
ボイラー技士（２級） 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分

136,000円～164,000円 (2)17時30分～ 8時30分

正社員以外 不問 03010- 4211481
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時00分
136,700円～154,400円 (2) 8時30分～12時00分

正社員 59歳以下 03030-  756381
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

150,000円～150,000円

正社員 不問 03030-  759581
土木施工管理技士２級 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
286,000円～462,000円

正社員 64歳以下 04010-11792781
土木施工管理技士１級 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
352,000円～572,000円

正社員 64歳以下 04010-11796081
普通自動車免許一種

(1) 9時00分～18時00分
200,000円～300,000円

正社員 不問 04010-11960781
薬剤師 交替制あり

(1) 9時00分～18時00分
雇用期間の定めなし 305,000円～550,000円 (2)10時00分～19時00分

正社員 59歳以下 01240- 3515581
普通自動車免許一種

准看護師 (1) 9時00分～17時30分
175,000円～195,000円

正社員 59歳以下 03030-  728881
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

雇用期間の定めなし 152,000円～220,000円

正社員 40歳以下 03030-  729281

(1) 8時30分～17時15分
126,895円～146,985円

正社員以外 不問 03030-  734481
普通自動車免許一種

（通勤用） (1) 7時45分～16時30分
雇用期間の定めなし 保育士·幼稚園教諭 138,700円～219,600円 (2) 8時00分～16時45分

社会福祉士のいずれか (3) 8時15分～17時00分
正社員 59歳以下 03030-  736881

普通自動車免許一種
(1) 8時15分～17時00分

142,600円～247,100円

正社員以外 不問 03030-  737281
普通自動車免許一種

(1) 8時15分～17時00分
171,453円～171,453円

正社員以外 不問 03030-  739081
保育士

(1) 7時30分～16時30分
144,700円～144,700円 (2) 9時30分～18時30分

正社員以外 不問 03030-  741581
介護職員初任者研修
普通自動車免許一種 (1) 8時15分～17時15分

138,700円～144,700円

正社員以外 不問 03030-  743781
介護職員初任者研修

(1) 8時15分～17時15分
138,700円～144,700円

正社員以外 不問 03030-  744881
介護職員初任者研修
又は社会福祉主事 (1) 8時15分～17時15分

中型一種（８ｔ限定） 146,300円～152,300円
（ＡＴ限定不可）

正社員以外 不問 03030-  745281
介護職員初任者研修
又は社会福祉主事 (1) 8時15分～17時15分

中型一種（８ｔ限定） 146,300円～152,300円
（ＡＴ限定不可）

正社員以外 不問 03030-  746181
介護職員初任者研修
又は社会福祉主事 (1) 8時15分～17時15分

中型一種（８ｔ限定） 146,300円～152,300円
（ＡＴ限定不可）

正社員以外 不問 03030-  747081
1

     （2月19日時点の内容です）

　　２月９日　から　２月１９日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　３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
事業所名
求人番号

中央監視及びボイラー運転
管理業務（県立宮古病院）

2人

請負先の病院において建物設備、機器類の中央監
視制御、操作、日常点検、保守管理ならびにボイ
ラー運転業務などを行っていただきます。未経験
の方でも応募いただけます。業務については指導
致します。

岩手県盛岡市津志田町１
丁目１５－３７

株式会社　メディ
カルサポート

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

一般事務

1人

地域商工業振興の為、企業を訪問し経営改善や支
援事業を行います。企業の帳簿記帳、経理、申告
等、パソコンを使用し文書作成（ワード・エクセ
ル）、各種イベント（夏祭り、宮古産業まつりな
ど）の企画や運営、来客、電話対応等になりま

岩手県宮古市保久田７－
２５

宮古商工会議所

雇用期間の定めなし
パソコン操作

文書作成（ワード）表計算
（エクセル）他 岩手県宮古市

ガス、水道業務・営業

1人

主にガス機器取り付け、修理、点検、検査などの
ガス業務・保安業務を行っていただきます。山田
町内の一般家庭宅へ社用車を使用して訪問・営業
及び資格取得後はガス配管、水道配管工事の業務
もして頂きます。ガス、水道業務経験やガス・消

