
(1) 8時00分～17時00分
350,000円～550,000円

無期雇用派遣 不問 01010- 2770781

(1) 8時30分～17時00分
170,888円～170,888円

有期雇用派遣 不問 03010- 1579381
普通自動車免許一種

(業務でマイカー使用) (1) 8時30分～17時15分
172,800円～172,800円

有期雇用派遣 不問 03010- 1709581
主任介護支援専門員
普通自動車免許一種 (1) 8時15分～17時15分

172,600円～217,100円

正社員 64歳以下 03030-  324481
保健師

普通自動車免許一種 (1) 8時15分～17時15分
雇用期間の定めなし 153,400円～257,200円

正社員 64歳以下 03030-  325781
普通自動車免許一種

社会福祉士 (1) 8時15分～17時15分
雇用期間の定めなし 145,600円～213,800円

正社員 64歳以下 03030-  326881
フォークリフト技能者 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 161,000円～200,000円

正社員 61歳以下 03030-  328181
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-  331581
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

129,600円～164,160円

正社員以外 不問 03030-  332481

(1)23時00分～ 8時00分
140,304円～140,304円

正社員以外 18歳以上 03030-  333781
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時15分
146,800円～159,700円 (2) 9時45分～18時30分

正社員以外 不問 03030-  334881
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
130,900円～170,600円 (2) 9時00分～18時00分

(3)15時00分～ 0時00分

正社員 64歳以下 03030-  335281
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～16時30分
144,000円～160,000円

正社員以外 不問 03030-  337081
薬剤師

(H30.3取得見込み可) (1) 8時30分～17時15分
雇用期間の定めなし 236,100円～236,100円

正社員 37歳以下 03070-  414081
診療放射線技師

(H30.3取得見込み可) (1) 8時30分～17時15分
175,700円～187,000円

正社員 37歳以下 03070-  415381
看護師

(H30.3取得見込み可) (1) 8時30分～17時15分
190,500円～211,100円 (2)16時30分～ 1時15分

(3) 0時30分～ 9時15分

正社員 59歳以下 03070-  416681
理学療法士又は

作業療法士 (1) 8時30分～17時15分
(H30.3取得見込み可) 175,700円～187,000円

正社員 37歳以下 03070-  417981
介護福祉士 交替制あり

(H30.3取得見込み可) (1) 7時00分～15時45分
161,200円～161,200円 (2) 7時30分～16時15分

(3) 8時30分～17時15分

正社員 39歳以下 03070-  418581
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
235,000円～355,000円

無期雇用派遣 62歳以下 04010- 4555081
1

（派）土木施工管理［岩手
県宮古市］

1人

湾岸の災害復興工事における土木施工管理業務を
担当していただきます。４名体制の一員として主
に岸壁の補修工事等の工程、品質、安全管理を担
当していただきます。安全管理の一環で現場パト
ロールも行っていただきます。平成３０年６月３

宮城県仙台市青葉区一番町
３丁目７－２３　明治安田
生命仙台一番町ビル８階

株式会社　テクノ
プロ・コンストラ
クション　東北支
店

雇用期間の定めなし
施工管理実務経験者

ＰＣ（エクセル、ワード）
基本操作 岩手県宮古市、他

介護福祉士（岩泉町：百楽
苑）「介護」

1人

入所・通所される方の生活援助・介護業務を行っ
ていただきます【身体介護】食事介助・水分補
給・更衣介助・整容・排泄介助・洗面介助・入浴
介助等。【生活介助】移動介助・居室清掃等。
【その他】介護記録。

岩手県北上市花園町一丁
目６番８号

社会福祉法人　恩
賜財団　済生会支
部　岩手県済生会雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

理学療法士又は作業療法士
（岩泉町：百楽苑）

1人

機能訓練業務及び利用者への包括的な援助。入所
者が食事や着替えなどで自立した生活を送れるよ
うに援助を行う。個別機能訓練計画の作成および
個別機能訓練の実施。入所者の日常生活の維持、
向上を図る機能訓練を行う。

岩手県北上市花園町一丁
目６番８号

社会福祉法人　恩
賜財団　済生会支
部　岩手県済生会雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

看護師（岩泉町）「看護」

2人

病棟及び外来患者さんへの看護業務及び医療の補
助等を行っていただきます。病棟、外来において
の看護業務・診療の補助・療養上の介助・夜間の
巡回・その他、上記に付随する業務。

