求書、見積書等の作成・車検、点検、整備に関
する入庫～精算等の業務及び関連書類の作成・そ
の他付随する業務及び指示された業務。

岩手県盛岡市津志田町１
丁目１－２０

盛岡日産モーター
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） 岩手県宮古市

配達員（灯油・重油）

1人

宮古・山田地域に灯油・重油の配達および取扱商
品のご案内を行う。営業所内において、伝票等の
事務処理業務を行う。また、船舶への油の積込作
業も行っていただきます。危険物の資格があれば
尚可ですが、入社後の資格取得も可能です。

岩手県宮古市日立浜町９
－１

株式会社　アベキ
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

販売員・チェッカー・惣菜

3人

スーパーマーケット玉木屋において、チェッ
カー・惣菜・販売業務に従事します。販売員は各
種商品の加工、パック詰め、品出し及び陳列な
ど。チェッカー担当ではレジおよび清算業務。惣
菜担当は簡単な惣菜作り、パック詰め、品出し等

岩手県宮古市板屋１－６
－６

株式会社　玉木屋

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護支援専門員「介護」

1人

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

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字惣畑５９－５

岩泉町役場

雇用期間の定めあり（4ヶ月
以上）

簡単なパソコン操作 岩手県下閉伊郡岩泉町

廃棄物収集運搬作業

3人

宮古市内の集積場を回り、ごみ収集や一般家庭の
トイレのし尿汲み取り作業を行います。２人１組
で、曜日ごとに決められたルートに沿って活動し
ます。収集作業を終えたら、処理場へ搬入をしま
す。使用する車両は、保有免許に応じて２ｔ～４

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

タクシー運転手（日勤）

3人

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

岩手県宮古市保久田４－
８

三社自動車　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

道路維持兼土木作業員「建
設」

2人

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

岩手県宮古市刈屋１１－
８０－３

刈屋建設　株式会
社

雇用期間の定めあり（4ヶ月
未満）

岩手県宮古市、他

建設現場土木作業員「建
設」

3人

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

岩手県宮古市保久田８番
１８号

佐々木産業　株式
会社

雇用期間の定めなし

土木作業経験者「建設」 岩手県宮古市、他

土木施工管理技士「建設」

3人

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

岩手県宮古市保久田８番
１８号

佐々木産業　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

作業職

1人

山林作業全般の作業職（林業師）当社直営山林で
の作業が主な仕事です。業務に必要な資格・免許
を当社負担で取得してもらい、各種林業機械の操
作運転等を行います。原木生産が中心ですが、山
林調査なども勉強してもらい、将来的に林業師と

岩手県宮古市茂市第２地
割日向１９４

株式会社　小林三
之助商店　岩手工
場雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

重機オペレーター作業（正
社員）「建設」

3人

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

岩手県宮古市保久田８番
１８号

佐々木産業　株式
会社

雇用期間の定めなし

重機運転業務経験者 岩手県宮古市、他

配送係

1人

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

岩手県下閉伊郡岩泉町袰
野字赤鹿１２１－２

有限会社　岩泉ゴ
ム工業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

調理補助（つぼ八）≪急募
≫

2人

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

岩手県宮古市近内第４地
割５２－３　ラフィネＡ
１０２

株式会社　マルセ
イユ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理兼ホール（つぼ八）≪
急募≫

2人

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

岩手県宮古市近内第４地
割５２－３　ラフィネＡ
１０２

株式会社　マルセ
イユ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護員／さくらつつみ「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。普通自動車免許（ＡＴ
限定可）のある方は施設車での送迎をしていただ

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

ダンプ運転手

1人

大型ダンプカーの運転業務に従事していただきま
す。使用する車両（ダンプカー）は１０トン車と
なります。災害復興工事にかかる市内の砕石場や
市内各現場から、砕石や土砂の運搬を行います。

