
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- 7281681
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～18時00分
153,610円～153,610円

正社員以外 不問 03010- 8847481
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
165,000円～198,000円

正社員 不問 03030- 1457281
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

いずれか

正社員 不問 03030- 1462481
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- 1463781
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
175,750円～196,800円

正社員 35歳以下 03030- 1464881
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

160,000円～230,000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- 1465281
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
138,000円～220,000円

正社員 64歳以下 03030- 1466181
普通自動車免許一種

140,000円～180,000円

正社員 64歳以下 03030- 1467081
変形（１年単位）
(1) 8時00分～16時30分

160,000円～180,000円

正社員 59歳以下 03030- 1468381
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分

130,000円～156,000円

正社員以外 不問 03030- 1469681
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1)21時00分～ 6時00分
140,000円～230,000円

正社員 59歳以下 03030- 1470481
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
130,000円～130,000円 (2)10時00分～19時00分

(3)17時00分～ 1時00分

正社員 18歳～59歳 03030- 1471781

(1) 8時00分～17時00分
120,000円～120,000円

正社員以外 不問 03030- 1472881
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～225,000円

正社員 59歳以下 03030- 1473281
大型自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
226,000円～271,200円 (2) 8時00分～12時00分

正社員以外 不問 03030- 1474181
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- 1476381
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- 1477681
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     （4月6日時点の内容です）

　　４月２日　から　４月６日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　４月１９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

（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
＊勤務時間応相談

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

事務員（宮古西町）

1人

介護事業所内において事務作業を行っていただき
ます。
　・パソコンによる書類作成・データ入力
　（介護報酬請求など）
　・事務所の連絡・調整

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

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

エクセル・ワードを基本的
に使える方 岩手県宮古市

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

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

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

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

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

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

プラスチック成形オペレー
タ　（経験者）

2人

電子部品（コネクタ）用精密金型と射出成型機を
使用し、プラスチック成形品、コネクタの製造を
行います。射出成型機を一人で数台担当し、成形
機の安定稼働を正面から支える重要な仕事です。

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

成形オペレーター経験者 岩手県宮古市

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

水産加工員

1人

水産加工作業（ホタテ、ウニ、鮮魚）を行ってい
ただきます。合わせて、トラックで山田魚市場他
近郊の市場から事業所まで運搬業務もお願いしま
す。


岩手県下閉伊郡山田町境
田町４９５番地１

貫長水産　株式会
社

雇用期間の定めなし

又は 6時00分～16時00分の
間の6時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

事務員

1人

事務業務全般を担当していただきます。パソコン
を使った請求書、文書作成。給料に関する事務
（税理士の指導あり）。また来客・電話対応もあ
ります。
繁忙期の水産加工手伝いはありませんが、まれに

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

パソコン操作（ワード・エ
クセル）

岩手県下閉伊郡岩泉町

事務

1人

ほほえみの里において事務作業を行ってただきま
す。介護報酬請求作業・経理作業・労務作業のい
ずれかを主業務とし、書類作成、データ入力、電
話対応、会計業務、その他指示された業務及び付
随する業務となります。

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
９地割３９番地２７

医療法人　仁泉会
介護老人保健施設
ほほえみの里雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上） タブレット端末、パソコン
操作（エクセル）が基本的

に使える方 岩手県宮古市

ナイトマネージャー

1人

当ホテルにおける夜警業務に従事していただきま
す。巡回業務、夜間の緊急対応時の宿直職員への
取次ぎが主な業務になります。また、フロント補
助を行っていただく場合があります。その他の付
帯業務（灰皿清掃、新聞受取、照明の点灯・消灯

岩手県宮古市日立浜町３
２－４

株式会社　浄土ヶ
浜パークホテル

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員（グループホー
ム）／「介護」

1人

認知症グループホーム利用者（９名）の食事の世
話や簡単な身体介助等の介護サービス、調理・施
設清掃・洗濯等の日常生活のお世話、利用者さん
の通院に同行（社用車使用）等行っていただきま
す。小規模・少人数・地域密着の施設です。

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根２－１１１－３

株式会社　メイト

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

水産加工

3人

鮫ヒレ（フカヒレ）の加工作業を行います。生や
乾燥・冷凍（ボイル等で戻した後）のものを、包
丁を使い皮や骨を取り除く作業です。また受注に
合わせて姿煮用、スープ用等それぞれに加工し、
目視検査を行い、袋詰めや商品成形を行います。

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根１３－８０－２１

株式会社　萬平
東北工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

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。

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

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。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

美容師

1人

美容クリア末広町店において、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

美容経験者 岩手県宮古市

理容師

1人

理容髪吉（かみよし）南町店において、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

◎ 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４月１２日発行  



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- 1479581
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
167,600円～280,000円

正社員 64歳以下 03030- 1481281
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
146,000円～210,000円

正社員 44歳以下 03030- 1482181
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
準中型自動車免許 (1) 7時30分～16時30分

130,000円～130,000円

正社員 40歳以下 03030- 1483081
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

136,500円～160,000円

正社員 64歳以下 03030- 1484381
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

136,500円～139,500円 (2)20時00分～ 5時00分

正社員 64歳以下 03030- 1485681
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

136,500円～170,000円

正社員 64歳以下 03030- 1487581
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(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 64歳以下 03030- 1489781

(1) 9時30分～19時30分
155,000円～190,000円 (2) 9時30分～13時30分

正社員 不問 03030- 1491381
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) 7時45分～16時45分
建設機械施工技士２級 173,250円～196,350円

いずれか

正社員以外 不問 03030- 1495481
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 7時45分～16時45分
161,700円～184,800円

正社員以外 不問 03030- 1496781
変形（１ヶ月単位）
(1) 9時00分～18時30分

143,866円～156,000円 (2) 9時00分～16時30分

正社員以外 不問 03030- 1500781
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 184,800円～231,000円

正社員 不問 03030- 1502281
看護師 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
172,200円～270,100円 (2) 9時30分～18時30分

正社員 59歳以下 03030- 1504081

(1) 8時00分～16時45分
117,024円～126,960円

正社員以外 不問 03030- 1507981

(1) 8時00分～16時45分
119,770円～139,461円

正社員以外 不問 03030- 1508581

(1) 8時00分～16時45分
114,536円～135,548円

正社員以外 不問 03030- 1509481
普通自動車免許ＡＴ 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- 2210681
普通自動車免許ＡＴ 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- 2219381
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
141,050円～141,050円

正社員以外 不問 03100-  885581
調理師 交替制あり

124,020円～159,000円

正社員以外 不問 04010-24449981
2

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。

岩手県宮古市田の神二丁
目３－１

株式会社　旭電気
工業

雇用期間の定めなし

電気工事の経験 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

部品加工

2人

コネクター用精密金型や自動機の金属部品を工作
機器を使い製作、加工する業務です。取り扱う工
作機器は平面研削盤、プロファイルグライン
ダー、ワイヤー加工機、放電加工機になります。
設備の生産性を支える業務です。

【郵送先は別住所】下閉
伊郡田野畑村奥地向６９
番地

有限会社　菊地電
子工業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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。


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

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。


岩手県宮古市田の神二丁
目３－１

株式会社　旭電気
工業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

金型エンジニア

1人

コネクター用精密金型の設計業務に従事していた
だきます。金型設計、研削加工、金型組立を行
い、量産現場で使用する金型を立ち上げる業務で
す。量産時の生産性を考え、経験と発想が必要な
業務です。会社の品質、コストを作る重要な業務

【郵送先は別住所】下閉
伊郡田野畑村奥地向６９
番地

有限会社　菊地電
子工業

雇用期間の定めなし

経験者 岩手県宮古市

1人

組立オペレーションと成形オペレーションの業務
組立オペレーション…コネクター自動組立機械の
操作です。組立てる部品を機械へ供給・操作、出
来上がりの評価、不具合の修正を行います。
成形オペレーション…コネクターの部品（成形

【郵送先は別住所】下閉
伊郡田野畑村奥地向６９
番地

有限会社　菊地電
子工業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

オペレーター

歯科助手

1人

医師のアシスタント業務となります。医師の指示
のもと診療の補助、治療器具の準備、片付け、洗
浄、消毒、院内の清掃などを行います。業務に慣
れてきたら受付業務も担当していただきます