岩手県北上市花園町一丁
目６番８号

社会福祉法人　恩
賜財団　済生会支
部　岩手県済生会雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

診療放射線技師（岩泉町）

1人

診療放射線技師業務全般及びデータ処理・管理等
を行っていただきます。撮影業務・ＣＴ検査、Ｍ
ＲＩ検査、単純Ｘ線撮影、マンモグラフィー、骨
塩定量検査、血管造影検査。データ処理、管理業
務。

岩手県北上市花園町一丁
目６番８号

社会福祉法人　恩
賜財団　済生会支
部　岩手県済生会雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

薬剤師（岩泉町）

2人

調剤及び製剤、患者さんへの服薬指導等を行って
いただきます。院内又は外来においての薬剤師業
務・調剤及び製剤・服薬指導・薬歴管理・薬剤管
理・その他、上記に付随する業務。

岩手県北上市花園町一丁
目６番８号

社会福祉法人　恩
賜財団　済生会支
部　岩手県済生会

岩手県下閉伊郡岩泉町

在庫管理及び配達員

1人

菓子の在庫管理を行います。在庫数の確認と記
録、和菓子の個包、箱詰め、包装、店内の清掃業
務。また注文による町内配達や状況により盛岡店
までの配達をお願いする場合があります。配達は
社用車（ライトバン）を運転します。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字下宿３７

有限会社　中松屋

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

介護職員（小規模多機能居
宅介護）「介護」

1人

当センターでは、訪問、通い、泊まりサービスを
組み合わせて、その人の２４時間を支える仕事で
す。利用者への食事・入浴・着替え・排泄・通院
などの介助、通いの送迎、レクリエーション、訪
問での在宅サービスを行います。また利用者が異

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

生活指導員

1人

松山荘共同生活事業所『ちふな』では地域６ヶ所
のグループホームを運営をしています。生活相談
員としてグループホーム利用者の方の、生活支援
や通院の同行、相談などを行っていただきます。

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

月未満） パソコン操作（ワードによ
る文書入力）

岩手県宮古市

コンビニ販売員／２３時～
≪急募≫

1人

コンビニエンス業務全般を行います。お客様への
対応・レジ業務、入荷商品の仕分け、商品の品出
し・陳列、フライヤー調理、店内外の清掃、ゴミ
等の片付けなどを行います。２人体制での業務と
なります。土日祝日も勤務できる方。

岩手県宮古市保久田８－
１６

有限会社　三寿

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

加工従業員（臨時従業員短
期）

10人

ボイルわかめの加工作業となります。わかめを釜
に入れて炊き、ゆで上がったものを、冷却して木
箱に入れる作業です。わかめの収穫状況により、
雇用期間が前後する場合があります。雇用期間は
３月上旬から３０日以下で予定しております。

岩手県宮古市田老三丁目
２番１号

田老町漁業協同組
合（加工場）

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

一般事務／岩泉

1人

主に建設機械のリースを行っております。お客様
（個人の方や企業の方）対応、リース貸出、返却
の際の重機のチェック（様式あり）売上実績の資
料作成、仕入、売上の伝票処理及びパソコン入
力、電話・来客応対、その他一般事務全般を行っ

岩手県宮古市板屋一丁目
２番７号

株式会社　イブキ
産業

雇用期間の定めなし

パソコン（初級程度） 岩手県宮古市

フォークリフト運転≪急募
≫

1人

主にコンクリート製品のＵ字形側溝を製造してい
ます。製造過程での型枠等を構内においてフォー
クリフトを運転し運搬します。その他製品整理、
トラックへの積込作業となります。

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根４－１２

有限会社　豊興

フォークリフト運転 岩手県下閉伊郡山田町

社会福祉士「介護」

1人

川井センターにおいて、地域に暮らす人たちの介
護予防や、日々の暮らしのサポートをする地域包
括支援センターの業務を担当していただきます。
職員２名体制で行っていただきます。

岩手県宮古市小山田２丁
目９番２０号

社会福祉法人　宮
古市社会福祉協議
会

岩手県宮古市

保健師「看護」

1人

川井センターにおいて、地域に暮らす人たちの介
護予防や、日々の暮らしのサポートをする地域包
括支援センターの業務を担当していただきます。
職員２名体制で行っていただきます。

