
(1) 9時30分～19時30分
137,760円～159,600円

正社員以外 不問 03010- 6769681
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時20分～18時00分
雇用期間の定めなし 160,000円～160,000円

正社員 59歳以下 03010- 6786981
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時20分～18時00分
138,754円～138,754円

正社員以外 不問 03010- 6795481
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- 6838181
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- 6839081
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
雇用期間の定めなし 126,751円～130,530円

正社員 59歳以下 03030- 1173481
大型特殊自動車一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
200,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030- 1174781
作業療法士

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

正社員 64歳以下 03030- 1175881
言語聴覚士

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

正社員 64歳以下 03030- 1176281
理学療法士

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

正社員 64歳以下 03030- 1177181
変形（１ヶ月単位）
(1) 7時30分～16時30分

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

正社員 40歳以下 03030- 1179381
介護福祉士 変形（１ヶ月単位）

(1) 7時30分～16時30分
154,000円～210,000円 (2) 8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

正社員 40歳以下 03030- 1180581
調理師又は 変形（１ヶ月単位）

栄養士 (1) 8時00分～16時30分
153,800円～165,000円 (2) 8時00分～13時00分

正社員以外 不問 03030- 1184281
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

（必須） (1) 8時00分～17時00分
180,800円～248,600円

正社員 不問 03030- 1187381
中型一種（８ｔ限定）

(1) 8時00分～17時00分
160,000円～160,000円

正社員 59歳以下 03030- 1188681

(1) 8時30分～17時30分
129,600円～138,240円

正社員 不問 03030- 1189981
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

171,171円～222,523円

正社員以外 不問 03030- 1191881
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時30分～17時30分

180,000円～180,000円

正社員以外 不問 03030- 1192281

(1) 8時30分～17時15分
147,084円～147,084円

正社員以外 不問 04030- 1496981
1

     （3月9日時点の内容です）

　　３月５日　から　３月９日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　３月２２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

事務／正社員（宮古店）

1人

当社店舗において、下記事務を行っていただきま
す。来客、電話での応対・パソコンでの伝票処
理・各書類の処理・現金出納処理・その他、上記
に付随する業務。外出用務もあります。

岩手県盛岡市南仙北１丁
目２４番８号

岩手三菱自動車販
売　株式会社

事務経験がある方 岩手県宮古市

事業所名
求人番号

レジスタッフ（宮古店）

1人

オートバックス宮古においてレジ業務全般、他店
長、フロア長の指示する業務を行っていただきま
す。品出し、作業の受付や取次業務も手伝うこと
があります。未経験の方には丁寧にお教えしま
す。

岩手県盛岡市みたけ３丁
目３１－３８

北映商事　株式会
社（オートバック
ス）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務（宮古店）

1人

当社店舗において、下記事務を行っていただきま
す。来客、電話での応対・パソコンでの伝票処
理・各書類の処理・現金出納処理　・その他、上
記に付随する業務。外出用務もあります。

岩手県盛岡市南仙北１丁
目２４番８号

岩手三菱自動車販
売　株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

事務経験がある方 岩手県宮古市

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

金具接着剤塗布の補助（岩
泉）

1人

岩泉工場において、工業製品に使用される金具
に、接着剤を塗布する工程の補助作業になりま
す。他１名の作業員がおります。その他金具の整
列、在庫確認等の仕事になります。

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

岩手県下閉伊郡岩泉町

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。

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

トラック運転手

1人

当事業所の運転手として、下記の業務を担当して
いただきます。トラックで市場から向上への魚の
搬送及び工場から冷凍倉　庫への加工食品の搬送
業務に従事していただきます。搬送には大型ト
ラック、４トントラックを使用。

岩手県宮古市小山田４丁
目７－２０

株式会社　翔洋
宮古冷凍倉庫

雇用期間の定めなし

大型トラック運転経験者
（必須）

岩手県宮古市

作業療法士

2人

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

岩手県宮古市保久田８－
３７

特定医療法人　弘
慈会　宮古第一病
院雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

言語聴覚士

2人

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

岩手県宮古市保久田８－
３７

特定医療法人　弘
慈会　宮古第一病
院雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

理学療法士

2人

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

岩手県宮古市保久田８－
３７

特定医療法人　弘
慈会　宮古第一病
院雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職「介護」

2人

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

岩手県宮古市保久田８－
３７

特定医療法人　弘
慈会　宮古第一病
院雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護福祉士「介護」

1人

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

岩手県宮古市保久田８－
３７

特定医療法人　弘
慈会　宮古第一病
院雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理員≪急募≫

1人

宮古保育園において給食調理をしていただきま
す。決められた給食献立表に沿って、担当者２名
で入園児５７名のおやつ及び昼食時の給食調理を
行います。雇用開始日は平成３０年４月１日を予
定しておりますが、相談に応じます。