岩手県宮古市板屋３丁目
２番１５号

大畑建材　大畑栄

雇用期間の定めあり（4ヶ月
以上）

大型運転経験 岩手県宮古市

介護員／えくぼ「介護」

1人

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

岩手県宮古市長根４－１
３－１

株式会社　介護施
設えくぼ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師／さくらつつみ「看
護」

1人

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

岩手県宮古市長根４－１
３－１

株式会社　介護施
設えくぼ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市



理学療法士又は 変形（１ヶ月単位）
作業療法士 (1) 8時30分～17時30分

220,000円～280,000円

正社員 59歳以下 03030-  159281
普通自動車免許一種 交替制あり

(通勤用）
150,000円～300,000円

正社員 64歳以下 03030-  161681
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
準中型自動車免許 130,000円～130,000円

正社員 40歳以下 03030-  162981

(1) 8時30分～17時00分
135,000円～160,000円

正社員以外 不問 03030-  163581
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-  167281
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
128,000円～200,000円

正社員 64歳以下 03030-  168181
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
128,000円～200,000円

正社員 64歳以下 03030-  169081

130,240円～130,240円

正社員以外 不問 06030-  508481
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
交通誘導警備１級 (1) 8時00分～17時00分

又は２級 154,000円～220,000円

正社員 18歳～64歳 03010- 1131381
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

138,000円～220,000円

正社員 64歳以下 03030-  249081
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
161,700円～254,100円

正社員 64歳以下 03030-  250981
介護支援専門員

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

正社員 64歳以下 03030-  252481
普通自動車免許一種
社会福祉主事又は (1) 8時30分～17時30分
介護支援専門員 190,000円～250,000円

(必須)

正社員 64歳以下 03030-  253781
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

151,400円～300,000円

正社員 不問 03030-  256181
変形（１年単位）
(1)11時00分～22時00分

200,000円～250,000円

正社員 不問 03030-  259681
変形（１年単位）
(1)10時00分～20時00分

220,000円～300,000円

正社員 不問 03030-  260481
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 150,000円～235,000円

正社員 不問 03030-  262881
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

180,000円～235,000円

正社員 59歳以下 03030-  263281
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

180,000円～235,000円

正社員 59歳以下 03030-  264181
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

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

正社員 59歳以下 03030-  265081
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(通勤用） (1) 6時40分～15時40分
130,000円～130,000円 (2) 9時40分～18時40分

(3) 8時30分～17時30分

正社員以外 不問 03030-  266381
5

理学・作業療法士

1人

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

岩手県下閉伊郡山田町飯
岡第９地割２３－１

医療法人　晃生会
介護老人保健施設
さくら山雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

サービススタッフ

2人

宿泊、会食、法事等利用客の案内、電話対応予約
管理（パソコンで管理します）会計精算等行って
いただきます。フロント業務終了後、サービスス
タッフとして食事処（２０席程度）での接客や料
理の配膳、片付けの他レジ業務や清掃業務もして

岩手県宮古市築地一丁目
１－３８

浄土ヶ浜海舟　株
式会社

雇用期間の定めなし

パソコン操作(初級程度) 又は 6時00分～22時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

水産加工員

2人

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

岩手県宮古市小山田二丁
目４－３

有限会社　佐々寛
商店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

(H29.3.12以降免許取得
の方)

一般事務

1人

事務業務全般に従事していただきます。伝票入
力、会計資料印刷、書類作成など主にパソコン
（ワード・エクセル）を使用する仕事となりま
す。その他、来客・電話応対、事務所内の清掃等
もあります。自動車免許をお持ちの方は書類の届

岩手県宮古市栄町１－３
６

岩間美暁税理士事
務所

雇用期間の定めあり（4ヶ月
以上）

パソコン操作（ワード・エ
クセル） 岩手県宮古市

一般事務／宮古営業所機材
センター≪急募≫

1人

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

岩手県宮古市板屋一丁目
２番７号

株式会社　イブキ
産業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

運転手：宮古

1人

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

岩手県宮古市板屋一丁目
２番７号

株式会社　イブキ
産業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

運転手：岩泉≪急募≫

1人

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

岩手県宮古市板屋一丁目
２番７号

株式会社　イブキ
産業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

品出し、レジ（１００円
ショップ宮古長町店）

1人

商品の陳列等及びレジ業務担当。雇用期間は、採
用日より直近の４月１５日、もしくは１０月１５
日のいずれか。その後においては【６ヵ月毎の契
約更新】の可能性あり（条件あり）