岩手県宮古市小山田２丁
目９番２０号

社会福祉法人　宮
古市社会福祉協議
会

岩手県宮古市

主任介護支援専門員「介
護」

1人

地域に暮らす人たちの介護予防や、日々の暮らし
をサポートする地域包括支援センターの業務を担
当していただきます。職員２名体制で行っていた
だきます。外出の際には当社会福祉協議会の施設
車を使用します。

岩手県宮古市小山田２丁
目９番２０号

社会福祉法人　宮
古市社会福祉協議
会雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般事務（岩泉町）

1人

派遣先事業所において以下の業務を担当して頂き
ます。≪一般事務業務≫事務全般（庶務含む）・
小口現金、資材伝票（基本的に、ＰＣ管理（専用
システム使用））・週２、３日位、郵便局（車１
０分位）に行って頂きます。

岩手県盛岡市盛岡駅西通
２丁目９－１　マリオス
１５Ｆ

マンパワーグルー
プ　株式会社　盛
岡支店雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

一般事務（宮古市）

1人

建設機械の販売・サービスに関わる受発注、仕
入・請求伝票入力、請求書送付等（システム入力
中心）、ユーザーや仕入先に対する支払、入金伝
票処理。現金出納業務、電話、来客対応、その他
庶務業務全般。

岩手県盛岡市盛岡駅西通
２丁目９－１　マリオス
１５Ｆ

マンパワーグルー
プ　株式会社　盛
岡支店雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）
事務職経験のある方

 岩手県宮古市

事業所名
求人番号

市内及び近郊工事の土木施
工管理（岩手県宮古市）

3人

宮古市内及び近郊工事等の現場での管理業務を担
当していただきます。工事スケジュールの作成、
管理・現場での測量、丁張、図面の作成、修正
（ＣＡＤ使用）・作業責任者への指示出し、安全
管理・写真撮影、管理・提出書類の作成等。遠方

札幌市中央区北２条東１
７丁目２番地

株式会社　アイエ
ンジニアリングス
タッフ雇用期間の定めなし

現場経験のある方 岩手県宮古市

     （1月22日時点の内容です）

　　１月１５日　から　１月２２日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　２月１日です＞

職種・雇用期間・雇用形態求人数
仕事の内容
年　　　齢

必要な免許資格
必要な経験など

賃　　金 就業時間
所在地

就業場所

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

◎ すでに、募集を締め切っている場合もありますので、ご注意ください。 

TEL 0193－63－8609 

ハローワーク 宮古 

宮古公共職業安定所 

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

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

◎ すでに、募集を締め切っている場合もありますので、ご注意ください。 

TEL 0193－63－8609 

ハローワーク 宮古 

宮古公共職業安定所 

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

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

平成３０年１月２５日発行  



交替制あり
(1)10時00分～19時00分

168,000円～252,000円 (2)11時00分～20時00分

有期雇用派遣 不問 04010- 4647581
変形（１年単位）
(1) 8時50分～18時10分

133,300円～133,300円 (2)11時00分～20時20分

正社員以外 59歳以下 01230- 1097681
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

127,859円～127,859円

正社員以外 不問 03030-  311081
普通自動車免許一種
介護職員初任者研修 (1) 8時30分～17時15分

171,500円～179,500円

正社員以外 不問 03030-  315581
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時15分
141,500円～153,900円

正社員以外 不問 03030-  316481
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時15分
141,500円～153,900円

正社員以外 不問 03030-  317781
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時15分
141,500円～153,900円

正社員以外 不問 03030-  318881
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～153,000円

正社員 59歳以下 03030-  320381
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級以
上

150,000円～270,000円 (2) 8時00分～16時30分

正社員 59歳以下 03030-  321681
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～270,000円 (2) 8時00分～16時30分

正社員 59歳以下 03030-  322981
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～270,000円 (2) 8時00分～16時30分

正社員 59歳以下 03030-  323581
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

車両系基礎工事用運転 (1) 8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 240,000円～300,000円

正社員 59歳以下 03070-  371581
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

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

正社員 59歳以下 03070-  372481
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～18時00分