岩手県宮古市実田一丁目
７－１７

くらた歯科医院

雇用期間の定めなし

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作のできる方

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。

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

土木作業員「建設」

1人

おも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。


岩手県宮古市津軽石１２
－１２６－１

有限会社　舘山建
設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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。

岩手県宮古市小国１４－
９２

合同会社　ボンズ
工業

岩手県宮古市

歯科助手

1人

器具の洗浄、片付け、診療補助等の業務に従事し
ていただきます。歯科助手の資格をお持ちであれ
ば尚よろしいですが、作業内容は丁寧にお教えし
ますので、経験のない方でも応募可能です。


岩手県宮古市太田一丁目
５－１０

さいとう歯科矯正
クリニック

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

（８）調理員

1人

学校給食共同調理場にて、給食調理をしていただ
きます。
１０名でおおよそ８３０食分の調理を行います。

＊調理師免許のある方は賃金に追加加算ありま

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字松橋２１－１

岩泉町教育委員会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

看護職（正看護師）「看
護」

1人

施設入所者（特養・短期入所者）に対する看護業
務、それに伴う記録類の作成、健康相談等に従事
していただきます。現在、特養５０名・短期２０
名の方の入所・利用があり、看護職員７名体制で
業務に当たっています。

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
４地割１－２０

社会福祉法人　若
竹会　サンホーム
みやこ雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

（６）用務員

1人

学校訪問者の対応、電話応対、除草、草刈りや清
掃のほか、冬期は駐車場や通路の除雪作業等も
行っていただきます。学校敷地内の環境整備が主
な仕事となります。


岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字松橋２１－１

岩泉町教育委員会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

（７）学校事務

1人

岩泉町内の各小中学校にて、秘書用務、校舎管理
等に係る事務補助をしていただきます。業務に
は、パソコン（ワード・エクセル）を使用し、文
書作成・印刷・フォーム等への入力を行います。


岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字松橋２１－１

岩泉町教育委員会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

パソコン操作（ワード・エ
クセルを使って文書作成・
印刷・フォームへの入力が

できること）

土木技術者（宮古市）
　　　　　　　　　　「建

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

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

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（Ｃ

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

（請）調理師［宮古市］

1人

救護施設での給食提供業務




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

現場事務（安家現場）

1人

◆岩泉町茂井地区の災害復旧現場での勤務をして
いただきま　す。
【主な業務内容】
＊電話応対
＊書類作成（パソコン入力）

岩手県久慈市新中の橋４
－３５－３

宮城建設　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
パソコン（ワード、エクセ
ル）基本操作のできる方



栄養士 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分

160,000円～230,000円

正社員以外 不問 04010-24521881
変形（１ヶ月単位）

117,660円～143,100円

正社員以外 不問 04010-24522281
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- 7342281
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
200,100円～220,800円

正社員 59歳以下 05041-  659881
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

231,000円～231,000円

正社員以外 不問 20110- 2440281
変形（１年単位）
(1) 6時00分～15時00分

192,000円～350,000円 (2)12時00分～21時00分
(3)16時00分～ 1時00分

正社員 18歳～44歳 01190- 3519681
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～18時00分
129,600円～324,000円

正社員 不問 02060- 1368381
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
157,000円～187,000円

正社員 35歳以下 03010- 8470081
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
157,000円～187,000円

正社員 35歳以下 03010- 8478281
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～16時30分
170,000円～170,000円 (2)16時00分～ 0時00分

正社員 18歳～64歳 03010- 8524881
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～16時30分
170,000円～170,000円 (2)16時00分～ 0時00分

正社員 18歳～64歳 03010- 8526181
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 9時00分～17時30分
177,000円～222,000円

正社員 59歳以下 03010- 8610481
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
205,200円～238,300円

正社員 37歳以下 03010- 8647181
薬剤師

(1) 9時30分～18時30分
350,000円～550,000円 (2) 9時00分～18時00分

(3) 9時00分～13時00分

正社員 不問 03030- 1325481

(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- 1326781
変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～16時00分

130,000円～168,000円 (2) 8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030- 1330681
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）
介護職員初任者研修 (1) 8時30分～17時30分

140,000円～155,000円 (2)10時00分～19時00分
(3)17時00分～ 1時00分

正社員 18歳～59歳 03030- 1331981
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時00分
145,000円～148,000円 (2)10時00分～19時00分

(3)16時30分～ 9時30分

正社員 59歳以下 03030- 1333481
社会福祉主事任用以上 変形（１ヶ月単位）
普通自動車免許ＡＴ (1) 8時30分～17時30分

165,000円～185,000円

正社員 59歳以下 03030- 1334781
社会福祉主事任用以上 変形（１ヶ月単位）
又は介護支援専門員 (1) 8時30分～17時30分
普通自動車免許ＡＴ 165,000円～185,000円

正社員 59歳以下 03030- 1335881
中型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時00分
144,000円～161,000円

正社員 35歳以下 03030- 1336281
3

（請）調理スタッフ［宮古
市］

2人

救護施設での食事提供業務




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

（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




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） 岩手県宮古市

土木作業員　【盛岡営業
所】

3人

○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、コンクリート製品の敷
設、
　土管などの設置や埋設などを行ないます。

秋田県仙北市角館町下川
原４６９

有限会社　三幸商
会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

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、
ＰＯＰ作
　成等の売場と商品の管理の仕事です。

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

店長候補（ミスタードーナ
ツ）【盛岡・宮古・二戸】

2人

◆盛岡市内４店舗、宮古市、二戸市のミスター
ドーナツ店に
　おいて店長候補として業務に従事

　・店舗スタッフの業務（接客、調理、レジ操

北海道苫小牧市晴海町３
２番地

株式会社　フジタ
コーポレーション

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

復興土木工事作業員（岩手
県宮古市）

10人

【震災復興工事作業員の業務】

河川の堤防、海岸の堤防・防波堤・岸壁の復旧、
道路の復旧、道路整備、盛土、インフラ整備など
の復旧事業。

長野県佐久市猿久保７４
１－４　秋山ビル１階

有限会社　大井エ
ンジニアリング

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

営業（宮古支店）

1人

＊ＬＰガスの販売（検針、集金、配送等）
＊灯油の販売（宮古近隣地域、ＭＴ車による）
＊ガス器具等、付帯設備器具の販売
＊配管設備工事
＊顧客先消費設備機器点検調査等の業務がありま

岩手県盛岡市内丸１４－
４

泉金物産　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

大工

1人

（主な仕事）
・新築　在来工法で土台敷から建て方、内装工事
等
・構造プレカット
・筋違、窓台、間柱プレカット

青森県北津軽郡鶴田町大
字鶴田字早瀬１５６－７

西北工業

雇用期間の定めなし

大工経験４年以上 岩手県宮古市

ホールスタッフ・カウン
タースタッフ（磯鶏店）

2人

パチンコ店「ユニオン磯鶏店」において、ホール
及びカウン
ターの一般業務。
その他、付随する業務および指示された業務を
行っていただきます。

岩手県盛岡市東見前５地
割５７－１－２Ｆ

株式会社　飛鳥商
事

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業（岩泉営業所）

1人

＊ＬＰガスの販売（検針、集金、配送等）
＊灯油の販売
＊ガス器具等、付帯設備器具の販売
＊配管設備工事
＊顧客先消費設備機器点検調査等の業務がありま

岩手県盛岡市内丸１４－
４

泉金物産　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、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

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

ホールスタッフ・カウン
タースタッフ（宮古店）

2人

パチンコ店「ユニオン宮古店」において、ホール
及びカウンターの一般業務。
その他、付随する業務および指示された業務を
行っていただきます。


岩手県盛岡市東見前５地
割５７－１－２Ｆ

株式会社　飛鳥商
事

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

薬剤師

1人

医療機関の処方箋をもとに、調剤薬局での薬の調
剤業務、患者様への服薬説明、相談、指導、薬歴
管理や医療品在庫管理の業務となります。また、
お客様のニーズに合わせ一般用医療品等の販売も
行います。