岩手県宮古市保久田１－
５

社会福祉法人　三
宝会　宮古保育園

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

建設作業員「建設」

3人

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

岩手県下閉伊郡山田町織
笠第１６地割３番地３１

株式会社　宇野ビ
ルド

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

運転手

1人

当社車両（４ｔ車）で、総合建設資材（セメン
ト、配管、住宅設備等）の配送を行います。配送
範囲は市内を予定しています。積み込み、積み降
ろしは手作業となります。車両は配送前点検で毎
日実施します。４ｔ車運転経験者優遇。

岩手県宮古市西町一丁目
７－３２

有限会社　東北物
流運輸

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

経理事務

1人

店舗事務所において経理事務を担当します。パソ
コンを使用し（専用ソフト）、仕入れ、売上の入
力、電話対応、外出用務は銀行となります。その
他状況により店舗販売、商品パック詰めをお願い
する事があります。

岩手県宮古市佐原３丁目
５－６

高田魚店

雇用期間の定めなし

経理事務経験者 岩手県宮古市

【短期】水産加工員≪急募
≫

2人

いさだなどの水産加工作業を行っていただきま
す。時期的に水揚げとなった魚を取り扱い、経験
がなくてもできる軽作業ですのでご応募下さい。
雇用期間は、平成３０年３月～４月の予定です。

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
場雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満） 岩手県宮古市

事務兼観光業務

1人

主に、宮古版地域ＤＭＯによる観光推進事業に関
わる事務業務を担当します。パソコンを使用し、
会議運営書類作成、補助金出納帳作成、研修参加
等になります。その他イベント準備、運営、観光
宣伝等も行います。研修は３ヶ月に１回程度県内

岩手県宮古市宮町一丁目
１－８０

一般社団法人　宮
古観光文化交流協
会雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

研究補助

1人

研究補助として下記業務に従事していただきま
す。水生生物の飼育設備の管理、サンプル処理及
びデーター入力に関わる補助業務。事前に履歴
書・安定所の紹介状を３月１６日（金）必着で就
業場所（宮古庁舎）まで持参もしくは郵送して下

宮城県塩竈市新浜町３丁
目２７－５

国立研究開発法人
水産研究・教育機
構　東北区水産研
究所

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３月１５日発行  



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- 7686881
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- 7688181
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- 7691581
普通自動車免許一種

（通勤用） (1)11時00分～20時00分
133,488円～133,488円 (2)11時30分～20時30分

正社員 不問 03030- 1160081
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

180,000円～180,000円

正社員 不問 03030- 1161381
変形（１年単位）
(1) 9時00分～18時00分

137,400円～161,800円 (2)11時00分～20時00分

正社員 64歳以下 03030- 1163981
変形（１年単位）
(1) 9時00分～18時00分

137,400円～161,800円 (2)11時00分～20時00分

正社員 64歳以下 03030- 1164581
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～149,000円 (2) 9時00分～18時00分
(3) 9時30分～18時30分

正社員 60歳以下 03030- 1165481
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～149,000円

正社員 不問 03030- 1166781
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
131,936円～147,560円

正社員以外 不問 03030- 1169181
看護師又は 変形（１ヶ月単位）
准看護師 (1) 8時30分～17時30分

普通自動車免許一種 131,936円～208,320円

正社員以外 不問 03030- 1170681
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
又は保育士 131,936円～173,600円

正社員以外 不問 03030- 1171981
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 215,000円～279,500円

正社員以外 不問 04010-17942981
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
308,460円～550,800円

正社員 59歳以下 04010-18176381
変形（１年単位）
(1) 5時00分～20時00分

165,000円～165,000円

正社員以外 不問 04030- 1454981
変形（１年単位）
(1) 5時00分～20時00分

165,000円～165,000円

正社員以外 不問 04030- 1455581
変形（１年単位）
(1) 5時00分～20時00分

165,000円～165,000円

正社員以外 不問 04030- 1459281
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時15分
170,000円～249,000円

正社員以外 不問 03010- 6475881
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

介護支援専門員 (1) 9時00分～18時00分
202,850円～202,850円

正社員 不問 03010- 6489981
介護福祉士 変形（１ヶ月単位）

介護職員初任者研修
普通自動車免許一種 177,860円～177,860円

正社員 不問 03010- 6490781
変形（１ヶ月単位）
(1) 6時00分～15時00分

137,500円～154,000円 (2) 8時45分～17時45分
(3)10時30分～19時30分

正社員以外 不問 03030- 1109881
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時15分～16時45分

182,000円～207,000円

正社員 35歳以下 03030- 1110181
介護支援専門員 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 175,000円～220,000円

正社員 59歳以下 03030- 1111081
2

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

事務の実務経験
ＰＣ（エクセル・ワード

等）ができる方

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

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

調理兼ホール係

1人

ラーメンの調理、盛付、仕込等（スープ仕込作業
は無）と、レジ業務を含むホール係（注文伺い、
配膳、下膳）、手が空いている時は食器洗浄作業
も行っていただきます。オーダーエントリーシス
テムで注文伺いはブックレットへの入力、会計時