岩手県下閉伊郡山田町長
崎３丁目２番１０号

山田ガス有限会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

土木施工管理［宮古市／釜
石市］

2人

工事竣工まで、現場管理をするお仕事です。具体
的な業務としては、工程管理、現場打合せ、写真
管理、測量、丁張り、写真管理、出来形管理など
です。外溝、排水構造物、護岸工事、橋梁、造成
工事等。

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

現場管理経験 岩手県宮古市、他

土木施工管理［宮古市／釜
石市］

2人

工事竣工まで、現場管理をするお仕事です。具体
的な業務としては、工程管理、現場打合せ、写真
管理、測量、丁張り、写真管理、出来形管理など
です。外溝、排水構造物、護岸工事、橋梁、造成
工事等。

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

現場管理経験 岩手県宮古市、他

薬剤師（宮古中央店／調
剤）

1人

調剤薬局において、調剤業務全般に従事していた
だきます。

札幌市東区北２４条東２
０丁目１番２１号

株式会社　ツルハ
（ツルハドラッ
グ）

岩手県宮古市

味噌の営業［宮古市］

1人

国産無添加のお味噌を買って下さるお客様への新
規開拓のお仕事です。ベテランの先輩から販売の
指導を受けますので、未経験の方も安心して働け
ます。土日休み（祝日がある週は日祝休み）なの
で、プライベートも充実します。６０代の方も活

宮城県仙台市若林区伊在
字東通４７－４　ファー
ストアイリ

株式会社　井筒

雇用期間の定めなし

営業経験３年以上 岩手県宮古市

サービス（建機・車両整備
等）

1人

建設機械・車両等の保守、修理業務。油圧ショベ
ル等建設機械類、ダンプ車両等の保守、修理。
スーパーハウス（仮設事務所等）に関する運搬及
び組立て、解体等の業務。その他付随する業務。

岩手県下閉伊郡山田町船
越第９地割５番１８

株式会社　ほくと
う　山田店

岩手県下閉伊郡山田町、他

訪問看護（准看）≪急募≫
「看護」

2人

在宅療養する患者さんのご自宅に訪問し、主治医
の指示により看護業務を行います。１日の訪問件
数は平均４件となります。主に在宅療養、介護方
法の指導、医療器具、医療機器の管理、注射、点
滴等になります。報告書作成があり簡単なパソコ

岩手県宮古市宮町二丁目
２番１９号

株式会社　メディ
ケア・システム

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

児童厚生員／たのはた児童
館

1人

たのはた児童館において、３～５才歳児の各クラ
スの担任補助として、食事、排泄、手洗い、うが
い、午睡、日中活動の保育や遊具やおもちゃの消
毒、園内の清掃なども行っていただきます。

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

岩手県下閉伊郡田野畑村

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）のできる方

岩手県下閉伊郡岩泉町

共済貯金窓口業務

1人

基地内事務所窓口での貯金業務及びこれに伴う経
理業務を担当していただきます。文書の起案、広
報誌等の作成、電話応対、来客応対等、その他付
随する業務を行っていただきます。組合員の保険
加入手続き等において、保険業者とのやりとりも

岩手県下閉伊郡山田町十
二神山

防衛省共済組合山
田支部

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン基本操作（ワー
ド・エクセル）

岩手県下閉伊郡山田町

物資販売・事務

1人

基地内売店窓口での、接客・レジ等の物資販売業
務を行います。菓子や飲み物などを扱っていま
す。販売に伴う経理事務（売上集計・発注書作成
等）及び、棚卸し業務があります。その他パソコ
ンで広告・広報誌を作成していただきます。

岩手県下閉伊郡山田町十
二神山

防衛省共済組合山
田支部

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

岩手県下閉伊郡山田町

保育士／藤原学童・総合福
祉センター「保育」

1人

藤原学童の家において、児童の放課後や長期休み
の学童業務（２名体制で２０～２５名の児童）と
総合福祉センターにおいて、利用者１０名ほどの
発達支援業務、デイサービス介助業務になりま
す。午前福祉センター勤務、午後学童の家と勤勤