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

営業（宮古市）

1人

当社宮古営業所において下記の業務を行っていた
だきます。

・建設関連業者（ゼネコン、建設会社等）に対
し、生コン、　セメント関連商品を中心とした建

岩手県紫波郡矢巾町流通
センター南３丁目７－６

株式会社　モリオ
カ大東

雇用期間の定めなし

パソコン操作ができること 岩手県宮古市、他

介護職員「介護」

2人

ご利用者様に対する介護サービスの提供をお願い
します。入浴、排泄、食事、移動などの介助、レ
クリエーション企画、支援、記録、送迎などご利
用者様の生活支援全般となります。入居者の方の
生活リズムを尊重し、個人に合わせたサービスを

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
９地割３９番地２７

医療法人　仁泉会
介護老人保健施設
ほほえみの里雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

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

介護職員／正社員
（有料老人ホーム）「介

1人

有料老人ホーム入居者（定員２１名）の介護業務
全般となります。施設内では食事介助、排せつ介
助、通院介助（社用車使用）、清掃等を行ってい
ただきます。夜勤は１～３か月後からの業務とな
ります。

岩手県宮古市刈屋１２－
３

特定非営利活動法
人　愛福祉会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員（グループホー
ム）

1人

認知症グループホーム利用者（９名）の食事の世
話や簡単な身体介助等の介護サービス、調理・施
設清掃・洗濯等の日常生活のお世話、利用者さん
の通院に同行（社用車使用）等行っていただきま
す。未経験者の方は指導いたしますので安心して

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根２－１１１－３

株式会社　メイト

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

生活相談員／デイサービス

1人

デイサービス利用者及び家族の相談業務に従事し
ていただきます。主な業務内容は、利用者１８名
の家族への連絡・相談になります。その他介護業
務、送迎（社用車使用）も行っていただきます。

岩手県宮古市刈屋１２－
３

特定非営利活動法
人　愛福祉会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

生活相談員

1人

有料老人ホームの入居及び家族の相談業務を行い
ます。主な業務内容は、入居者２１名の家族への
連絡・相談、通院介助（宮古市内の送迎）になり
ます。宮古市内の送迎には社用車を使用していた
だきます。

岩手県宮古市刈屋１２－
３

特定非営利活動法
人　愛福祉会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

直販営業（ルート納品・配
送・管理業務）《急募》

1人

スーパーマーケット等の小売店舗および自動販売
機への納品
と、商品管理（２トン車両を利用し、取引先店舗
等への納品）を行っていただきます。その他に、
営業関連業務及び付随する事務処理業務（パソコ

岩手県宮古市上鼻二丁目
１番５号

宮古ヤクルト販売
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市



普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分

129,700円～230,500円

正社員 59歳以下 03030- 1337181
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
151,200円～183,600円

正社員 18歳～64歳 03030- 1338081
看護師 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
245,000円～280,000円

正社員 59歳以下 03030- 1341481
普通自動車免許ＡＴ 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- 1344281
変形（１年単位）
(1) 8時00分～16時30分

125,091円～146,900円

正社員以外 59歳以下 03030- 1354081
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 127,859円～151,594円

正社員以外 59歳以下 03030- 1355381
変形（１年単位）
(1) 8時00分～16時30分

136,200円～136,200円 (2)16時30分～ 1時00分
(3)23時30分～ 8時00分

正社員以外 18歳以上 03030- 1356681
大型特殊自動車一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
167,900円～264,500円

正社員 64歳以下 03030- 1357981
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
184,000円～299,000円

正社員以外 不問 03030- 1358581
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
172,500円～195,500円

正社員以外 不問 03030- 1359481
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

121,770円～121,770円

正社員以外 不問 03030- 1360281
普通自動車免許一種 交替制あり

(1) 8時00分～16時45分
143,808円～143,808円

正社員以外 不問 03030- 1361181

(1) 8時30分～17時00分
145,800円～157,950円 (2) 5時30分～16時00分

(3) 5時30分～15時00分
正社員以外 不問 03030- 1362081

(1) 8時30分～17時30分
130,000円～150,000円

正社員 35歳以下 03030- 1363381
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

玉掛技能者 (1) 8時00分～17時00分
アーク溶接技能基本 160,000円～240,000円

正社員 64歳以下 03030- 1364681
普通自動車免許ＡＴ
ＭＯＳエクセルスペ (1) 8時30分～17時15分
ＭＯＳワードエキス 135,000円～142,000円

正社員以外 不問 03030- 1365981

(1) 8時30分～17時15分
119,770円～139,461円

正社員以外 不問 03030- 1366581

(1) 8時30分～17時15分
119,770円～139,461円

正社員以外 不問 03030- 1367481
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
164,000円～164,000円

正社員 30歳以下 03030- 1369881
普通自動車免許ＡＴ 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- 1370181
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時15分
141,500円～153,900円

正社員以外 不問 03030- 1373681
4

事務員

1人

社会福祉法人新里紫桐会の事務に関する業務全
般。主に会計・総務・施設管理業務を行います。
介護保険の請求事務、入出金処理、帳票作成、職
員の給与・手続き等、施設のメンテナンスの手続
きや電話・来客対応などを行います。

岩手県宮古市茂市１－１
１５－１

社会福祉法人新里
紫桐会　特別養護
老人ホーム紫桐苑雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード・エ
クセル）のできる方

岩手県宮古市

看護師／訪問看護「看護」

2人

在宅療養支援業務。ご自宅にいる利用者宅を訪問
し、主治医の指示による看護業務を提供します。
主にバイタルチェック・服薬管理・医学的処置な
どを行います。訪問看護チームは３名体制で受持
ち利用者４０名程度を担当します。エリアは宮古

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
９地割３９番地２７

医療法人　仁泉会
介護老人保健施設
ほほえみの里雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

警備員（宮古）

5人

各地の建設・建築現場等において、交通誘導警
備、駐車場警備を行います。また各種イベント会
場等における雑踏警備の業務を行います。未経験
の方でも指導しますので、安心して応募して下さ
い。

岩手県宮古市小山田４丁
目６番３１号

有限会社　新生警
備保障

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

木材、木製品の製造

1人

一般住宅、マンション、会社、公共施設などで使
われているフローリング、木質建材などを生産し
ています。出来あがりのフローリングをダンボー
ルに梱包や、加工機への材料投入を行って頂きま
す。機械操作は担当者が指導します。

岩手県宮古市刈屋１３ー
１１ー２

株式会社　カリヤ

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）

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

合板工（交替制あり）

2人

合板の製造、加工業務を行います。合板を加工機
械に挿入する作業と加工作業です。難しい機械操
作は行いません。最初は単材（畳くらいの薄い
板）を乾燥機に装入する作業、もしくは細かな単
板をつなげる作業を担当していただきます。人力

岩手県宮古市磯鶏２丁目
３－１

ホクヨープライ
ウッド株式会社宮
古工場雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

水産加工員

2人

水産物（鮮魚、若布等）の加工処理を行っていた
だきます。水揚げされた水産物により異なります
が、おもに手作業での魚の選別・箱詰作業や若布
の芯取りなどの作業となります。

岩手県宮古市臨港通４－
８

株式会社宮古製氷
冷凍工場

岩手県宮古市

重機オペレーター「建設」
≪急募≫

3人

主な工事は道路工事、復旧・復興関連の公共工
事、土木工事、一般住宅や公営住宅の基礎工事と
なります。重機を運転していただきます。現場は
宮古市内、山田町、大槌町、釜石市を予定してお
ります。

岩手県宮古市田の神一丁
目２－３７

株式会社　佐々木
建設

雇用期間の定めなし

車両系建設機械運転 岩手県宮古市

大型運転手及び土木作業
「建設」≪急募≫

2人

大型車を運転し資材や重機の運搬、公共工事・土
木工事・一般住宅・公営住宅など各現場の土木作
業に従事していただきます。現場移動は直行直
帰、乗合移動も可能です。乗合の場合、社用車の
運転をしていただく事もあります。現場は宮古