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎７
－３２－２５

野菜たっぷりタン
メンの店　大久保

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

水産物加工

2人

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

岩手県下閉伊郡山田町船
越１１－７－１４

有限会社　長根水
産

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

販売員（ドラ店）

1人

お菓子、ケーキ、パン等を販売しています。来店
したお客様応対、レジ、品出し、箱詰めやラッピ
ング、店内の清掃などを行っていただきます。長
期間勤務できる方希望します。接客未経験の方
も、お気軽にご相談下さい。

岩手県宮古市実田一丁目
５－１７

株式会社　日進堂
（ドーネル）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員（河南店）

1人

お菓子、ケーキ、パン等を販売しています。来店
したお客様応対、レジ、品出し、箱詰めやラッピ
ング、店内の清掃などを行っていただきます。長
期間勤務できる方希望します。接客未経験の方
も、お気軽にご相談下さい。

岩手県宮古市実田一丁目
５－１７

株式会社　日進堂
（ドーネル）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

配達員兼製造係（正社員）

1人

２ｔトラックかハイエースを使用して特産品の飲
料、漬物等を宮古市内から盛岡市内の得意先に
ルート配達する業務となります。また特産品の製
造(飲料製造、漬物製造)等を行って頂きます。

岩手県宮古市川内８－２ 株式会社　川井産
業振興公社

岩手県宮古市

接客係（正社員）

1人

ファストフードコーナーでの注文受け、会計レ
ジ、注文商品の受け渡し等を行います。また、厨
房での調理または調理補助を行って頂きます。レ
ストランの弁当配達をして頂く場合があります。

岩手県宮古市川内８－２ 株式会社　川井産
業振興公社

岩手県宮古市

介護職員「介護」

2人

おおよそ９名のデイサービス利用者の方を介護
（食事、入浴、排せつ、レクリエーションなど）
していただきます。職員５名体制となります。ほ
かに、送迎の運転業務もあります。

岩手県宮古市津軽石第１
５地割４１番地７

特定非営利活動法
人　石峠宅老所
荷竹宅老所雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満） 岩手県宮古市

看護職員「看護」

1人

おおよそ９名のデイサービス利用者の看護業務
（利用者記録類の作成、健康相談等）を行いま
す。あわせて介護（食事、入浴、排泄、レクリ
エーション等）、送迎業務もお願いします。

岩手県宮古市津軽石第１
５地割４１番地７

特定非営利活動法
人　石峠宅老所
荷竹宅老所雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満） 岩手県宮古市

相談員「介護」

1人

おおよそ９名のデイサービス利用者の相談対応及
び介護（食事、入浴、排泄、レクリエーション
等）をします。介護業務については職員５名体制
となります。送迎の運転業務もあります。

岩手県宮古市津軽石第１
５地割４１番地７

特定非営利活動法
人　石峠宅老所
荷竹宅老所雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満） 岩手県宮古市

一般作業員［仙台市内及び
岩手県内］

5人

重機オペレーター又は手元作業。技術者のサポー
トやオペレーター又は手元作業を行っていただき
ます。資格のある方優先。

宮城県仙台市青葉区小松島
４丁目２４番８－３１０号

株式会社　大進
仙台支店

岩手県宮古市、他

空調・衛生設備技術者［岩
手県］

1人

建設現場における空調・衛生設備工事の監督業務
に従事して頂きます。現場：工程管理、安全・品
質管理、写真撮影等。事務所：書類作成、写真管
理、データ入力等。ＰＣは基本操作（エクセル・
ワード）が出来れば問題ありません。

宮城県仙台市青葉区本町
２丁目１０－３３　第２
日本オフィスビル７階

株式会社　オンサ
イト

雇用期間の定めなし

施工管理経験３年以上 岩手県宮古市、他

調理〔宮古市区界〕（住み
込み）

1人

現場宿舎にて調理業務に従事していただきます。
朝、昼、夕の３食１２名程度の食事作りを行いま
す。寮費は無料ですが、食事代のみ自己負担とな
ります。

宮城県多賀城市笠神４丁
目３－３７

有限会社　三山食
品

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 岩手県宮古市

調理〔宮古市津軽石〕（住
み込み）

2人

現場宿舎にて調理業務に従事していただきます。
朝、お弁当、夕の３食６０名程度の食事作りを行
います。寮費は無料ですが、食事代のみ自己負担
となります。

宮城県多賀城市笠神４丁
目３－３７

有限会社　三山食
品

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 岩手県宮古市

調理〔宮古市平津戸〕（住
み込み）

2人

現場宿舎にて調理業務に従事していただきます。
３食２５名程度の食事作りを行います。寮費は無
料ですが、食事代のみ自己負担となります。


宮城県多賀城市笠神４丁
目３－３７

有限会社　三山食
品

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 岩手県宮古市

事務員（宮古地域こころの
ケアセンター）

1人

こころのケアセンター業務（被災者に対する相
談・支援活動等）に係る事務業務全般を行ってい
ただきます。資料作成や相談記録の入力等がある
ため、ＰＣ操作堪能な方で、事務の実務経験をお
持ちの方を募集します。運転をしていただく場合