遊佐町比子字白木２３－
３６２

マルホンカウボ－
イ　本間物産株式
会社雇用期間の定めあり（4ヶ月

未満） 又は 9時30分～20時30分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

警備員Ａ（日給／岩泉支
社）（有資格者）

5人

交通誘導警備、施設警備（巡回、常駐、出入管
理、列車見張）機械警備機動要員。交通誘導警
備、施設警備、ＪＲ列車見張などに従事していた
だきます。社会保険・労使協定・労働安全衛生計
画完備。コンプライアンスを重視し、業界をリー

岩手県盛岡市大通３丁目
９番１７－２０１号

株式会社　Ｍ・
Ｋ・Ｇ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

電気設備現場作業員（見習
い可）「建設」

1人

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

岩手県下閉伊郡山田町織
笠１１－１－４１

有限会社　沼崎電
気

雇用期間の定めなし

建設現場経験者 岩手県下閉伊郡山田町

ダンプ運転手「建設」

2人

工事現場において、ダンプによる土砂運搬業務全
般に従事していただきます。運転業務がない場合
は、土木作業の仕事を行います。基本的に作業場
（宮古市長沢第７地割）または事業所所在地まで
出勤し、大型ダンプにて現場に移動します。

岩手県宮古市根市第６地
割７番地１

有限会社　伊藤総
業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

介護支援専門員「介護」
《急募》

1人

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

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

岩手県宮古市

生活相談員「介護」

1人

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

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

岩手県宮古市

現場作業員「建設」

1人

一般住宅の給排水設備工事全般。一般住宅（新築
及びリフォーム物件）の上水道・下水道に関連す
る水回りの給排水工事全般に従事していただきま
す。現場は主に宮古市及びその近郊となります。
社用車（マニュアル車）の運転があります。

岩手県宮古市田鎖第５地
割３４－７

有限会社ジオニッ
ク・フロント

雇用期間の定めなし

給排水工事経験者 岩手県宮古市

調理（王将）≪急募≫

1人

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

岩手県宮古市大通４丁目
４－２０　２Ｆ

株式会社　マルセ
イユ　大阪王将宮
古店雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

鉄工作業員（宮古作業所）
「建設」

1人

弊社宮古工場内での、各種プラント機器の溶接作
業及び製缶作業全般に従事して頂きます。配管工
事、各種産業機械の据え付け工事、メンテナンス
等。鋼材等を取り扱うため力仕事等あり。

岩手県宮古市小山田１丁
目７

五菱工業　株式会
社　宮古作業所

岩手県宮古市

店長候補（王将）≪急募≫

1人

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

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

溶接工（山田工場）

1人

弊社工場内での各種プラント機器の溶接作業及び
製缶作業に従事して頂きます。鋼材等を取り扱う
ため力仕事等があります。業務に慣れて来たら、
将来的には工場内で製作した製缶品　の据え付け
作業等で社用車（２トン～４トン平ボディート

岩手県宮古市小山田１丁
目７

五菱工業　株式会
社　宮古作業所

雇用期間の定めなし

溶接経験のある方 岩手県下閉伊郡山田町

溶接工（宮古工場）

1人

弊社工場内での各種プラント機器の溶接作業及び
製缶作業に従事して頂きます。鋼材等を取り扱う
ため力仕事等があります。業務に慣れて来たら、
将来は工場内で製作した製缶品の据え付け作業等
で社用車（２トン～４トン平ボディートラック）

岩手県宮古市小山田１丁
目７

五菱工業　株式会
社　宮古作業所

雇用期間の定めなし

溶接経験のある方 岩手県宮古市

営業

1人

より多くの方々にご乗車・ご利用いただく為、主
に企画列車に関する業務（企画、立案、旅行会社
等へ企画をツアーに組み込んでもらうための営
業、地元企業や団体等に利用してもらうための集
客営業）や、観光に関する業務を行っていただき