岩手県宮古市田の神一丁
目２－３７

株式会社　佐々木
建設

雇用期間の定めなし

大型自動車運転経験 岩手県宮古市

水産加工員

4人

サケ・タラ等鮮魚の水産加工作業をしていただき
ます。時期的に水揚げとなった魚を取り扱い、手
捌きで切り身・開き等の加工処理を行っていただ
きます。４～６月は若布ボイルと箱詰め作業、又
サンマ箱詰めやイクラ加工処理があります。

岩手県宮古市光岸地４番
４０号

宮古漁業協同組合

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木普通作業員「建設」
≪急募≫

3人

道路工事、公共工事（復旧、復興関連）土木工
事。一般住宅や公営住宅の基礎工事の現場作業に
従事していただきます。トラック２ｔ車や社用車
の運転があります。初心者の方でも体力に自信が
ある方を希望します。現場は主に宮古市内、山田

岩手県宮古市田の神一丁
目２－３７

株式会社　佐々木
建設

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

総務課または業務課の事務を行っていただきま
す。パソコンを使用した書類作成、伝票整理、電
算入力、電話・来客対応となります。魚市場では
卸し販売業務となります。

岩手県下閉伊郡田野畑村
島越１０４－２

田野畑村漁業協同
組合

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） パソコン（ワード・エクセ

ル）操作可能な方
岩手県下閉伊郡田野畑村

郵便外務

3人

５０ＣＣバイクか自動二輪を使用しての業務とな
ります。宮古地区の各ご家庭や事務所またはポス
トより郵便物・ゆうパックの集配業務を行ってい
ただきます。自動二輪車免許あれば尚可です。

岩手県宮古市栄町１－７ 日本郵便株式会社
郵便事業総本部
宮古郵便局雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

鉄骨製作工

1人

当社は建築鉄骨や海洋構造物を設計・製作してお
ります。鉄骨製作（ケガキ・組立）、機械加工
（切断、穴あけ、組立溶接、塗装）など作業内容
は色々とあります。製作したものを現場で組立、
溶接する場合もあります。

岩手県宮古市臨港通１番
７号

有限会社　佐々木
鉄工所

雇用期間の定めなし

鉄骨製作工の経験 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

１　一般事務／総務課

1人

総務課にて、文書管理、庁舎管理などに係る事務
補助を担当していただきます。業務では、パソコ
ン（ワード、エクセル）を使用して、文書作成・
印刷・フォームの入力を行います。

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）

岩手県下閉伊郡岩泉町

パソコン操作（ワード・エ
クセル）を使って文書作

成・印刷・フォームへの入
力ができること

パソコン操作（ワード・エ
クセル）を使って文書作

成・印刷・フォームへの入
力ができること

職業訓練指導員（ＯＡ系）
≪急募≫

2人

職業訓練のＯＡ系講座における受講者の指導を行
います。ＯＡ系講座指導となるため、資格取得を
目指していただきながら講座指導補助後、クラス
を担当します。その他ジョブカード作成指導、受
講生の出欠管理、関連機関への訪問も行います。

岩手県宮古市長町二丁目
６－１

職業訓練法人　宮
古職業訓練協会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

外線技能職（見習養成可）
「建設」

1人

主に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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

２１　一般事務／保健福祉
課

1人

保健福祉課にて、台風１０号の被災者の生活再建
に係る各種申請書等の事務処理に従事していただ
きます。その他電話・来客対応など。業務にはパ
ソコン（ワード・エクセル）を使用します。

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）

岩手県下閉伊郡岩泉町

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

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



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

255,000円～355,000円

正社員 59歳以下 03030- 1377781
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
162,400円～232,000円

正社員以外 59歳以下 03030- 1378881
保育士

138,700円～219,600円

正社員 59歳以下 03030- 1379281
交替制あり
(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- 1380381
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
198,050円～349,500円

正社員 64歳以下 03030- 1381681
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
200,000円～400,000円

正社員 64歳以下 03030- 1382981

(1) 8時30分～17時30分
121,200円～126,048円

正社員以外 不問 03030- 1383581
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

129,108円～162,400円

正社員 45歳以下 03030- 1385781
普通自動車免許ＡＴ

簿記検定（全商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- 1386881
変形（１ヶ月単位）
(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- 1388181
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

動力車操縦者（鉄道） (1) 8時30分～17時30分
危険物取扱者（乙種） 160,000円～160,000円

正社員 59歳以下 03030- 1389081
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時30分
161,700円～207,900円

正社員 不問 03030- 1392481
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

137,760円～137,760円

正社員以外 不問 03030- 1393781
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 133,403円～133,403円

正社員以外 59歳以下 03030- 1394881
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

140,000円～150,000円

正社員 40歳以下 03030- 1395281
臨床工学技士 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
228,200円～285,000円 (2) 8時30分～12時30分

正社員 59歳以下 03030- 1396181
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分

166,900円～210,000円 (2) 7時30分～16時30分

正社員 40歳以下 03030- 1398381
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 156,000円～204,000円

正社員 64歳以下 03030- 1399681
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 7時30分～16時30分
155,100円～162,600円 (2) 9時00分～18時00分

(3)12時00分～21時00分

正社員以外 不問 03030- 1400681
栄養士 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
161,600円～197,200円 (2) 5時30分～14時30分

(3) 7時30分～16時30分

正社員以外 不問 03030- 1402581
介護支援専門員 変形（１ヶ月単位）

普通自動車免許ＡＴ (1) 7時30分～16時30分
162,600円～197,200円 (2) 9時00分～18時00分

(3)12時00分～21時00分

正社員以外 不問 03030- 1403481
5

土木作業員「建設」

1人

土木作業全般に従事していただきます。一般住宅
から公共工事の土木工事を行います。小型ダンプ
などの運転もあります。現場へは、出社後に社用
車に乗り合いにて移動します。
重機免許をお持ちの方には、バックホー等の操作

岩手県下閉伊郡山田町飯
岡６－１６－８

上野建設　有限会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

土木施工管理技士「建設」

1人

土木施工管理業務に従事していただきます。当社
受注の河川、道路などの土木工事現場において、
施行計画の作成や工程管理、安全管理など、施工
上必要な技術上の管理を行います。現場間の移動
には社用車を使用していただきます。

岩手県下閉伊郡山田町飯
岡６－１６－８

上野建設　有限会
社

雇用期間の定めなし

パソコン操作のできる方 岩手県下閉伊郡山田町

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。


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

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。


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

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

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

資材業務

1人

小部品受入、出庫、配膳、在庫管理などを行って
いただきます。屋内での作業となります。教育体
制あり、担当社員の指導のもと基本から業務を覚
えていただきますので、安心してご応募くださ
い。

岩手県宮古市大字津軽石
１９－１８

株式会社　宮古マ
ランツ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

加工業務

5人

社内での製品加工業務に従事していただきます。
電線をコネクターに挿入する作業、電線の指定さ
れた箇所にテープを巻く作業、電線切断作業等を
行っていただきます。専用の器具を使った作業も
一部ありますが、大半が手作業となります。

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

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
月以上）

岩手県宮古市

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

パソコン操作（ワード・エ
クセル入力操作ができるこ

と）

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

岩手県下閉伊郡山田町織
笠第１２地割１－１

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

水産加工員

1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。

岩手県宮古市日立浜町８
番２３号

株式会社　おがよ
し

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。



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

臨床工学士

2人

当院内において、透析業務全般を行います。主
に、医師の指示のもと、患者様サイドにおいて人
工透析装置（血液浄化装置）の保守・点検・操作
を担当していただきます。その他、付帯する業務
となります。

岩手県宮古市大通一丁目
３－２４

後藤泌尿器科皮膚
科医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般事務≪急募≫

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

溶接工

2人

ステンレス製プールの製作・工程で、切断・組
立・本付溶接に従事して頂きます。主に、公共
（学校等）のプール設置で、全国広域出張があり
ます。その他に建設物等の鉄骨工事もあります。

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根５－３１－７

有限会社　小原工
業

岩手県下閉伊郡山田町

看護補助員「看護」

1人

外来や病棟において、消耗品及び備品の整理や、
シーツ交換及び洗濯等の看護にかかる付帯業務全
般を行います。身体介護（清拭、入浴介助）、診
療補助（検査等）を行っていただきます。