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
月以上）

岩手県宮古市

ケアマネジャー（八木沢）
「介護」

2人

ニチイケアセンター八木沢においての業務となり
ます。相談受付・アセスメント、居宅サービス計
画作成・モニタリング・他事業所との連絡調整・
給付管理・認定調査・その他、上記に付随する業
務および指示された業務

岩手県盛岡市盛岡駅西通
２－９－１　マリオスビ
ル　１２Ｆ

株式会社　ニチイ
学館　盛岡支店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

訪問介護員（八木沢）「介
護」

1人

ニチイケアセンター八木沢においての訪問介護業
務。生活援助（調理、洗濯、掃除等）・身体介護
（入浴介助、排泄介助、食事介助等）・帳票作成
・顧客管理・その他上記に付随する業務および指
示された業務

岩手県盛岡市盛岡駅西通
２－９－１　マリオスビ
ル　１２Ｆ

株式会社　ニチイ
学館　盛岡支店

雇用期間の定めなし

訪問介護業務「介護」（１
年以上）

又は 7時30分～20時30分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

調理員

2人

介護老人保健施設の利用者への給食調理業務に従
事していただきます。朝食・夕食の調理は約８５
食分、昼食は通所リハビリ利用者を含め、約１２
０食分の調理を行っていただきます。

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
月以上） 岩手県下閉伊郡岩泉町

営業兼配送

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、ルート営業及び配送作業を行っていた
だきます。得意先が９割となり、慣れてきたら新

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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）「介護」

1人

当施設は長期入所・短期入所あわせて利用者８０
名の施設です。主に利用者のケアプランの作成、
介護認定調査の実施、家族との連絡、相談、調整
などの業務を行っていただきます。

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

経験者 岩手県下閉伊郡山田町



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

240,000円～280,000円

正社員 59歳以下 03030- 1114981
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- 1116481
中型一種（８ｔ限定）

(1) 8時00分～17時00分
156,000円～196,000円

正社員 59歳以下 03030- 1117781
普通自動車免許一種

（通勤用）
170,000円～170,000円

正社員以外 18歳以上 03030- 1119281
普通自動車免許一種

（通勤用） (1) 8時30分～17時30分
125,856円～198,720円

正社員以外 不問 03030- 1120381
変形（１年単位）
(1) 7時30分～16時45分

雇用期間の定めなし 130,720円～130,720円

正社員以外 64歳以下 03030- 1122981
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

自動車整備士（３級） 180,000円～200,000円

正社員 不問 03030- 1123581
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 自動車検査員 200,000円～212,500円

正社員 不問 03030- 1124481
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

142,700円～170,000円 (2)20時00分～ 5時00分

正社員 18歳以上 03030- 1125781
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- 1126881
保育士 変形（１ヶ月単位）

146,000円～175,000円

正社員 59歳以下 03030- 1128181

(1) 8時00分～17時00分
129,600円～183,600円

正社員 18歳～64歳 03030- 1130981
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

172,800円～216,000円

正社員 59歳以下 03030- 1131581
大型自動車免許一種

車両系基礎工事用運転 (1) 8時00分～17時00分
建設機械施工技士１級 231,000円～359,000円
普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 03030- 1134881
変形（１年単位）
(1)10時00分～20時00分

180,000円～180,000円

正社員 不問 03030- 1138381
変形（１年単位）
(1)10時00分～20時00分

150,000円～150,000円

正社員 不問 03030- 1139681
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

土木施工管理技士2級又
は

200,000円～250,000円
建設機械施工技士2級

正社員 不問 03030- 1140481
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 158,200円～192,100円

正社員 不問 03030- 1141781

170,000円～170,000円

正社員以外 不問 03030- 1144181

(1) 8時30分～18時30分
140,000円～180,000円 (2) 8時30分～12時30分

正社員 不問 03030- 1148981
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 7時00分～16時30分

432,000円～648,000円

正社員 不問 03030- 1150881

3

事務（１）≪急募≫

1人

チラシ作成、見積作成、ホームページ作成、ホー
ムページ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

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

ホームページ作成の出来る
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おこないます。
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。盛岡・仙台へ１週間程の出張をお願い

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

集配ドライバー《急募》

2人

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

岩手県宮古市津軽石１０
－３５－３７

東北西濃運輸株式
会社　宮古営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

食器洗浄・ホール係・調理
補助

1人

ラーメン店において食器洗浄、接客、調理補助の
仕事を行います。ホールでの注文取り、配膳、レ
ジ操作、食器洗浄は手洗いとなります。調理補助
は盛り付け、材料仕込等になります。採用後は
ホール係、食器洗浄が主な仕事となります。

岩手県宮古市長町１－８
－２８

どさん娘　バイパ
ス店

雇用期間の定めなし

又は11時00分～23時00分の
間の7時間程度

岩手県宮古市

梱包及び出荷作業業務

1人

当社東北工場において、ダンボール箱に製品を入
れる梱包作業及び製品を入れたダンボール箱を木
製パレットに移し、出荷のための荷造りをする作
業に従事していただきます。正社員への登用制度
あり。フォークリフト免許を持っていれば採用面