岩手県宮古市栄町４番地 三陸鉄道　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

窓口業務／宮古駅

1人

総合窓口において、窓口対応や電話対応、切符販
売、パソコンを使用し数字等の入力、各種イベン
トへの参加、駅前イベントや企画列車でのＰＲ活
動、その他付随する業務を行います。年度ごとの
更新になります。

岩手県宮古市栄町４番地 三陸鉄道　株式会
社

雇用期間の定めあり（4ヶ月
未満）

岩手県宮古市

パソコン操作(ワード・エ
クセル入力操作ができる

事)



栄養士 変形（１ヶ月単位）

130,000円～180,000円

正社員以外 不問 04010- 3091781
変形（１ヶ月単位）

117,660円～124,020円

正社員以外 不問 04010- 3094181
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 9時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 176,000円～215,000円

正社員 35歳以下 13010- 3891081
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

雇用期間の定めなし 普通自動車免許一種 380,000円～480,000円

正社員 59歳以下 15010- 2176981
車両系基礎工事用運転
車両系整地掘削用運転 (1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 207,000円～276,000円

正社員 不問 01230-  818681
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 200,000円～250,000円

正社員 不問 03030-  270881
介護職員初任者研修 変形（１ヶ月単位）
普通自動車免許一種 (1) 8時30分～17時30分

131,000円～220,000円 (2) 7時00分～16時00分
(3)10時00分～19時00分

正社員 64歳以下 03030-  273081
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時45分～17時00分
雇用期間の定めなし 122,325円～130,480円

正社員 59歳以下 03030-  275681
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

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

正社員 不問 03030-  276981
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

166,600円～214,200円

正社員以外 64歳以下 03030-  277581
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～16時30分

179,600円～190,200円

正社員 不問 03030-  278481
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
159,600円～250,800円

正社員 64歳以下 03030-  279781
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
182,400円～250,800円

正社員 64歳以下 03030-  280081
土木施工管理技士1級又

は
変形（１年単位）

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

正社員 64歳以下 03030-  281381
中型自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 7時30分～16時30分

150,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03030-  282681
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 9時00分～18時00分

160,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03030-  283981
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 164,000円～164,000円

正社員 30歳以下 03030-  284581
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 6時30分～14時30分
170,000円～170,000円 (2)14時00分～22時00分

正社員 35歳以下 03030-  285481
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 140,000円～240,000円

正社員 64歳以下 03030-  287881
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(必須) (1) 8時30分～17時00分
160,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03030-  289181
保育士

普通自動車免許一種
(通勤用) 138,700円～219,600円

正社員 59歳以下 03030-  290681
普通自動車免許一種

(通勤用) (1) 8時15分～17時00分
調理師 138,700円～219,600円

正社員 59歳以下 03030-  291981
6

調理員

1人

若桐保育園に勤務し園児（０歳～５歳）の給食等
調理に従事していただきます。調理５０食（離乳
食、昼食、おやつ）・食器の片づけ、厨房の清掃
等３名で対応しています。平成３０年２月からの
採用予定です。

岩手県下閉伊郡田野畑村
田野畑１２０－１

社会福祉法人　田
野畑村社会福祉協
議会雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

保育士「保育」

2人

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

岩手県下閉伊郡田野畑村
田野畑１２０－１

社会福祉法人　田
野畑村社会福祉協
議会雇用期間の定めなし

又は 7時15分～18時30分
の間の8時間程度

岩手県下閉伊郡田野畑村

設備作業員（見習い可）
「建設」

1人

冷却設備（水産加工会社の冷凍冷蔵庫等）および
周辺機器の工事、点検、整備、水産加工機械等の
製作、点検、整備等を行います。現場は主に宮古
市内または沿岸地区で、移動には社用車を使用し
ます。作業内容が様々な為、未経験者でも指導し