岩手県宮古市大通一丁目
３－２４

後藤泌尿器科皮膚
科医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

栄養士（臨時職員）

1人

施設利用者の食事全般の栄養指導と献立の作成を
行います。
４施設の共同献立（朝食、昼食、夕食約３００食
他弁当）の作成と栄養指導、食材の発注業務にな
ります。他に調理補助をしていただくこともあり

岩手県下閉伊郡山田町山
田１－１１－３

社会福祉法人　親
和会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

支援員・介護職（臨時）
「介護」

2人

利用者の支援及び介護業務を行います。日常の食
事、入浴、レクレーション等の介助、施設車を運
転し送迎も行います。各施設により使用車は異な
りますが、軽自動車、ハイエースなどになりま
す。シフトにより（１）～（４）の時間の交替勤

岩手県下閉伊郡山田町山
田１－１１－３

社会福祉法人　親
和会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

介護支援専門員（臨時職
員）「介護」

2人

利用者の支援、健康管理業務、ケアプランの作
成、相談業務に従事します。利用者への支援や関
係機関への連絡調整など訪問外出用務の際は施設
車（ＡＴ車）を利用します。シフトにより（１）
～（４）の時間の交替勤務となります。

岩手県下閉伊郡山田町山
田１－１１－３

社会福祉法人　親
和会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町



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

雇用期間の定めなし 344,000円～423,000円

正社員 59歳以下 03030- 1404781
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし 130,000円～150,000円

正社員 59歳以下 03030- 1405881
普通自動車免許ＡＴ 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- 1406281
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
292,000円～325,000円

正社員 59歳以下 03030- 1407181
理学療法士
作業療法士 (1) 8時30分～17時30分

健康運動指導士 150,000円～300,000円
いずれか

正社員 64歳以下 03030- 1409381
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時00分
189,200円～223,600円 (2)15時30分～ 0時30分

正社員以外 18歳以上 03030- 1410581
変形（１年単位）
(1) 8時15分～17時15分

127,859円～127,859円

正社員以外 64歳以下 03030- 1411481
介護職員初任者研修 変形（１ヶ月単位）
普通自動車免許ＡＴ (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- 1412781
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
344,000円～423,000円

正社員 59歳以下 03030- 1414281
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ＡＴ 168,000円～252,000円

正社員 64歳以下 03030- 1415181
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
292,000円～325,000円

正社員 59歳以下 03030- 1416081
変形（１年単位）
(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 18歳～59歳 03030- 1417381
変形（１年単位）
(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 18歳～59歳 03030- 1419981
看護師又は
准看護師 (1) 8時00分～17時00分

普通自動車免許ＡＴ 204,800円～204,800円

正社員以外 不問 03030- 1420781
保育士 変形（１ヶ月単位）

幼稚園教諭免許 (1) 7時00分～16時00分
いずれも 179,600円～199,600円 (2) 8時00分～17時00分

(3) 8時30分～17時30分

正社員以外 不問 03030- 1421881
美容師又は 変形（１年単位）

理容師
135,000円～230,000円

正社員 59歳以下 03030- 1423181
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- 1424081
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時00分
200,000円～350,000円

正社員 不問 03030- 1425381
看護師 交替制あり

(1) 8時30分～17時15分
164,832円～262,752円 (2)16時30分～ 1時15分

(3) 0時30分～ 9時15分

正社員以外 18歳以上 03030- 1426681
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

164,160円～172,800円

正社員以外 不問 03030- 1427981
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
195,500円～218,500円

正社員以外 不問 03030- 1428581
6

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

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

オイルシールの仕上げ・検
査

3人

受注製品の型に加工されたオイルシールの仕上げ
及び検査業務を行っていただきます。その他、付
随する業務となります。主に自動車エンジン部分
に使用するものを、製造しています。

岩手県下閉伊郡岩泉町小
本字長内２６

岩手アライ　株式
会社

岩手県下閉伊郡岩泉町

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。


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

ホール及びカウンター

3人

店内でのお客様サービススタッフ業務。
ホール業務では、ホールでの接客、スロットコイ
ンの補充、空きパチンコ台の清掃などを行いま
す。またカウンター業務では接客、景品交換、レ
ジなどを行っていただきます。

岩手県宮古市長町一丁目
３－２９

株式会社　セント
ラル伸光　セント
ラル宮古店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は 8時00分～ 0時30分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

理学療法士・作業療法士・
健康運動指導士・柔道整復

1人

当法人が運営するハートランド宮古リハビリテー
ションにおいて、通所リハビリを利用される方
（最大２８名への機能訓練（スタッフ２名対応）
と訪問リハビリを行います。訪問は市内となり移
動は自家用車又は社用車使用となり、柔道整復

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

介護員／施設訪問「介護」

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。



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

水産加工員

2人

主に生イカの加工業務となります。イカの生処理
作業（皮むき、腹割り等）、刺身作り工程での計
量や盛り付けを行います。また、パック・包装や
箱詰め作業もあります。加工品は冷凍商品として
出荷されます。

岩手県宮古市長町二丁目
３－１

共和水産　株式会
社

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
ク雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業／岩泉出張所

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

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。


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

建設機械修理・メンテナン
ス／岩泉出張所

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。


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

岩手県下閉伊郡岩泉町

看護師「看護」

1人

病気の児童を保育所の専用スペースにおいて、看
護業務をしながら一時的に保育（病児保育）を
行っていただきます。病児保育の利用の少ない日
等において、地域の保育所等への情報提供や巡回
指導を行っていただきます。

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

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。


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

美容師又は理容師

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１－
１

株式会社Ｂ・Ｂ・
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

保育士／山田町第一保育所
「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。

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

土木施工管理技士「建設」

1人

大手、民営建設現場にて、土木施工管理を行って
いただきます。
経験の無い方は世話役として経験を積んでいただ
き、施工管理者を目指していただきます。仕事の
内容としては、品質・工程・施行・原価管理等を

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

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

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。


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

看護師「看護」

1人

当院内において看護業務全般を行っていただきま
す。３交替制による勤務となり、夜間勤務が可能
な方を募集しています。主に入院病棟での業務で
す。また、夜間勤務専従で勤務可能な方も募集し
ています。

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎１
－１１－２６

岩手県立　宮古病
院

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

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
月以上）

岩手県宮古市



普通自動車免許一種
(1) 9時00分～17時00分

129,000円～134,000円 (2) 9時00分～15時00分

正社員 59歳以下 03030- 1429481
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時25分
140,000円～230,000円

正社員 59歳以下 03030- 1430281
看護師又は
准看護師 (1) 8時30分～17時30分

162,015円～190,775円

正社員 64歳以下 03030- 1434681
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ＡＴ 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- 1435981
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時30分

150,000円～200,000円

正社員 64歳以下 03030- 1436581
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時30分

160,000円～210,000円

正社員 64歳以下 03030- 1437481
保育士 変形（１ヶ月単位）

幼稚園教諭免許 (1) 7時00分～16時00分
いずれも 179,600円～199,600円 (2) 8時00分～17時00分

(3) 8時30分～17時30分

正社員以外 不問 03030- 1438781
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分

128,736円～155,520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- 1439881
介護職員初任者研修 変形（１ヶ月単位）
普通自動車免許ＡＴ (1) 8時30分～17時30分

128,736円～155,520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- 1441081
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
161,000円～200,000円

正社員 61歳以下 03030- 1446481
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- 1448881
保育士 変形（１ヶ月単位）

幼稚園教諭免許 (1) 7時00分～16時00分
いずれも 179,600円～199,600円 (2) 8時00分～17時00分

(3) 8時30分～17時30分

正社員以外 不問 03030- 1451681
介護支援専門員

普通自動車免許ＡＴ (1) 8時30分～17時30分
200,000円～240,000円

正社員 64歳以下 03030- 1452981
普通自動車免許ＡＴ
介護支援専門員又は (1) 8時30分～17時30分

社会福祉主事 190,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030- 1453581
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
198,000円～286,000円

正社員以外 不問 03080- 1493581
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
176,000円～264,000円