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
会雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

訪問ヘルパー／新里セン
ター「介護」

1人

市内の利用者宅で、家事や介護のヘルパー業務に
従事していただきます。朝・昼・夜の時間帯を中
心に、１日おおよそ３件、１件あたり１～２名の
職員で訪問します。外出の際には、当施設の車両
を使用します。報告書作成等でパソコンを使用し

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
会雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

介護員／総合福祉センター
「介護」

1人

デイサービス利用者（定員３０名）の食事や入浴
などの介助や、浴槽を積んだ入浴車で、市内の利
用者宅を訪問して、入浴の介護に従事していただ
きます。１日おおよそ４件で、１件あたりの入浴
時間は１５分ぐらいですが、浴槽の準備から片付

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
会雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

介護指導員兼運転技士（金
浜福祉センター）「介護」

1人

施設利用者おおよそ１２名の方々の、排泄介助、
レクリエーション補助などの日常介護業務に従事
していただきます。約５名の介護員で行っており
ます。中型自動車免許８ｔ（ＡＴ限定否）での送
迎もお願いします。送迎は市内となります。

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
会雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

介護相談員兼運転技士／清
寿荘デイサービスセンター

2人

デイサービス利用者おおよそ２５名の方々の、食
事介助や入浴介助、排泄介助、レクリエーション
補助などの日常介護業務に従事していただきま
す。約８名の介護員で行っております。８人乗り
リフト付き車両により送迎もお願いします。送迎

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
会雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

介護相談員兼運転技士／総
合福祉センター「介護」

1人

デイサービス利用者おおよそ２５名の方々の、食
事介助や入浴介助、排泄介助、レクリエーション
補助などの日常介護業務に従事していただきま
す。約８名の介護員で行っております。２４人乗
りリフト付き車両により送迎もお願いします。送

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
会雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

◎ 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２月２２日発行  



普通自動車免許一種
社会福祉主事以上又は (1) 8時15分～17時15分

該当業務経験者 144,300円～164,300円

正社員以外 不問 03030-  748381
普通自動車免許一種

介護福祉士又は (1) 8時15分～17時15分
社会福祉主事又は 152,300円～174,300円
看護師(正·准)

正社員以外 不問 03030-  749681
介護職員初任者研修
普通自動車免許一種 (1) 8時15分～17時15分

138,700円～144,700円

正社員以外 不問 03030-  750481
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
152,300円～213,800円

正社員 64歳以下 03030-  751781
普通自動車免許一種

社会福祉士 (1) 8時15分～17時15分
145,600円～213,800円

正社員 64歳以下 03030-  752881
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-  753281
保健師

普通自動車免許一種 (1) 8時15分～17時15分
153,400円～257,200円

正社員 64歳以下 03030-  754181
准看護師以上

(1) 8時15分～17時15分
138,800円～237,100円

正社員 64歳以下 03030-  755081
建築士（２級） 変形（１年単位）

普通自動車免許一種 (1) 8時45分～17時15分
雇用期間の定めなし 154,000円～370,000円

正社員 59歳以下 03010- 4682481
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

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

正社員以外 18歳以上 03010- 4465881
変形（１ヶ月単位）

140,000円～140,000円

正社員以外 不問 03010- 4495981
保育士 変形（１ヶ月単位）

160,000円～165,000円

正社員 不問 03010- 4509681
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時30分～17時30分

150,000円～150,000円

正社員 不問 03030-  779181

(1) 8時30分～17時15分
123,828円～142,392円 (2)10時30分～19時15分

正社員以外 不問 03030-  781981
変形(１週間単位非定型的)
(1)10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし 127,872円～138,240円

正社員以外 不問 03030-  783481
変形(１週間単位非定型的)
(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 127,872円～138,240円

正社員以外 不問 03030-  784781
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～18時00分
127,920円～170,000円