岩手県宮古市田鎖第９地
割３６番地３

有限会社畠山冷設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

電気工事「建設」

2人

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

岩手県宮古市太田二丁目
９番１７号

有限会社　フジモ
リ電業

岩手県宮古市、他

フロント業務（日勤）

2人

ビジネスホテルのフロント業務を行います。宿泊
予約の受け付け、来客・宿泊客対応、宿泊料金の
精算業務、顧客管理などに伴うパソコン簡易操
作、問合せ等の電話対応などを行っていただきま
す。また、施設管理として客室や施設内の簡単な

岩手県宮古市新町２－５ 有限会社　熊安旅
館（宮古セントラ
ルホテル熊安）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

外線技能職（見習養成可）
「建設」

1人

東北電力の電気機械設備の設置や維持改修に関わ
る作業を行います。現場は主に宮古市内や管内と
なります。まれに出張となる場合があります。時
代に左右されず安定し地域と共に歩む職種です。

岩手県宮古市神林３－１
３

株式会社　宮古電
工

岩手県宮古市

営業（宮古）≪急募≫

1人

一般住宅・マンション・アパート等建築物の外
壁・屋根塗装工事の営業です。また塗装工事が必
要と思われる住宅等へのポスティング作業も担当
して頂きます。パソコンによる見積書等の作成も
行います。

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

パソコン操作（ワード・エ
クセル）の出来る方 岩手県宮古市

コンクリート圧送オペレー
ター「建設」

1人

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

岩手県宮古市長町二丁目
７番１４号

有限会社　三　東

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木施工管理「建設」

1人

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

岩手県下閉伊郡田野畑村
羅賀２６８－１

佐藤建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

経験者
パソコン操作のできる方

岩手県下閉伊郡田野畑村、他

法面作業員「建設」

2人

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

岩手県下閉伊郡田野畑村
羅賀２６８－１

佐藤建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

経験者 岩手県下閉伊郡田野畑村、他

土木作業員「建設」

2人

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

岩手県下閉伊郡田野畑村
羅賀２６８－１

佐藤建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

経験者 岩手県下閉伊郡田野畑村、他

普通土木作業員「建設」≪
急募≫

3人

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

岩手県下閉伊郡岩泉町二
升石字坂の下３－１

有限会社　三上建
設

雇用期間の定めなし

土木作業経験（必須） 岩手県下閉伊郡岩泉町、他

普通作業員「建設」

5人

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

岩手県宮古市小山田三丁
目６－７

三浦重機　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

配管工「建設」

2人

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

岩手県宮古市大字八木沢
７－５６－１

有限会社　池田水
道

雇用期間の定めなし

給排水工事経験者 岩手県宮古市

レストラン調理

2人

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

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉１９地割字村木１８－
１

早野産業　有限会
社

岩手県下閉伊郡岩泉町

介護員／施設訪問「介護」
≪急募≫

1人

ハートランド宮古に入居している方の、施設内訪
問介護や、利用者宅への訪問介護を行います。生
活援助及び身体介護のサービスを行います。日勤
のみの勤務やパート勤務（１日４時間以上から）
についても相談に応じます。

岩手県宮古市実田２丁目
５－１０

医療法人　おかだ
外科内科クリニッ
ク雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

運転手

2人

大型ダンプカーの運転業務に従事していただきま
す。主に災害復旧関連の建設現場において、土
砂・砂利等の運搬を行います。現場は宮古地区及
び、下閉伊地区の北部がほとんどです。

岩手県下閉伊郡岩泉町袰
野字赤鹿１０８

小本運送　有限会
社

大型またはトラック運転経
験者

岩手県下閉伊郡岩泉町、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。
現場への直行・直帰可。週４０時間を超える場合
は時間外勤務。