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

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

クリンクルー（板屋）

1人

請負先施設内において清掃業務に従事していただ
きます。主にフロアモップ掛けなど清掃全般とな
ります。トイレ掃除あり。３人体制での作業にな
り、現場へは原則直行直帰となります。

岩手県宮古市長町１丁目
９－１７

リアス環境管理
株式会社

岩手県宮古市

自動車整備

1人

自動車整備業務に従事していただきます。軽自動
車からトラックまでの車検・点検・整備を行いま
す。お客様への説明や、車両の引取り及び納車、
洗車作業、その他付随する業務も行っていただき
ます。

岩手県下閉伊郡山田町織
笠１２－１３－８

三陸自動車商会
有限会社

雇用期間の定めなし

自動車整備経験
岩手県下閉伊郡山田町

自動車検査・自動車整備

1人

自動車検査及び整備業務に従事していただきま
す。自動車検査員業務を主とし、点検・整備、お
客様への説明、車両の引取り及び納車、洗車、そ
の他付随する業務を行っていただきます。

岩手県下閉伊郡山田町織
笠１２－１３－８

三陸自動車商会
有限会社

自動車検査経験 岩手県下閉伊郡山田町

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

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

保育士「保育」

2人

園児の保育（１歳～６歳までのクラスの保育業
務）をおこないます。担任の補助から始めていた
だき、いずれはクラス担任をもっていただきま
す。担当クラスは現段階では未定で、就業場所は
ご相談に応じます。

岩手県宮古市赤前第３地
割１４－１１

社会福祉法人　慈
愛会

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

岩手県宮古市

警備員・交通誘導警備員
（正社員／宮古）

5人

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

岩手県宮古市西ケ丘２丁
目１２番１号

トータルセキュリ
ティー　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

普通作業員「建設」

1人

土木工事、舗装工事、管工事全般に従事します。
主に公共工事で、重機の手元として機械では対応
できない細部の作業などの手作業となり、その
他、付帯する手作業全般を行っていただきます現
場移動は、社用車乗合となります。

岩手県下閉伊郡岩泉町袰
綿字浦場６５－１

有限会社　澤里土
木工業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

土木施工管理技士「建設」

1人

土木工事、舗装工事、管工事現場の施工管理、現
場監督に従事していただきます。安全管理、パソ
コンを使用し書類作成、現場状況の写真管理、完
成図書作成なども行います。【必要な免許資格に
ついて】建設機械施工技士（１級・２級）、土木

岩手県下閉伊郡岩泉町袰
綿字浦場６５－１

有限会社　澤里土
木工業

雇用期間の定めなし

現場施工管理経験 岩手県下閉伊郡岩泉町、他

調理兼ホール（王将）≪急
募≫

1人

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

岩手県宮古市大通４丁目
４－２０　２Ｆ

株式会社　マルセ
イユ　大阪王将宮
古店雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理見習い（王将）≪急募
≫

1人

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

岩手県宮古市大通４丁目
４－２０　２Ｆ

株式会社　マルセ
イユ　大阪王将宮
古店雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木工事監督「建設」≪急
募≫

1人

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

岩手県宮古市太田１丁目
８番４号

株式会社　青山工
業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

現場作業員「建設」≪急募
≫

2人

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

岩手県宮古市太田１丁目
８番４号

株式会社　青山工
業

岩手県宮古市

販売員（契約社員）

1人

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

岩手県宮古市宮町４－１
－１７

株式会社　コナカ
宮古店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は10時00分～20時00分の
間の8時間程度

岩手県宮古市、他

受付・歯科助手

1人

院内において、受付業務・診療補助業務に従事し
ていただきます。来院受付、医療費請求等の医療
事務、診療器具の準備、片付け、歯科診療の補
助、院内清掃、その他付随する業務をお願いしま
す。＊経験者優遇

岩手県宮古市宮町一丁目
１－４６

坂下歯科医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

機械修理工

2人

トンネル工事中の重機車両等の保守点検、修理を
して頂きます。故障の修理等無理と判断した時は
専門の修理業者に連絡対応していただきます。現
場は昼夜作業していろ為、夜勤のトラブル解決に
出勤する場合あり。

岩手県宮古市根市第２地
割２０－８

吉田西豊建設株式
会社　川井出張所

雇用期間の定めなし

一般の機械修理経験者 岩手県宮古市



電気工事士（第２種）
高所作業車運転技能者 (1) 7時00分～16時30分
普通自動車免許一種 432,000円～648,000円
（ＡＴ限定不可）

正社員 不問 03030- 1151281
普通自動車免許一種

(1) 7時00分～16時30分
200,000円～400,000円

正社員 不問 03030- 1152181
変形（１年単位）
(1) 8時00分～16時30分

122,325円～163,100円

正社員 59歳以下 03030- 1153081
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～184,800円

正社員以外 59歳以下 03100-  665681
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-  666981

(1) 8時30分～17時15分
147,084円～147,084円

正社員以外 不問 04030- 1494381
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 9時00分～18時00分
200,000円～200,000円