160,000円～230,000円

正社員 不問 10090-  206181

(1) 8時00分～17時00分
134,400円～134,400円 (2)20時00分～ 5時00分

有期雇用派遣 不問 03010- 1342081
普通自動車免許一種
(ＡＴ限定不可·必須) (1) 8時30分～17時30分

180,000円～230,000円

正社員 59歳以下 03010- 1398481
交替制あり
(1) 8時30分～17時15分

155,400円～155,400円 (2)13時00分～21時45分

正社員以外 不問 03010- 1423381
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 167,600円～280,000円

正社員 64歳以下 03030-  304681
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

146,000円～210,000円

正社員 44歳以下 03030-  305981
栄養士 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
雇用期間の定めなし 156,000円～178,600円

正社員 不問 03030-  309881
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時15分
190,200円～224,000円

正社員以外 不問 03010- 1898281
2

【６】期間業務職員（宮
古）

1人

復興交付金事業等に関する関係機関との調整・復
興交付金事業進捗状況の把握（現地調査・資料整
理）・定点観測撮影及びデータ整理業務・復興庁
一括計上予算、復興推進調整等事務の補助・管内
市町村からの問い合わせ対応・巡回相談・会議議

岩手県盛岡市中央通１－
７－２５　朝日生命盛岡
中央ビル　６階

岩手復興局

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

パソコン（ワードプロセッ
サソフト及び表計算ソフ

ト、ワード・エクセル等）
が扱える方

栄養士

1人

入居者様の食事管理、入居者様とのおやつ作り、
委託業者との打合せ、食事検討会議担当、他職種
（介護職、看護職、相談員、ケアマネ、居宅等）
との連携業務。他に仕入れ業務があります。

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
部パソコン操作（ワード、エ

クセル）
岩手県下閉伊郡田野畑村

電気工事作業員＜見習い＞
（宮古）「建設」

1人

主に一般住宅やアパート等において、宅内配線、
配管等の工事やエアコンの取付け工事等を行う仕
事です。技術者と一緒に作業をしながら仕事を覚
えていただきます。丁寧に指導いたしますので
ガッツがある方ご応募ください。男女共に活躍で

岩手県宮古市田の神二丁
目３－１

有限会社　旭電気
工業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

電工技術者（宮古）「建
設」

1人

主に一般住宅やアパート等の建築物での電気設備
の設計、配線、管理に従事していただきます。電
気工事士１種・２種をお持ちの方尚可。現場経験
豊富な方およびＣＡＤ操作が出来る方優遇。

岩手県宮古市田の神二丁
目３－１

有限会社　旭電気
工業

電気工事の経験 岩手県宮古市

一般事務員（テレトラック
宮古）

1人

電話応対・来客応対・ワード、エクセルを使用し
ての文書作成、及びデータ入力・出馬表や、競馬
開催業務に係る印刷物の印刷業務・場内清掃・そ
の他、上記に付随する業務。パソコン操作（簡単
なワード・エクセル程度）可能な方。土・日・祝

岩手県盛岡市新庄字上八
木田１０番

一般財団法人　岩
手県競馬振興公社

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）

岩手県宮古市

技術員（田老）

1人

流域下水道施設の維持管理業務全般。下水処理場
の運転管理・中央監視室における、監視・操作・
記録・日常点検、定期点検等の保守点検業務・水
処理設備、汚泥処理設備、焼却設備、ポンプ場設
備の運転管理・水質検査業務・運転日誌、保守点

岩手県盛岡市中太田屋敷
田１０３番地３

東北公営企業　株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

製造補助業務（宮古市）

2人

派遣先事業所において下記の業務を担当していた
だきます。梱包材やビニール等のゴミ集め・製造
で発生する金属くずの回収・原材料をフォークリ
フトで運搬・完成品梱包機械の操作・梱包業務。
フォークリフトの資格がなくても作業できます。

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

営業（幹部候補社員）／
（岩手県）ルート営業

1人

担当地域：岩手県（在宅勤務）・お得意様（商
社・代理店様等）へ定期訪問して頂きます。入社
時に２～３ヶ月間の研修が有り、指導員と共に出
張して頂く場合が有ります。（旅費当社負担）現
在お住まいのエリアを担当して頂き、各エリアに