北海道札幌市豊平区平岸
４条７丁目１１番７号

株式会社　ジェイ
エムシー

重機オペレーター経験  ３
年以上



岩手県下閉伊郡岩泉町

又は 5時00分～20時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市、他

整備職（岩手県下閉伊郡）

1人

建機の整備及び、入出庫、点検。 東京都中央区日本橋人形町
１－１４－８　郵船水天宮
前ビル４階

ユナイト　株式会
社

ワード・エクセルの基本操
作 岩手県下閉伊郡山田町

（請）土木技術者（岩手県
宮古市）

2人

国交省発注工事に伴う発注者支援業務。道路等の
維持・修繕関係の技術資料作成の業務です。業務
上車を使用する機会：有（社有車有）

新潟県新潟市中央区万代４
丁目２－２３　オフィス万
代２階

株式会社　シーエ
ステック

実務経験１年以上 岩手県宮古市

（請）栄養士［宮古市］

1人

救護施設での食事提供業務、献立作成等
＊１２ヶ月毎雇用契約更新

宮城県名取市植松字入生
３４６－１

ジー・エイチ・ホス
ピタリティフード
サービス東日本株式
会社

雇用期間の定めあり（4ヶ月
以上） 又は 5時00分～20時00分

の間の8時間程度
岩手県宮古市、他

（請）調理スタッフ［宮古
市］

2人

救護施設での食事提供業務
＊６ヶ月毎雇用契約更新

宮城県名取市植松字入生
３４６－１

ジー・エイチ・ホス
ピタリティフード
サービス東日本株式
会社

雇用期間の定めあり（4ヶ月
以上）



普通自動車免許一種 交替制あり
(通勤用） (1) 8時30分～17時30分

134,000円～209,500円 (2)19時10分～ 4時10分

正社員 34歳以下 03030-  292581
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

198,050円～349,500円

正社員 64歳以下 03030-  293481
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-  294781
普通自動車免許一種

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

正社員 35歳以下 03030-  298081
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

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

正社員 59歳以下 03030-  299381
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時30分

161,700円～207,900円

正社員 不問 03030-  301181
調理師 交替制あり

119,250円～135,150円

正社員以外 不問 04010- 3454781
大型自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
172,800円～259,200円

正社員 不問 09110-  251781

7

運転手

1人

港湾工事に関する、大型ダンプでの運搬作業で
す。プラントからアスファルト合材を積み、道路
新設工事現場まで運搬します。また、残土・砕石
等も運搬します。工事の進捗状況に応じて就業時
間が変更になる場合があります。

栃木県日光市清滝３－７
－１６

株式会社　明和

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

（請）調理師［宮古市］

1人

救護施設での給食提供業務
＊１年毎契約更新

宮城県名取市植松字入生
３４６－１

ジー・エイチ・ホス
ピタリティフード
サービス東日本株式
会社

雇用期間の定めあり（4ヶ月
以上） 又は 5時30分～19時00分

の間の8時間程度
岩手県宮古市

土木作業員「建設」

1人

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

岩手県下閉伊郡山田町山
田第１地割柳沢公園内第
２産業復興棟Ｂ－１

上林建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

鉄道業務員

2人

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

岩手県宮古市栄町４番地 三陸鉄道　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

動力車操縦者(鉄道)·危険
物取扱者乙種·電気工事士·
消防設備士·小型クレーン·
玉掛技能者のいずれか

税務会計スタッフ

2人

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

岩手県宮古市黒田町６番
２２号

株式会社　佐々木
鳥居会計事務所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

建築技術者「建設」

1人

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

岩手県宮古市八木沢三丁
目１１－５

株式会社　菊地建
設

雇用期間の定めなし

建築施工管理業務経験者
岩手県宮古市、他

配管工「建設」

1人

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

岩手県宮古市八木沢三丁
目１１－５

株式会社　菊地建
設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

プレスオペレーター

3人

プレス機械オペレーション、金型、プレス機械、
周辺機器の調整作業、製品検査（顕微鏡を使って
寸法測定、外観検査）作業を行います。【若者応
援宣言企業】事業所ＰＲシートあり（岩手労働局
ＨＰ、若者雇用促進総合サイト掲載）

岩手県下閉伊郡山田町石
峠３－１７－４

和田工業株式会社
東北工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町