正社員以外 不問 13080-20727481

(1) 8時00分～17時00分
240,000円～300,000円

正社員以外 59歳以下 46060- 1067681
変形（１ヶ月単位）
(1)10時00分～19時00分

186,000円～320,000円

正社員 不問 01040- 3028881
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- 6279681
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- 6287681
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- 6317981
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- 1067681
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- 1068981
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

言語聴覚士のいずれか 205,000円～320,000円

正社員 64歳以下 03030- 1069581
社会福祉士 変形（１ヶ月単位）

介護支援専門員 (1) 8時45分～17時45分
雇用期間の定めなし 介護福祉士のいずれか 132,000円～294,500円

正社員 64歳以下 03030- 1070881
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- 1071281
理容師又は 変形（１年単位）

美容師
普通自動車免許一種 135,000円～230,000円

（通勤用）

正社員 59歳以下 03030- 1073081
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- 1078481
普通自動車免許一種 交替制あり
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

140,011円～140,011円 (2) 8時15分～17時15分
(3) 9時30分～18時30分

正社員以外 不問 03030- 1079781
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
140,000円～140,000円

正社員 59歳以下 03030- 1081381
4

電気工事士

2人

トンネル工事中の坑内及び坑外にて、電線及び通
信線延伸、照明取付、分電盤取付他電気トラブル
等に対応していただきます。現場は昼夜作業して
いる為、夜勤のトラブル解決に出勤する場合あ
り。＊第一種電気工事士あれば尚可

岩手県宮古市根市第２地
割２０－８

吉田西豊建設株式
会社　川井出張所

雇用期間の定めなし

一般の電気工事経験者 岩手県宮古市

事務

1人

トンネル工事現場の給料計算他雑用全般をを担当
していただきます。パソコンを使用して給料計算
から支払、書類作成、現場資材管理等関係書類の
作成をしていただきます。その他、来客・電話対
応等付随する業務を行っていただきます。

岩手県宮古市根市第２地
割２０－８

吉田西豊建設株式
会社　川井出張所

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード、エ
クセル）出来る方

岩手県宮古市

水産加工員

1人

鮭の加工作業が主な仕事です。その他水産物の加
工（イカ、サケ、サンマ、イワシなどを原料とし
た各種の冷凍食品を作る仕事です。）最大で１０
ｋｇくらいの荷物の運搬もあります。パート勤務
もご相談いたします。

岩手県下閉伊郡岩泉町小
本字小成１３０－１

有限会社　竹下水
産

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

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
行っていただきます。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・その他、上記に付随する業務

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

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

研究補助

1人

研究補助として下記業務に従事していただきま
す。アワビ飼育実験の補助、野外調査のサンプル
処理補助、ＰＣによるデーター入力他。事前に履
歴書・安定所の紹介状を３月１６日（金）必着で
就業場所（宮古庁舎）まで持参もしくは郵送して

宮城県塩竈市新浜町３丁
目２７－５

国立研究開発法人
水産研究・教育機
構　東北区水産研
究所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

量販店担当マーチャンダイ
ザー（販売促進）

1人

量販店様（スーパーマーケット等）を定期的に訪
問し、キリングループの酒類（ビール、ワイン、
焼酎など）の売り場つくりを行います。お客様に
キリンビールグループ商品をご賞味いただけるよ
う「選びやすく、買いやすい最適な売場づくり」

東京都中野区中野４丁目
１０番２号　中野セント
ラルパークサウス

麒麟麦酒株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコンの基本操作 岩手県宮古市、他

甲板員（起重機船での作
業）

1人

北日本・東日本地区における各港の防波堤復旧工
事・北日本及び東日本地区の大震災等で被災した
防波堤復旧工事で起重機船による海上での甲板員
での復旧作業です。就業場所は、岩手県宮古湾・
宮城県仙台港・福島県相馬港を中心に作業。

鹿児島県いちき串木野市
汐見町５６番地

株式会社　マリン
工業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

携帯電話販売／正社員（宮
古バイパス）

3人

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

北海道帯広市東２条南６
丁目２０番地　長谷川産
業株式会社３階

株式会社　Ｈ・
Ｏ・Ｃ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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・営業などは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。

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

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から丁寧

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

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

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

看護師・准看護師「看護」

2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

理学療法士・作業療法士・
言語聴覚士

2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

支援相談員

1人

ふれんどりー岩泉の入所利用者と家族、行政、医
療機関との連絡調整を行い、在宅に利用者が復帰
できるように各種支援及び相談業務を行います。
対応する入所者は８５名程度です。

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

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

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

美容師

1人

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

岩手県宮古市末広町２－
１

株式会社ｂｅａｕ
ｔｙ・Ｉ

雇用期間の定めなし

又は 9時00分～18時30分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

観光案内員及び環境整備員

8人

龍泉洞において観光案内、改札業務、龍泉洞や新
洞科学館の洞内監視、園地（トイレ含む）や洞内
の清掃管理（草取等）や補修等。冬期期間は雪か
き、洞内のコケ取り作業等の環境整備も行いま
す。５～１０月の期間は龍泉洞旅行村（バンガ