群馬県藤岡市三本木１１
９

株式会社　スター

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

現場管理者（岩手・宮城）
「建設」

1人

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

岩手県北上市村崎野２２
－１５４－４

株式会社　栄開発

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町、他

重機オペレーター（岩手・
宮城）「建設」

3人

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

岩手県北上市村崎野２２
－１５４－４

株式会社　栄開発

建設業経験者 岩手県下閉伊郡山田町、他

現場管理補助員「建設」

2人

工事現場管理者の補助業務となります。将来現場
管理が出来るよう、測量、書類作成などの業務を
覚えていただきます。関連資格に関しては、働き
ながらの取得も可能ですので資格のない方もご応
募ください。経験者の方・有資格者（建設系）の

岩手県宮古市刈屋１０－
５－１

株式会社　小山田
組

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

普通作業員・重機オペレー
ター「建設」

2人

工事現場の普通作業員・重機オペレーターを募集
します。バックホー等の建設重機オペレーターも
工事現場の状況によっては現場作業員としての業
務があります。関連資格（車両系建設機械免許
他）に関しては、働きながらの取得も可能ですの

岩手県宮古市刈屋１０－
５－１

株式会社　小山田
組

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

工事現場管理「建設」

2人

公共工事等当社請負の現場での施工管理、工程管
理、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・下閉伊郡管内となり、現場間の
移動には社用車を使用していただきます。

岩手県宮古市刈屋１０－
５－１

株式会社　小山田
組

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

公共工事現場管理経験者
測量·書類作成·積算等のス

キルのある方

生産管理

1人

コネクタ端子の受注から出荷処理を担当します。
社内管理システムを使用し、生産数、在庫確認、
出荷指示など生産情報処理、メール、電話対応等
の業務も行います。未経験の方でも指導しますの
で、ご応募お待ちしております。経験のある方優

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（ワード・エ
クセル・メール）

岩手県宮古市

生活支援コーディネーター

1人

高齢者が住みなれた地域で暮らし続けることがで
きるように関係者とネットワークを構築し、多様
な生活支援サービスの体制整備業務を行っていた
だきます。。なお、訪問の際は社用車（ＡＴ車）
を使用していただきます。

岩手県下閉伊郡山田町山
田第１５地割８２番地２

社会福祉法人　山
田町社会福祉協議
会雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

高齢者等サポート拠点ス
タッフ

1人

山田町内の各仮設住宅・集会所等を巡回していた
だき、相談業務やデイサロンの業務を担当してい
ただきます。日常生活状況や居住環境等について
聞き取りし支援等の役割を担う業務です。なお、
訪問の際は社用車（ＡＴ車）を使用していただき

岩手県下閉伊郡山田町山
田第１５地割８２番地２

社会福祉法人　山
田町社会福祉協議
会雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

生活支援相談員

5人

山田町内の各仮設住宅等を巡回していただき、仮
設入居者や在宅生活者のニーズ把握や各種相談、
支援等の役割を担う業務を行っていただきます。
なお、訪問の際は社用車（ＡＴ車）を使用してい
ただきます。

岩手県下閉伊郡山田町山
田第１５地割８２番地２

社会福祉法人　山
田町社会福祉協議
会雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

訪問入浴車オペレーター兼
運転技師「介護」

1人

利用者のお宅を訪問し、入浴介助などの介護業務
や、訪問入浴車の運転管理を担当していただきま
す。訪問エリアは山田町内、宮古市内となりま
す。１日に多くて６件程度となります。入浴車を
使用して３名で訪問します。

岩手県下閉伊郡山田町山
田第１５地割８２番地２

社会福祉法人　山
田町社会福祉協議
会雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡山田町、他

水産加工員

2人

水産冷凍食品加工を行います。イカの加工（生処
理、加工品、袋詰め等）、加工場内の清掃などを
していただきます。未経験者の方もお気軽にご相
談ください。山田町内送迎あり（大沢・豊間根を
除く）

岩手県下閉伊郡山田町船
越９－２１５－３

有限会社　マイコ
ンフーズ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

（パ）販売員（岩手県下閉
伊郡）

1人

商品販売、陳列、発注業務、本部への諸届け業務
などを行っていただきます。就業時間（１）・
（２）のシフト制勤務。土・日・祝日勤務出来る
方。勤務時間応相談。未経験の方にも丁寧に指導
いたしますので安心してご応募下さい。