正社員 59歳以下 03030-  785881
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

準中型一種(５ｔ限定) 140,000円～160,000円

正社員 59歳以下 03030-  774581
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

150,000円～160,000円

正社員 59歳以下 03030-  775481
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
140,409円～195,960円 (2) 9時00分～18時00分

正社員以外 不問 03030-  776781
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～19時00分
180,000円～180,000円 (2) 8時15分～19時00分

(3) 8時30分～12時30分

正社員 24歳以下 03030-  778281
2

受付事務

1人

歯科医院の受付及び事務を担当していただきま
す。その他、診療に関する若干の雑用や診療補助
業務を行っていただきます。歯科アシスタント講
習会への参加あり（盛岡市：年８回）認定証取得
のため、種々の配慮を致します。

岩手県宮古市西町一丁目
７－３８

林　歯科クリニッ
ク

雇用期間の定めなし

パソコンの基本知識
岩手県宮古市

職業指導員及び生活支援員

1人

利用者の就業指導及び生活支援を行います。店舗
等での販売接客、菓子製造や利用者さんの送迎業
務をする場合もあります。送迎車は軽自動車、車
イス車両を予定しております。イベントや祭事の
参加もあり、土日祝勤務可能な方希望します。

岩手県宮古市板屋三丁目
１１－１

社会福祉法人　自
立更生会　宮古ア
ビリティーセン
ター

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

又は 8時30分～18時00分の
間の8時間

岩手県宮古市

事務（２）≪急募≫

1人

チラシ作成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基にパソ
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）は社用車を使用します。

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

パソコン操作（ワード・エ
クセル）の出来る方

岩手県宮古市

配達員

1人

スチロール・ダンボール等、包装資材の配達を行
います。当社倉庫から魚市場への配達が主です
が、注文があれば山田、岩泉町への配達もありま
す。積込、荷卸しは手積みとなり、配達車は２ｔ
車となります。

岩手県宮古市実田１－６
－４

宮古容器　株式会
社

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)

ペットショップスタッフ
（トリマー・グルーマー）

2人

ペットショップでの、接客・電話応対、トリミン
グ、ホテ　ル利用ペットのお世話、送迎、清掃等
業務全般を行っていただきます。動物への愛情が
深く、明るく責任感のある方を希望。土日祝日に
勤務可能な方、歓迎。

岩手県宮古市上鼻二丁目
５－５

株式会社　ＤＯＧ
１ハートフル

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

惣菜部門

2人

スーパーマーケット玉木屋において、主に惣菜業
務に従事します。簡単な惣菜調理、パック詰め、
品出し及び陳列等を行います。その他、接客や清
掃など、付随する業務を行っていただきます。

岩手県宮古市板屋１－６
－６

株式会社　玉木屋

岩手県宮古市

販売員・チェッカー

2人

スーパーマーケット玉木屋において、レジチェッ
カー係として、主にレジ業務を行っていただきま
す。その他、接客や、商品の品出し、清掃など、
付随する業務を行っていただきます。

岩手県宮古市板屋１－６
－６

株式会社　玉木屋

岩手県宮古市

図書館事務補助員／図書館
（期限付臨時職員）

1人

宮古市立図書館に勤務していただきます。おもな
業務は、資料整理等の事務補助、来客対応、パソ
コンを使用したデータ入力、書類作成、その他、
庶務等の職員補助業務となります。勤務期間：勤
務表により（１）（２）いずれかの勤務となりま

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

ダンボール加工、管理、配
送

1人

ダンボールに手作業で加工した製品に関する材料
等の発注、管理、梱包をしていただきます。配送
業務は宮古市内、上閉伊地区の４～５件のコネク
ター関係の製造業者様への配送となります。

岩手県宮古市鍬ヶ崎上町
３－１７

阿部包装資材店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

保育士（宮古市）「保育」

1人

県立宮古院内保育所に於いて、保育業務を行って
頂きます。健康観察、身の回りのお世話（食事・
排泄の補助など）・保護者への子育てアドバイ
ス・その他、上記に付随する業務および指示され
た業務（園児数約３０名）現在、夜勤はありませ