正社員以外 不問 03080- 1494481
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

車両系整地掘削用運転 (1) 8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 198,000円～286,000円

正社員以外 不問 03080- 1495781
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
160,080円～173,080円

正社員 18歳～59歳 03080- 1516781
中型一種（８ｔ限定） 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし 157,500円～202,500円 (2) 9時00分～17時00分

正社員 45歳以下 04010-23413681

137,280円～137,280円

正社員以外 不問 06030- 3259681
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30分～17時30分
普通自動車免許一種 350,000円～550,000円

正社員 64歳以下 15010-13353881
7

自動車整備（見習）≪急募
≫

1人

自動車整備、車検、点検、板金等の補助をしても
らいます。整備士の資格をお持ちの方の場合、整
備全般を主体的に行ってもらいます。（資格者の
場合は給料面でプラスします。）

宮古市大通３丁目１－１
３

和山自動車販売株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護職員／宮古「看護」

1人

デイサービスでの看護業務全般を行います。バイ
タルサインチェック、入浴後の処置、服薬管理、
活動中の健康管理、口腔ケア等の業務を行ってい
ただきます。１日に２０名位の利用者様に来所い
ただいております。

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

セールススタッフ

1人

浄土ヶ浜パークホテルの宿泊の営業全般に関わ
り、お客様の集客や応対、集客のための宣伝等の
業務に従事していただきます。その他、付随する
業務も行っていただきます。


岩手県宮古市日立浜町３
２－４

株式会社　浄土ヶ
浜パークホテル

雇用期間の定めなし

宿泊営業経験者 岩手県宮古市

木材加工（製造）

1人

製造部にて、住宅木材の加工を中心に、製造に関
する業務を担当していただきます。主に壁の枠組
みの製造作業となります。木工機械に手作業で木
材を並べ、機械を使って釘打ちや、カット、梱包
を行います。

岩手県宮古市実田１丁目
５－１３

株式会社　ヤマウ
チ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員／赤前「介護」

1人

認知症対応型グループホームでの介護業務を行っ
ていただきます。主な仕事の内容は、利用者の方
の日常生活支援、レクリエーション、通院介助、
介護（食事、入浴、排せつ介助等）となります。


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

保育士／豊間根保育園
「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。

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

ＣＡＤオペレーター

1人

製造部にて、住宅用木材資材加工に関する業務を
行います。図面の作成及び建築用ＣＡＤを使用し
ての入力作業がメイン業務となります。ＣＡＤ操
作について、未経験者の場合には丁寧に指導致し
ます。

岩手県宮古市実田１丁目
５－１３

株式会社　ヤマウ
チ

雇用期間の定めなし

パソコン操作のできる方 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

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。


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

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

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

雇用期間の定めなし

フォークリフト運転 岩手県下閉伊郡山田町

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

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。

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

大型ダンプ運転手「建設」

5人

宮古・山田・釜石・大船渡の復興整備工事現場
（解体・造成工事等）において主に土砂等の運搬
の４ｔダンプの運転を行っていただきます。ま
た、地ならし、手作業等の土木作業も行っていた
だきます。

岩手県大船渡市赤崎町字
跡浜７６－１１

有限会社　東日本
商事　大船渡支店

雇用期間の定めなし

経験者 岩手県宮古市、他

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

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

重機オペレーター「建設」

2人

宮古・山田・釜石・大船渡の復興工事現場におけ
る重機オペレーターとして、整地作業、土砂など
の積込み及び運搬作業
掘削作業などを行っていただきます。

岩手県大船渡市赤崎町字
跡浜７６－１１

有限会社　東日本
商事　大船渡支店

岩手県宮古市、他

石積みブロック工手元
（一般作業員）「建設」

2人

宮古・山田・釜石・大船渡の復興整備工事現場
（解体・造成工事等）において、主にバックホー
重機作業の手元や地ならし、手作業等の土木作業
もあります。


岩手県大船渡市赤崎町字
跡浜７６－１１

有限会社　東日本
商事　大船渡支店

雇用期間の定めなし

経験者 岩手県宮古市、他

営業［宮古市］

1人

ルート営業が主になります。
担当エリア内のお客様を訪問し、ヤンマーの農業
機械・資材・部品などの販売、メンテナンスを行
います。

宮城県仙台市若林区六丁の
目西町８－１　斎喜セン
タービル１階

ヤンマーアグリジャ
パン　株式会社　東
日本カンパニー

岩手県宮古市

鶏舎管理（山田町）

1人

鶏の飼育及び鶏舎管理

・生産農場で鶏の飼育、飼料の給餌や見回り等、
清掃業務等
　を担当していただきます。

岩手県大船渡市盛町字二
本枠５

株式会社　アマタ
ケ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

土木技術者（施工管理業
務）岩手県内各現場

5人

○国土交通省他、中央官庁、地方自治体、ネクス
コ発注によ　る監督補助業務、積算補助業務に従
事。
（工事監督、積算業務、資料作成、各種協議等）
・勤務地は下記の通り複数あり。

新潟市中央区東大通２－
２－９－７０８

株式会社　エム
エーシー　新潟事
務所雇用期間の定めなし

土木実務経験半年以上 岩手県宮古市、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

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

月以上）
又は 9時30分～20時30分の
間の8時間程度

岩手県宮古市



普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）
(1) 9時00分～18時00分

175,000円～282,500円

正社員 40歳以下 03010- 9043881
看護師又は

保健師 (1) 8時30分～17時15分
180,000円～350,000円

正社員以外 不問 03010- 9144981
精神保健福祉士
又は社会福祉士 (1) 8時30分～17時15分

170,000円～308,000円

正社員以外 不問 03010- 9151681
臨床心理士

(1) 8時30分～17時15分
170,000円～308,000円

正社員以外 不問 03010- 9156881
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時15分～17時15分
132,000円～182,000円 (2) 9時00分～18時00分

(3)17時00分～ 9時00分

正社員 64歳以下 03030- 1513381
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
151,400円～300,000円

正社員 不問 03030- 1514681
普通自動車免許一種

(1) 7時00分～16時30分
140,712円～152,533円

正社員 不問 03030- 1516581
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～16時30分
149,175円～157,950円

正社員以外 不問 03030- 1518781
保育士

(1) 7時20分～16時20分
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- 1522381
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
普通自動車免許一種 400,000円～600,000円

正社員 59歳以下 03030- 1523681
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
155,000円～250,000円

正社員 不問 03030- 1525581
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
180,000円～235,000円

正社員 59歳以下 03030- 1526481
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
180,000円～235,000円

正社員 59歳以下 03030- 1527781
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
準中型自動車免許 (1) 7時30分～16時30分

220,000円～220,000円

正社員 45歳以下 03030- 1532981
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1)10時00分～19時00分
140,384円～154,080円

正社員以外 59歳以下 03030- 1533581

(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- 1534481
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

126,438円～155,118円

正社員以外 不問 03030- 1535781
交替制あり

150,000円～300,000円

正社員 64歳以下 03030- 1538181
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～16時30分
144,000円～160,000円

正社員以外 不問 03030- 1539081
美容師又は

理容師 (1)10時00分～19時00分
128,000円～180,000円

正社員 59歳以下 03030- 1540981
大型特殊自動車一種 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- 1541581
8

福祉用具の相談員（宮古）

1人

福祉用具のレンタル・販売・住宅改修に係る、相
談提案営業・納品・集金・契約等。

ケアマネージャー等と連携し利用者の身体に合っ
た福祉用具を選定、納品、福祉用具の使い方、契

岩手県紫波郡矢巾町流通
センター南１丁目７－８

株式会社　サンメ
ディカル

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師又は保健師（宮古地
域こころのケアセンター）

2人

宮古地域こころのケアセンターにおいて下記の業
務を行っていただきます。

被災者に対する相談・支援活動、支援者支援、地
域内連携促進のコーディネート、住民への普及啓

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）

看護師または保健師の実務
経験をお持ちの方 岩手県宮古市

精神保健福祉士又は社会福
祉士（宮古こころのケアセ

1人

宮古地域こころのケアセンターにおいて下記の業
務を行っていただきます。

被災者に対する相談・支援活動、支援者支援、地
域内連携促進のコーディネート、住民への普及啓

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

精神保健福祉士または社会
福祉士の実務経験をお持ち

の方

臨床心理士（宮古地域ここ
ろのケアセンター）

1人

宮古地域こころのケアセンターにおいて下記の業
務を行っていただきます。

被災者に対する相談・支援活動、支援者支援、地
域内連携促進のコーディネート、住民への普及啓

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）

臨床心理士の実務経験をお
持ちの方 岩手県宮古市

介護員「介護」

1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（入居定員９名）

岩手県宮古市西ケ丘三丁
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

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

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

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）をしていただきます。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