北海道札幌市厚別区厚別
中央３条２丁目１－４０
マルシンビル

株式会社　ホー
マックニコット

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

(派)大手家電量販店でのス
マホ受付案内[宮古市宮町]

1人

大手家電量販店スマホ売場での商品ＰＲや接客の
お仕事。例）スマートフォン、タブレットのご提
案・サービス内容、料金プランのご案内・機種変
更、登録住所変更などの事務手続き・書類整理、
見本品の展示、店内装飾など。９割以上が経験ゼ

宮城県仙台市青葉区本町
２丁目３－１０　仙台本
町ビル７階

株式会社　アイ
ヴィジット　東北
支店雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県宮古市



フォークリフト技能者 変形（１年単位）
(採用後に取得も可) (1) 8時30分～17時00分
普通自動車免許一種 143,500円～143,500円 (2) 9時00分～17時00分

(3) 8時30分～12時00分

正社員以外 不問 03010- 1788181
フォークリフト技能者 変形（１年単位）
(採用後に取得も可) (1) 8時30分～17時00分
普通自動車免許一種 140,000円～140,000円 (2) 9時00分～17時00分

(3) 8時30分～12時00分

正社員以外 不問 03010- 1790981

(1) 8時15分～17時15分
168,000円～168,000円

有期雇用派遣 不問 03010- 1885681
栄養士 交替制あり

(1) 5時00分～14時00分
132,000円～140,250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 03010- 1887581
調理師 交替制あり

(1) 5時00分～14時00分
132,000円～140,250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 03010- 1888481
交替制あり
(1) 5時00分～14時00分

132,000円～140,250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 03010- 1889781
調理師 交替制あり

(1) 5時00分～14時00分
132,000円～140,250円 (2)10時30分～19時30分

正社員以外 不問 03010- 1890081
交替制あり
(1) 5時00分～14時00分

132,000円～140,250円 (2)10時30分～19時30分

正社員以外 不問 03010- 1891381
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 7時00分～16時30分

雇用期間の定めなし 140,712円～152,533円

正社員 不問 03030-  348981
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
172,800円～259,200円

正社員 不問 03030-  349581

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

正社員 不問 03030-  350881
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

雇用期間の定めなし 普通自動車免許一種 168,000円～252,000円

正社員 64歳以下 03030-  351281
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
142,000円～180,000円

正社員 40歳以下 03030-  338381
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時30分～17時15分

154,365円～269,575円

正社員以外 不問 03030-  340481
建築士（２級）又は 変形（１年単位）

建築施工管理技士２級 (1) 8時00分～17時00分
普通自動車免許一種 200,000円～250,000円
（ＡＴ限定不可）

正社員 不問 03030-  341781
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
135,000円～140,000円

正社員 30歳以下 03030-  343281
普通自動車免許一種

(1) 8時45分～17時45分
雇用期間の定めなし 160,000円～300,000円

正社員 35歳以下 03070-  444481
変形（１ヶ月単位）
(1) 9時30分～18時30分

144,144円～144,144円 (2)10時30分～19時30分
(3)12時00分～21時00分

正社員以外 不問 05010- 1455181
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-  344181
普通自動車免許一種

137,760円～137,760円

正社員以外 不問 03030-  354381
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(通勤用) (1) 9時30分～18時00分
141,200円～141,200円

正社員以外 不問 03030-  355681
3

調理員（９時３０分～１８
時）

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

外務配達

1人

軽自動車等を運転し、郵便物の集荷業務及び配達
業務を行っていただきます。また、集荷・配達業
務には端末機械を使用します。自動二輪免許あれ
ば尚可。マニュアル車運転できる方優遇。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字村木７－５

日本郵便株式会社
郵便事業総本部
岩泉郵便局雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は 7時45分～20時45分の
間の8時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

介護員「介護」

5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（宮古営業所）

1人

生命保険・損害保険の既契約者への契約保全をし
ながら併せて新規契約の募集販売業務です。リス
クコンサルティング及びファイナンシャルプラン
ニング手法を用いた提案業務。