岩手県盛岡市上田１丁目
２－１６　（あゆみ保育
所内）

株式会社　プライ
ムツーワン　東北
支局雇用期間の定めなし

又は 7時30分～18時30分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

保育補助(資格不要・夜勤
可能な方)「保育」

1人

県立宮古病院院内保育所に於いて、保育補助業務
を行って頂きます。健康観察、身の回りのお世話
（食事・排泄の補助など）・その他、上記に付随
する業務および指示された業務（園児数約３０
名）

岩手県盛岡市上田１丁目
２－１６　（あゆみ保育
所内）

株式会社　プライ
ムツーワン　東北
支局雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は 7時30分～18時30分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

警備員（夜勤あり／宮古
市）

1人

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

岩手県盛岡市津志田西一
丁目２４－１５

ＡＬＳＯＫ岩手
株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

現場監督（宮古支店）「建
設」

1人

住宅建築現場の安全管理・品質管理・工程管理
（材料等の手配）・予算管理（発注等）・現場管
理。


岩手県盛岡市北飯岡１丁
目１－８２

パルコホーム
（株式会社　日盛
ハウジング）

現場監督経験者「建設」 岩手県宮古市

看護師／正社員（清寿荘）
「看護」

2人

デイサービス利用者（定員３０名）の健康維持な
ど（バイタルチェックや服薬管理、リハビリ対
応）の業務に当たっていただきます。現在は一日
平均２６名の利用があり、看護職員２名体制で業
務を行っております。

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

保健師／正社員「看護」

1人

各センターにおいて、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。就業場所は相
談のうえ決定します。

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

主任介護支援専門員／正社
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。就業場所は相談の上決定。

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

社会福祉士／正社員「介
護」

1人

各センターにおいて、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。外出の際には
当社会福祉協議会の施設車を使用します。就業場

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

介護支援専門員／正社員
「介護」

3人

利用者の方の介護サービス計画の作成（３５件程
度）、介護事業者等との連絡調整を行う業務に従
事していただきます。外出の際には当社会福祉協
議会の施設車を使用していただきます。市内異動
あり（新里・田老・小山田）

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

岩手県宮古市

訪問ヘルパー「介護」

1人

市内の利用者宅で、家事や介護のヘルパー業務に
従事していただきます。朝・昼・夜の時間帯を中
心に、１日おおよそ３件、１件あたり１～２名の
職員で訪問します。外出の際には、当施設の車両
を使用します。活動着上下貸与します。

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
会雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

相談支援員

2人

「生活困難者自立支援事業」における生活や就労
に関する相談対応、報告等パソコン操作が主な仕
事となります。その他訪問支援業務、関係機関と
の情報提供等も慣れてくれば行う事もあります。
５人のスタッフで業務を行います。

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
会雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

相談員（復興支援担当）

4人

福祉コミュニティの復興を目的とした相談対応
や、イベント運営など地域の支援が主な業務とな
ります。パソコンを使用し、報告書等のデーター
入力もあります。外出用務には施設車を使用しま
す。市内異動あり（小山田、田老）

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
会雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

パソコン操作



(1) 8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 188,000円～305,500円

正社員 不問 44010- 5305681
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(通勤用) (1) 8時00分～17時00分
140,000円～220,000円 (2)20時00分～ 5時00分

正社員 18歳～59歳 03030-  765681
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30分
130,000円～145,000円 (2) 8時30分～14時30分

正社員 不問 03030-  767581
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時15分～17時00分

177,000円～227,000円

正社員 45歳以下 03030-  768481
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
（ＡＴ限定不可）

危険物取扱者(乙種)又は 150,000円～250,000円
危険物取扱者(丙種)

正社員 59歳以下 03030-  769781
普通自動車免許一種

(通勤用) (1) 8時00分～17時00分
150,000円～180,000円

正社員 不問 03030-  770081
中型自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
150,000円～180,000円

正社員 不問 03030-  771381
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時30分
146,475円～146,475円