雇用期間の定めなし

又は 7時00分～16時30分の
間の4時間程度

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
商品のご案内を行います。営業所内において、伝
票等の事務処理業務を行います。また、船舶への
油の積込作業も行っていただきます。

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

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、教育などの保育業務全般に従事していただき
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

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
東北支社

雇用期間の定めなし

施工管理経験 岩手県下閉伊郡山田町

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

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

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

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１．５ｔ　ＡＴ車の小さなトラックです

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

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

北映商事　株式会
社　オートバック
ス宮古雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

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

水産加工員

1人

イカ、鮭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、下処
理や箱詰め作業等を行います。経験がなくてもで
きる軽作業ですのでご応募ください。

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

サービススタッフ

1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

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

美容師・理容師／ヘアーサ
ロンベルエポック

1人

美容・美容に関する仕事全般を行っていただきま
す。接客、シャンプー、カット、パーマ、カ
ラー、フェイシャルなどの業務を行います。ま
た、店内清掃や備品の洗浄、洗濯なども行いま
す。

岩手県下閉伊郡山田町大
沢７－２６－６

有限会社　エポッ
クハコイシリミ
テット雇用期間の定めなし

又は 9時00分～20時30分の
間の8時間程度

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



管理栄養士
又は栄養士 (1) 8時15分～16時45分

普通自動車免許ＡＴ 189,300円～243,100円

正社員以外 不問 03030- 1546181
准看護師 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時15分～17時00分
162,700円～236,400円 (2)16時00分～22時00分

(3)21時30分～ 8時30分

正社員 59歳以下 03030- 1548381
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時15分～17時00分

137,700円～137,700円 (2)11時00分～19時45分

正社員以外 不問 03030- 1549681
看護師 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時15分～17時00分
190,500円～258,200円 (2)16時00分～22時00分

(3)21時30分～ 8時30分

正社員 59歳以下 03030- 1550481
作業療法士

(取得見込含む) (1) 8時30分～17時15分
207,000円～250,400円

正社員 59歳以下 03030- 1551781
精神保健福祉士
(取得見込含む) (1) 8時30分～17時15分

193,400円～255,100円

正社員 59歳以下 03030- 1553281
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分
144,000円～144,000円

正社員 不問 03030- 1554181
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
158,900円～181,600円

正社員以外 不問 03100-  930581
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

いずれか 217,202円～316,427円
普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 03100-  932781
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 173,600円～260,400円

正社員以外 不問 03100-  937381
大型自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 172,800円～259,200円

正社員 不問 09110- 1079581
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 9時00分～17時00分
170,000円～170,000円

正社員 不問 22010-12291181
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- 9209481
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- 9210281
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- 9211181
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- 9213381
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- 9214681
自動車整備士（３級） 交替制あり
自動車整備士（２級）

172,000円～242,000円

正社員 不問 03010- 9258981
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分

140,000円～164,000円 (2)12時30分～21時30分

正社員以外 不問 03010- 9303681
大型自動車免許二種 変形（１ヶ月単位）

124,000円～134,000円

正社員以外 不問 03010- 9312981

(1) 8時30分～17時30分
134,400円～134,400円

有期雇用派遣 不問 03010- 9431381
9

バス運転士（嘱託運転士）

5人

乗合バス又は貸切バスの運転業務を行っていただ
きます。

＊配属先については本人の希望を考慮し決定


岩手県盛岡市厨川１－１
７－１８

岩手県北自動車
株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

バスの乗務経験者
又は 0時00分～23時59分の
間の7時間以上

岩手県宮古市、他

ＰＣ基本操作（ＷＯＲＤ・
ＥＸＣＥＬの基本操作、イ
ンターネット検索等ができ

ること）

資材・梱包業務（山田町）

1人

派遣先の事務所において次の業務を担当していた
だきます。
・１ｍ四方の円型部材の出荷準備、梱包を担当し
ます。
・部材は５ｋｇ～１０ｋｇ程の重さがあります。

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

月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

自動車整備士（宮古店）

1人

オートバックス宮古店において、自動車の車検整
備、点検等
ほか店長が指示する業務を行っていただきます。

経験者、高位資格保持者（自動車検査員等）につ

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

自動車整備経験者
又は 9時30分～19時30分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

事務員（宮古市）

1人

指定管理施設「宮古市民文化会館」にて以下の業
務を行っていただきます。
・文化会館の管理運営、利用受付、金銭授受
・一般事務、経理事務、総務事務全般
・その他、付随する業務及び指示された業務

岩手県盛岡市南大通１丁
目１５－７　盛岡南大通
ビル３階

特定非営利活動法
人　いわてアート
サポートセンター雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

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


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


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


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

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


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

学校栄養管理職員（期限付
臨時職員）

2人

管内の学校給食施設において、学校給食の管理業
務全般を行っていただきます。主に献立の作成
（パソコン操作）、食材の発注、調理指導などを
行っていただきます。また、学校等への訪問もあ
ります。

岩手県宮古市五月町１－
２０　宮古合同庁舎内

宮古教育事務所

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）ができる方

岩手県宮古市

准看護師「看護」≪急募≫

3人

当病院に入院されている患者様への看護業務全般
を幅広く担当し、入院から退院までの看護を看護
師と共に責任を持って行って頂きます。

〈具体的な患者様へのサポート〉

岩手県宮古市板屋一丁目
６－３６

医療法人財団　正
清会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護助手「看護」≪急募≫

2人

院内において、看護職員の指導のもと、病棟の環
境整備、入院患者さんの日常生活に関わる補助業
務を行っていただきます。主な仕事は、寝具交
換・入浴介助・食事介助・着替え介助等となりま
す。

岩手県宮古市板屋一丁目
６－３６

医療法人財団　正
清会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

看護師「看護」≪急募≫

3人

当病院に入院されている患者様への看護業務全般
を幅広く担当し、入院から退院までの看護を責任
を持って行って頂きます。
〈具体的な患者様へのサポート〉
　服薬のお手伝い、ＡＤＬ向上に向けたサポー

岩手県宮古市板屋一丁目
６－３６

医療法人財団　正
清会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

作業療法士≪急募≫

1人

精神障害、認知症等で入院・通院中の患者さまへ
の作業療法業務（デイケアを含む）が主な業務に
なります。患者さまの社会生活に必要な諸機能の
回復と技能獲得に取り組んでいただきます。

岩手県宮古市板屋一丁目
６－３６

医療法人財団　正
清会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

精神保健福祉士≪急募≫

1人

精神障害、認知症等で入院・通院中の患者さまと
ご家族の相談業務を行います。パソコンを使って
の関係書類の作成もあります。訪問看護、デイケ
アを担当する場合もあります。訪問看護の際は２
名での訪問となります。

岩手県宮古市板屋一丁目
６－３６

医療法人財団　正
清会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

医療材料の管理及び院内搬
送

1人

病院内（病棟・外来）等で使用される医療材料
（ガーゼ、包帯、点滴セット、注射器など、主に
ディスポ製品）の準備、供給搬送、物品管理など
のお仕事を行っていただきます。

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
１地割１１番地２６　岩
手県立宮古病院地下１階

株式会社　エフエ
スユニマネジメン
ト宮古事業所雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木作業員　
　　　　　　　　　　「建

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

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

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

土木作業員型枠大工鉄筋工
鳶工オペレーター左官工

2人

＊公共工事（道路、河川に係る作業）
＊民間工事
＊大手下請工事
「建設」

岩手県久慈市大川目町６
－１６－２

株式会社　エスエ
ステック

岩手県宮古市、他

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

栃木県日光市清滝３－７
－１６

株式会社　明和

岩手県宮古市

店員及び事務／宮古市

1人

難聴で困っている人に適合する補聴器を選定し、
推奨する仕事です。
十分な研修期間を持って始めますので、補装具が
初めての方でも心配ありません。
簡単なパソコン操作・記帳事務もあります。