岩手県北上市川岸３－１
０－２

株式会社　東北永
愛友商事岩手（本
社）

岩手県宮古市

販売員「バックコレクショ
ンモリタ宮古ＤＯＲＡ」

1人

バッグ、財布、スーツケース等の小売専門店・接
客販売および発注、品出し、ディスプレイ、ＰＯ
Ｐ作成等の売場と商品の管理の仕事です。人と人
が楽しく触れ合えるやりがいのある仕事です。あ
なたのセンスと笑顔でお客様に一緒に楽しく商品

秋田県秋田市山王３丁目
３－９

株式会社　モリタ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

一般事務

1人

水産加工関係の各種書類作成が主な業務となりま
す。ほとんどが、決まった様式へのデータ入力に
よって作成する（ラベルや送付状等）書類となり
ます。その他、電話・来客応対、清掃など付随業
務もあります。経理事務は予定していません。

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

現場監理者「建設」

1人

公共工事（建築）現場においての工事打ち合わ
せ、作業指示、事務所内での各種書類作成など工
事現場全般の業務に従事していただきます。作業
エリアは宮古市を主として、釜石市～田野畑村の
現場となります。現場や打ち合わせなどの移動等

岩手県宮古市津軽石１２－
１３６
事務所：宮古市津軽石１０
－２３－１１

伊藤建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

建設業経験者 岩手県宮古市、他

技能補助（公用車運転手）

2人

公用車の運転業務となります。主な運転範囲は岩
泉町、田野畑村、宮古市となります。頻度は少な
いですが盛岡市、久慈市までの運転もあります。
その他、始業前点検、タイヤ交換、運転業務の報
告をパソコンを使用し入力（走行距離等）を行っ

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

プラスチック成形品出荷検
査（検査工程管理）

1人

工場で生産された電子部品用プラスチック成形品
（製品）を納期通りに出荷する為、顕微鏡、拡大
鏡、目視等の検査工程の進捗を確認、出荷する製
品のデータ等の書類の準備、梱包仕様などを確認
する出荷前検査を行います。

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

看護師・准看護師「看護」

1人

ハートランド宮古において看護業務に従事してい
ただきます。入居利用している方や、通所リハビ
リテーション利用の方の健康管理、状態確認、生
活相談などを主に行っていただきます。

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

岩手県宮古市

調剤事務

1人

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

岩手県宮古市西町１－７
－２６

有限会社　メディ
カル小野　「おか
むら調剤薬局」雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員・配達員・加工員

1人

店舗において鮮魚販売、魚の加工、商品配達(宮古
市内)をして頂きます。加工は慣れるまで簡単な下
処理からとなります。配達には保冷車(軽トラッ
ク)を使用します。未経験の方でも指導します。

岩手県宮古市佐原３丁目
５－６

高田魚店

又は 7時00分～16時30分の
間の4時間程度

岩手県宮古市

ダンプ運転手

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。主に宮古市内の各現場（現場状況次第で変更
あり）に採石、土砂等を運搬します。やる気のあ
る方を希望します。経験者、車両系建設機械等有
資格者は優遇します。

岩手県宮古市黒田町６－
１

株式会社　国際資
源サービス

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理員（岩泉町）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと入院患
者様への食事提供業務。調理、盛付、食事洗浄な
ど厨房内業務全般。入院患者数：７５名程度。雇
用について１年毎の契約更新あり（但し、勤務内
容に問題が無い限り）

岩手県盛岡市大通３丁目
３番１０号　七十七日生
盛岡ビル　９階

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

調理師（岩泉町）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと入院患
者様への食事提供業務。調理、盛付、食事洗浄な
ど厨房内業務全般。入院患者数：７５名程度。雇
用について１年毎の契約更新あり（但し、勤務内
容に問題が無い限り）

岩手県盛岡市大通３丁目
３番１０号　七十七日生
盛岡ビル　９階

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

調理員（岩泉町）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと入所者
様への食事提供業務。調理、盛付、食事洗浄など
厨房内業務全般。入所者数：１１０名程度。雇用
について１年毎の契約更新あり（但し、勤務内容
に問題が無い限り）

岩手県盛岡市大通３丁目
３番１０号　七十七日生
盛岡ビル　９階

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

調理師（岩泉町）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと入所者
様への食事提供業務。調理、盛付、食器洗浄、厨
房内での業務全般。入所者数：１１０名程度。雇
用について１年毎の契約更新あり（但し、勤務内
容に問題が無い限り）