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

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

事務員（正社員）

2人

経理、労務、人事業務の書類作成を担当していた
だきます。主にパソコンを使ってデータ入力、一
般会計、給与計算、予算決算、税務関係に関わる
書類作成、資材生産管理に係る事務処理、電話応
対など行っていただきます。その他付随した業務

岩手県宮古市松山６－４
６

株式会社　ウェー
ブクレスト　宮古
工場雇用期間の定めなし

パソコン（エクセル）操作
のできる方 岩手県宮古市



普通自動車免許一種
（通勤用） (1) 9時00分～18時00分

145,152円～145,152円

正社員以外 不問 03030- 1083981

(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- 1085481
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- 1089181
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

（通勤用） (1) 8時30分～17時30分
145,000円～200,000円 (2)16時00分～ 1時00分

(3) 0時00分～ 9時00分

正社員 61歳以下 03030- 1091981
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

（通勤用） (1) 8時30分～17時30分
230,000円～230,000円

正社員 61歳以下 03030- 1092581
歯科衛生士 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～18時30分
167,000円～187,000円

正社員 不問 03030- 1095881
交替制あり
(1) 7時00分～16時00分

153,900円～153,900円 (2) 8時00分～17時00分
(3)12時00分～21時00分

正社員 59歳以下 03030- 1097181
交替制あり
(1) 6時00分～15時00分

雇用期間の定めなし 139,900円～139,900円 (2) 8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

正社員 不問 03030- 1098081
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- 1100281
看護師

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

正社員以外 不問 03030- 1102081

(1) 8時30分～17時15分
124,644円～129,744円

正社員以外 不問 03030- 1104681
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-  624981
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-  643781
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
308,460円～550,800円

正社員 59歳以下 04010-17190181
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

140,000円～165,000円

正社員 35歳以下 03010- 6883481
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
148,000円～204,000円 (2)10時15分～19時00分

正社員 35歳以下 03010- 6895181
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 9時00分～17時20分

165,000円～175,000円

正社員 59歳以下 03010- 6915781
中型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
180,000円～230,000円

正社員 59歳以下 03030- 1200381
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
145,000円～155,000円

正社員 45歳以下 03030- 1201681
幼稚園教諭免許

(1) 7時30分～16時15分
148,000円～163,000円 (2) 7時45分～16時30分

(3) 9時00分～18時00分

正社員 59歳以下 03030- 1202981
移動式クレーン運転士
大型自動車免許一種 (1) 8時00分～17時00分

230,000円～345,000円

正社員 69歳以下 03050- 1951181

5

レストラン調理補助

1人

道の駅山田にあるレストランでの調理補助業務を
担当していただきます。料理の盛り付けや、食器
洗浄作業、調理場の片付け等を行っていただきま
す。洗浄作業には食器洗浄機を使用します。

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－１４１

山田町特産品販売
協同組合

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡山田町

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

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

コネクタ製造自動機・成形
機オペレーター

1人

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

岩手県宮古市大字崎鍬ヶ
崎第９地割３０番地

モルデック株式会
社　宮古工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

電子部品用金型・治具の設
計

2人

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

岩手県宮古市大字崎鍬ヶ
崎第９地割３０番地

モルデック株式会
社　宮古工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

電子部品・電子部品製造用
金型・治具設計の経験（必

須）

歯科衛生士

1人

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

岩手県宮古市田老三王１
丁目１番３－２号

山本歯科医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員「介護」

1人

特養老人福祉施設における介護サービスを行いま
す。入所者１１０名、短期入所１０名、全室個室
ユニットケアにあたります。１ユニット１０名、
夜勤は２ユニット２０名で介護業務にあたりま
す。介護サービス内容は、食事・入浴・排泄・機

岩手県宮古市西ヶ丘四丁
目５３－８

社会福祉法人　恵
心会　特別養護老
人ホーム　慈苑雇用期間の定めなし

老人介護経験 岩手県宮古市

調理員

1人

特養老人福祉施設における厨房での調理業務・入
居者１１０名の食事（朝食、昼食、夕食／シフト
対応）・食器の片づけ、厨房の清掃等・４～５名
で対応して頂きます。

岩手県宮古市西ヶ丘四丁
目５３－８

社会福祉法人　恵
心会　特別養護老
人ホーム　慈苑

岩手県宮古市

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

看護師「看護」

2人

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

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中家１９－１

社会福祉法人　恩
賜財団　岩手県済
生会　岩泉病院雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上） 岩手県下閉伊郡岩泉町

保育補助／福祉課（期限付
臨時職員）「保育」

1人

宮古市内保育所入所児童の保育補助業務となりま
す。保育所園内の環境整備作業、清掃や備品消毒
なども行っていただきます。担当クラスや児童数
は、勤務する保育所によって変わります。