正社員以外 不問 03030-  772681
介護職員初任者研修 変形（１ヶ月単位）

又は介護福祉士 (1) 8時30分～17時30分
普通自動車免許一種 132,000円～154,880円 (2)11時00分～20時00分

(3) 7時00分～16時00分

正社員 64歳以下 03030-  773981
測量士又は測量士補

(1) 9時00分～18時00分
300,000円～500,000円

正社員以外 不問 13010-20713081
大型自動車免許一種

(必須) (1) 8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 243,800円～243,800円

正社員 不問 02081-  645681
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～17時50分
150,000円～200,000円

正社員 40歳以下 03010- 4807381
建築施工管理技士２級
土木施工管理技士２級 (1) 8時00分～17時00分
車両系基礎工事用運転 157,080円～231,000円
玉掛技能者のいずれか

正社員以外 不問 03030-  787181
普通自動車免許一種

(通勤用)
200,000円～230,000円

正社員 59歳以下 03030-  788081
普通自動車免許一種

(通勤用) (1) 8時30分～17時30分
135,000円～175,000円

正社員 35歳以下 03030-  789381
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 64歳以下 03030-  790581
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

184,000円～276,000円

正社員 不問 03030-  791481

3

補償コンサルタント・測量
士技術者／宮古市

1人

公共用地取得に伴う補償業務。建物調査、測量業
務、積算業務、図面作成、及びチェック等作業。
年度更新。

東京都千代田区三崎町２
－４－１ＴＵＧ－Ｉビル

株式会社　四門

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 岩手県宮古市、他

用地取得·用地調査の経
験、又は測量士補·測量士
資格いずれか必須。PCスキ

ル(CAD関係·Excel等)

介護職員／向町「介護」

2人

「こころやさしく利用者の皆様にも、働く仲間た
ちにも」を理念とし、利用者様に寄り添った日常
生活全般の支援をしていただきます。１日の流
れ：起床介助→朝食準備・介助→余暇活動。昼食
準備・介助→余暇活動→おやつ準備・介助。夕食

岩手県宮古市向町２番３
４号

有限会社　介護施
設　あお空

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

測量の助手

1人

測量現場で測量士の指示のもと測量の助手をして
いただきます。現場は主に宮古市～山田町です。
また事務所内で計算のチェックをしていただきま
す。雇用期間：６ヶ月更新。同業種の経験者や建
設業経験のある方歓迎します。

岩手県宮古市藤原１丁目
３番１５号

株式会社　藤森測
量設計　宮古支店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

廃棄物収集業務及運転業務

1人

岩泉町内の一般廃棄物収集車に同乗し収集業務を
行っていただきます。基本２名で作業を行いま
す。重量物の運搬、積み込等体力を必要としま
す。収集業務がメインとなりますのが、運転業務
も行っていただきます。その他付随する業務につ

下閉伊郡岩泉町岩泉字太
田２－５

有限会社　岩泉衛
生社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

廃棄物収集業務（助手）

1人

岩泉町内の一般廃棄物収集車に同乗し収集業務を
行っていただきます。基本２名で作業を行いま
す。重量物の運搬、積み込等体力を必要としま
す。収集業務がメインとなりますのが、個々の経
験・免許により運転業務を行っていただく場合も

下閉伊郡岩泉町岩泉字太
田２－５

有限会社　岩泉衛
生社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

ガソリンスタンド販売員

1人

給油業務（車両の誘導、給油、窓ふきなど、その
他付帯する業務）および配達業務（ミニローリー
車を使用し、旧宮古・茂市・豊間根・取引先現場
への配達）を行っていただきます。やる気のある
方、長期勤務を希望する方であれば、資格をお持

岩手県宮古市根市２－３
３－２

株式会社丸光商事

雇用期間の定めなし

又は 7時00分～19時00分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

自動車整備士

2人

自動車販売・整備・車検・保険などの自動車に関
する全般をしていただきます。未経験者であって
も新しい技術習得に積極的な方を募集します。現
場での作業の他、車両の引取り・納車・洗車など
付随する業務もあります。自動車検査員有資格者