静岡県静岡市葵区馬場町
１１６番地

新日本補聴器　株
式会社

雇用期間の定めなし

簡単なパソコン操作 岩手県宮古市



普通自動車免許一種 変形（１年単位）
(1) 8時00分～16時45分

156,550円～156,550円

有期雇用派遣 不問 03010- 9432681
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

126,752円～126,752円

正社員 不問 03030- 1556381
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～17時00分
173,510円～173,510円

正社員 30歳以下 03030- 1558981
変形(１週間単位非定型的)
(1)10時00分～19時00分

132,872円～143,240円

正社員以外 不問 03030- 1559581
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
140,000円～140,000円

正社員 30歳以下 03030- 1567581
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- 1568481
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- 1569781
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- 1570081
看護師 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
204,000円～440,640円

正社員以外 64歳以下 03030- 1572681
准看護師 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
179,520円～342,720円

正社員以外 64歳以下 03030- 1573981
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時00分
166,600円～214,200円

正社員以外 64歳以下 03030- 1574581
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
170,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030- 1575481
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

正社員 不問 03030- 1576781
中型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 7時30分～16時30分
150,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03030- 1577881
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
230,000円～345,000円

正社員以外 不問 05060- 2034381
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
184,000円～230,000円

正社員以外 不問 05060- 2042681
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
184,000円～230,000円

正社員以外 不問 05060- 2044581
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分
170,000円～220,000円

正社員 40歳以下 03020-  945381
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時30分
135,000円～155,000円 (2) 5時00分～18時00分

正社員 43歳以下 03030- 1579181
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
140,400円～140,400円 (2) 3時00分～12時00分

正社員以外 18歳以上 03030- 1581981
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牛乳製造

1人

当公社の牛乳加工場に於いて、牛乳加工等の作業
を担当していただきます。仕事の内容は、生乳の
殺菌、充填、使用した機器の洗浄、その他、牛
乳・乳製品等の出荷作業に従事していただきま
す。

岩手県下閉伊郡田野畑村
尾肝要３９－１

一般社団法人　田
野畑村産業開発公
社雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡田野畑村

福祉用具専門相談員「介
護」（宮古市）

1人

※介護保険制度に係るサービス事業
　・福祉用具の貸与（レンタル）用品の納品、回
収、集金、
　　点検業務および介護用品の販売（入浴用品、
ポータブル

釜石市中妻町１－１８－
１７

有限会社　ツカサ
介護サービス

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

野菜栽培スタッフ（正社
員）

1人

トマト、ピーマン、イチゴ、キャベツ、ブロッコ
リー、白菜、ネギ、ほうれん草、小松菜、さつま
芋、カボチャ、アスパラガス、トウモロコシ、米
などの栽培、管理、収穫、出荷調整作業や産直、
スーパーへの出荷業務となります。季節により就

岩手県宮古市花輪第１１
地割１０番地

上山農園

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

簡単なパソコン操作可能な
方(文字・数字入力程度)

土木作業員

1人

＊現場での土木作業を担当していただきます。

※主に宮城・岩手県内地区での出張工事となりま
す。


秋田県横手市婦気大堤字
平林１－９５

平良木左官　平良
木　智哉

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

左官工

1人

＊現場での左官工事を担当していただきます。

※主に宮城・岩手県内地区での出張工事となりま
す。


秋田県横手市婦気大堤字
平林１－９５

平良木左官　平良
木　智哉

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

左官経験者
岩手県宮古市、他

左官工見習い

1人

＊現場での左官工事を担当していただきます。

※主に宮城・岩手県内地区での出張工事となりま
す。


秋田県横手市婦気大堤字
平林１－９５

平良木左官　平良
木　智哉

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

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

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

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。


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

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。


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

看護師「看護」／日勤

1人

看護業務全般を行います。当院では医療療養病棟
２病棟、回復期リハビリテーション病棟２病棟が
あります。各病棟３０～４０床となっておりま
す。配属病棟は相談のうえ決定いたします。


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

准看護師「看護」／日勤

1人

看護業務全般を行います。当院では医療療養病棟
２病棟、回復期リハビリテーション病棟２病棟が
あります。各病棟３０～４０床となっておりま
す。配属病棟は相談のうえ決定いたします。


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

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

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

事務職

1人

公官庁や元請事業者などに提出する工事関係書類
についてパソコンを使用し作成業務を行います。
その他、電話対応、来客対応、外出用務がある際
は社用車使用となりす。事務は他３名おります。


岩手県宮古市宮町一丁目
３－４３

大坂建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

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。

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

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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

肥料製造補助（宮古市）

2人

派遣先の事業所において次の業務を担当していた
だきます。
・パレットに積み上げた袋詰めの肥料にブルー
シートをかけ　雨水がかからないようにする
・返品された肥料袋をカッターを使用し開袋

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

水産加工員

2人

鮮魚（鮭、イカ、サバ、アジ、ワカメ、メカブ、
その他海藻類）の加工をしていただきます。加工
は手捌きや機械加工となります。他に箱詰め、袋
詰め作業も行います。水産加工未経験者でもでき
る仕事ですので、初心者の方も大歓迎です。

岩手県下閉伊郡山田町川
向町１６８

有限会社　山崎水
産

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町



(1) 9時30分～18時00分
150,000円～160,000円

正社員 35歳以下 03030- 1584781
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時30分
146,880円～146,880円

正社員以外 不問 03030- 1585881

(1) 9時00分～18時00分
145,152円～145,152円

正社員以外 不問 03030- 1586281
変形（１ヶ月単位）
(1)10時30分～19時30分

137,700円～137,700円

正社員以外 不問 03030- 1589381
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

看護師又は (1) 8時30分～17時00分
准看護師 158,700円～270,100円

正社員 59歳以下 03030- 1593881
変形（１ヶ月単位）
(1) 9時30分～18時00分

141,200円～141,200円

正社員以外 不問 03030- 1594281
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時00分

141,200円～141,200円

正社員以外 不問 03030- 1595181
薬剤師 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時20分～17時20分
208,200円～208,200円

正社員 59歳以下 03030- 1596081
看護師 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時20分～17時20分
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- 1597381
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
128,450円～218,450円

正社員 不問 03030- 1598681
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
184,800円～219,450円

正社員 不問 03030- 1599981
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岩手県宮古市

土木作業及び大工手元雑用
係「建設」

1人

一般木造住宅建築における基礎工事、擁壁工事、
ブロック積み工事、フェンス設置工事などの土木
作業を行います。
その他に大工手元及び雑用係（現場などの片付け
等）をしていただきます。

岩手県宮古市田鎖１２－
１１－１９

有限会社　藤原建
築

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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。

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

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

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。



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

月以上）

岩手県宮古市

調理員≪急募≫

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。



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

月以上）

岩手県宮古市

雇用期間の定めなし

給排水工事経験者 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

調理員≪急募≫

3人

入院患者２３５名の食事調理にあたり、主に盛り
付け、配膳、下膳、食器洗浄機による作業をして
いただきます。調理員は２０名で交代勤務です
が、勤務時間などについては相談に応じます。入
職後は、業務を行いながら責任を持って指導しま

岩手県宮古市板屋一丁目
６－３６

医療法人財団　正
清会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

看護師「看護」

1人

当施設における利用者への看護業務全般を行いま
す。主に利用者の健康管理、服薬管理、バイタル
チェック、通院介助などをしていただきます。ま
た、それに伴う記録等も行います。現在、看護師
４名で勤務しています。

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
園雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

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

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

販売員及びホール係

2人

洋服販売と、ホール係の仕事をしていただきま
す。商品の陳列やレジ、その他付随する業務と、
喫茶コーナーでは注文を取り料理やコーヒーを運
んだり、食器の片付けなども担当していただきま
す。

岩手県宮古市保久田３－
８

有限会社　鈴屋

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市