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
月以上） 岩手県宮古市

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

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

電気設備技術者［岩手県］

1人

建設現場における電気設備工事の監督業務に従事
して頂きます。現場：工程管理、安全・品質管
理、写真撮影等。事務所：書類作成、写真管理、
データ入力等。ＰＣは基本操作（エクセル・ワー
ド）が出来れば問題ありません。ＣＡＤが操作可

宮城県仙台市青葉区本町
２丁目１０－３３　第２
日本オフィスビル７階

株式会社　オンサ
イト

雇用期間の定めなし

施工管理経験３年以上 岩手県宮古市、他

消防用設備の点検作業及び
工事（宮古営業所）

1人

社用車（普通車）にて、事業所（ビル、工場、店
舗）の消防用設備の点検作業及び工事全般を行い
ます。その他、指示された業務及び付随する業
務。基本２名体制で業務にあたっていただきます
。作業エリア：主に宮古市近郊

岩手県盛岡市上堂３－６
－３３

株式会社　ダイト
ク

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業（宮古店）

1人

宮古店における営業を担当していただきます。新
車、中古車の営業販売（外販含む）・自動車保険
の契約等・お客様の車の納車、引取り（実車運転
あり）・登録に関する手続き業務（パソコン入力
あり）・来客、電話応対

岩手県盛岡市津志田町１
丁目１－２０

日産プリンス岩手
販売　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

家電製品の修理技術者（宮
古・釜石等沿岸地区担当）

1人

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

岩手県盛岡市永井１－１
３－１

株式会社　アイ
ヴィック

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

建設機械溶接工

1人

建設機械修理の溶接工に従事します。建設機械の
各タッチメント（バケット等）の修理溶接を行い
ます。溶接は肉盛り溶接が必要な場合もあるりま
す。状況によって商品をお客様に届ける場合もあ
ります。（社用車使用）

岩手県宮古市松山６－３
０－２

中三機械　株式会
社

雇用期間の定めなし

溶接経験５年以上 岩手県宮古市

一般事務

1人

総務課にて社会保険、労務関係書類作成（パソコ
ン操作ワード・エクセル）が中心になります。電
話、メール、来客対応、外出用務（社用車使
用）、事務所内清掃等あります。将来は給与計算
も予定しております。

岩手県宮古市刈屋１１－
８０－３

刈屋建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

幼稚園教諭

1人

当法人が運営する幼稚園において、クラス担任補
助、バス添乗（登降園時）、降園後の預かり保育
のお手伝い、各種年間行事など保育業務全般をお
願いします。園児数は３５名程度となる予定で
す。経験年数によってはクラス担任としての業務

岩手県下閉伊郡山田町八
幡町１２－２１

学校法人光明学園
山田幼稚園

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

移動式クレーンオペレー
ター（宮古営業所）

1人

移動式クレーンを使用し各現場での資材・機械な
どの吊り上げ作業。建設現場でクレーン操作業
務。現在の現場は主に岩手沿岸になります。管理
者の指示に従って資材の運搬等の作業をしていた
だきます。

岩手県一関市弥栄字下谷
起６６－２

一般社団法人　東
北労働支援組合

雇用期間の定めなし

２５ｔ・５０ｔ以上のク
レーンを操作経験者

岩手県宮古市



大型自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分

184,000円～230,000円

正社員 69歳以下 03050- 1952081
移動式クレーン運転士

(1) 8時00分～17時00分
230,000円～345,000円

正社員 69歳以下 03050- 1962381
大型自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
184,000円～230,000円

正社員 69歳以下 03050- 1963681
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 04010-18941381
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 04010-18955881

6

大型ダンプ運転手（宮古営
業所）

1人

建設工事用資材や関連部材の荷積み・荷降ろしの
配送業務全般。土木工事現場・建設工事現場にて
ダンプによる土砂・砕石・砂利等の運搬作業に従
事します。その他、付随する業務

岩手県一関市弥栄字下谷
起６６－２

一般社団法人　東
北労働支援組合

雇用期間の定めなし

経験者 岩手県宮古市

移動式クレーンオペレー
ター（宮古営業所）

1人

移動式クレーンを使用し各現場での資材、機械な
どのつり上げ作業。建設現場でのクレーン操作業
務。管理者の指示に従って資材の運搬等の作業を
して頂きます。

一関市城内１０８－２ 一般財団法人　建
設工事共同企業体
Ｔ・Ｂ・Ｉ雇用期間の定めなし

２５ｔ、５０ｔクレーン経
験者

岩手県宮古市

大型ダンプ運転手（宮古営
業所）

1人

建設工事用資材や関連部材の荷積み、積み降ろし
の配送業務全般。土木工事現場、建設工事現場に
てダンプによる土砂、砕石、砂利等の運搬業務に
従事します。その他付随する業務。

一関市城内１０８－２ 一般財団法人　建
設工事共同企業体
Ｔ・Ｂ・Ｉ雇用期間の定めなし

経験者 岩手県宮古市

現場代理人（二級）［宮古
市／釜石市］

2人

土木工事現場における現場代理人業務全般です。





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

現場代理人［宮古市／釜石
市］

2人

土木工事現場における現場代理人業務全般です。





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