岩手県盛岡市大通３丁目
３番１０号　七十七日生
盛岡ビル　９階

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

栄養士（岩泉町）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと入所者
様への食事供業務。献立、帳票作成、栄養管理業
務全般。入所者数：１１０名様程度。雇用につい
て１年毎の更新あり（但し、勤務内容に問題が無
い限り）

岩手県盛岡市大通３丁目
３番１０号　七十七日生
盛岡ビル　９階

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

一般事務（宮古市）

1人

派遣先事業所において、下記の業務を行っていた
だきます。簡単なパソコンの操作・エクセルを用
いてのデータ入力・電話応対・お客様応対。一般
事務全般の仕事です。

岩手県盛岡市大通３丁目
１番２３号

株式会社　ヒュー
マンライフ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 岩手県宮古市

一般事務（宮古市）

1人

当連合会北部支所において下記の業務を行ってい
ただきます。＜主な担当業務＞経理処理（販売入
力、日計表作成等）・文書、資料作成・来客対
応・その他、付随する業務および指示された業務
。事務処理はほとんどパソコン処理となります。

岩手県盛岡市内丸１６－
１　岩手県水産会館３Ｆ

岩手県漁業協同組
合連合会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

パソコン操作（ワード、エ
クセルを使って入力のでき

ること）

一般事務及び荷役作業（宮
古市）

1人

当連合会北部支所において下記の業務を行ってい
ただきます。＜主な担当業務＞経理処理（販売入
力、日計表作成等）・文書、資料作成・来客対応
・荷役作業（フォークリフト使用）・その他、付
随する業務および指示された業務。事務処理はほ

岩手県盛岡市内丸１６－
１　岩手県水産会館３Ｆ

岩手県漁業協同組
合連合会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

パソコン操作（ワード、エ
クセルを使って入力のでき

ること）



普通自動車免許一種 変形（１年単位）
(通勤用） (1) 8時00分～16時50分

126,752円～130,530円 (2)17時00分～ 1時50分

正社員 59歳以下 03030-  356981
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(通勤用） (1) 8時00分～16時50分
126,752円～130,530円 (2)17時00分～ 1時50分

正社員 59歳以下 03030-  357581
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可) (1) 8時30分～17時30分

146,880円～146,880円

正社員以外 不問 03030-  358481
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
(ＡＴ限定不可·必須) (1) 8時00分～17時00分

198,000円～352,000円

正社員 64歳以下 04010- 5579881
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
(ＡＴ限定不可·必須) (1) 8時00分～17時00分
車両系整地掘削用運転 242,000円～352,000円
小型移動式クレーン

正社員 64歳以下 04010- 5597281
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
(ＡＴ限定不可·必須) (1) 8時00分～17時00分

264,000円～385,000円

正社員 64歳以下 04010- 5604381

4

現場世話役［宮古市／釜石
市／下閉伊郡岩泉町］

5人

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

宮城県仙台市若林区六丁
の目中町１８－１５　斎
喜六丁の目ビル２１２

株式会社　ナス
キー

雇用期間の定めなし

現場世話役業務の経験 岩手県宮古市、他

重機運転手［宮古市／釜石
市／下閉伊郡岩泉町］

5人

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

宮城県仙台市若林区六丁
の目中町１８－１５　斎
喜六丁の目ビル２１２

株式会社　ナス
キー

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木現場作業員・重機運転
手　[宮古／釜石／岩泉]

5人

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

宮城県仙台市若林区六丁
の目中町１８－１５　斎
喜六丁の目ビル２１２

株式会社　ナス
キー

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

配送、ピッキング作業、倉
庫作業

1人

当社は病院や老人ホーム施設、外食産業などの業
務用（冷凍食品、水産原料、常温加工品等）の食
品卸業を行っております。２ｔクラスのトラック
を運転し配送業務を行っていただきます。ルート
配送となりエリアは宮古市内、釜石市方面、岩泉

岩手県宮古市小山田四丁
目１－５

株式会社　モリレ
イ宮古営業所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

プレスオペレーター（岩
泉）

1人

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

岩手県下閉伊郡山田町大
沢４－２０－１４０

ツインスターテク
ノロジー株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

プレスオペレーター（山
田）

2人

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

岩手県下閉伊郡山田町大
沢４－２０－１４０

ツインスターテク
ノロジー株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町