岩手県宮古市宮町４丁目
２－１５

株式会社　小野寺
商会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務員≪急募≫

1人

仕訳、出納帳への記入・給与計算や社会保険・雇
用保険等の手続き・請求書や書類の作成及び届
出、材料の発注、電話・来客応対など。年に２～
３回程度、新築住宅見学会の準備や来客対応があ
ります(土日開催)経理事務経験ない方でも簿記３

岩手県宮古市板屋１丁目
２－１９

有限会社　イン
デュアホーム宮古

雇用期間の定めなし

経理事務経験者
パソコン操作ができる方

岩手県宮古市

プレスオペレーター

4人

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

岩手県宮古市津軽石１
４ー９７－２

ジュピター工業
株式会社

雇用期間の定めなし

パソコン操作（基本入力程
度）

岩手県宮古市

土木作業員

15人

一般土木作業全般。生コン打設・重機オペレー
ター・枠組み・大型ダンプの運転・その他雑務
等。作業現場は大分県内。県外（岩手県）での作
業あり。

大分県大分市大字毛井字
野仲８８６番地１

幸大株式会社

岩手県宮古市、他

ダンプ運転手

3人

１０ｔダンプで砕石場より置き場までの砕石・砂
の運搬作業。＊＊＊急募＊＊＊即戦力になる方希
望します！！

青森県十和田市大字洞内
字豊良１番地３５

株式会社　ウェブ
コーポレーション

ダンプ運転歴３年以上（必
須）

岩手県宮古市、他

カーライフアドバイザー
（宮古店）

2人

新車および中古車の販売・既納先のお客様の対
応、店頭でのお客様対応が主な仕事になります。
車選びや車生活のアドバイス・新車および中古車
の商品説明・顧客データ管理業務・新車および中
古車の清掃他。

岩手県盛岡市三本柳５地
割２９ー２５

日産チェリー岩手
販売　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木・建設作業員「建設」

1人

土木工事、建設工事作業全般を行っていただきま
す。一般住宅や公共工事が主な仕事となります。
資格のある方は重機オペレーター、現場管理業務
等も行っていただきます。経験・資格のない方の
応募も可能です。ご相談ください。

岩手県下閉伊郡山田町石
峠第２地割３９番地

サカエ興業　株式
会社

雇用期間の定めなし

土木・建設工事経験 岩手県下閉伊郡山田町

調理主任

1人

調理長と相談の上、食材下処理、調理器具の洗
浄、簡単な軽食、麺類メニュー盛付等になりま
す。昼メニューは麺類中心で、夕食メニューは魚
料理（刺身、焼き物）肉料理（焼き鳥、から揚
げ）等になります。コミュニケーションの高い方

岩手県下閉伊郡山田町川
向町１０－５

天翔水産株式会社
うみねこ温泉　湯
らっくす雇用期間の定めなし

又は10時00分～21時00分の
間の8時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

製造

1人

建設機械やハイブリッド車に搭載されるハーネス
を製造しています。全自動圧着機のマシンオペ
レーターを行っていただき、端子圧着、製品の測
定業務、パソコンを使用し測定記録データー集計
等行います。品質管理が初めての方にも、適性や

岩手県宮古市田鎖第９地
割２５

有限会社　ユーエ
ムアイ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

製造（ゴムプレス機オペ
レータ）≪急募≫

1人

ゴム製品の製造におけるプレス機のオペレータの
業務です。プレス機へのゴム材料の投入、完成品
のシート回収が主な仕事です。簡単なマシン操作
です。未経験者でも指導しますので、すぐに現場
作業に参加できます。将来的にはゴム製造に係わ

岩手県宮古市刈屋１４－
５２－１

株式会社　オー
レックス　岩手工
場雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

建築大工「建設」

1人

建築大工に関する業務・主に一般木造建築工事、
土木工事全般、リフォーム工事。基礎工事、型枠
工事、擁壁工事、解体工事等を行います。その
他、作業現場の片づけ、整理等もあります。

岩手県下閉伊郡山田町山
田５－６６－１５

株式会社　藤原工
務店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町


