
薬剤師 交替制あり
(1) 9時00分～16時00分

315,000円～315,000円 (2)10時00分～17時00分

正社員以外 不問 01240-10140981
薬剤師 交替制あり

(1) 9時00分～18時00分
305,000円～550,000円 (2)10時00分～19時00分

正社員 59歳以下 01240-10141581
登録販売者（医薬品） 交替制あり

175,000円～305,000円

正社員 59歳以下 01240-10165681
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時15分
129,990円～150,570円

正社員以外 不問 03030- 1963581

(1) 8時30分～17時15分
122,208円～167,232円

正社員以外 不問 03030- 1964481
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
174,800円～197,800円

正社員 64歳以下 03030- 1965781

(1) 8時30分～17時30分
125,856円～198,720円

正社員以外 59歳以下 03030- 1966881

(1) 9時10分～16時50分
107,000円～107,000円

正社員 64歳以下 03030- 1967281
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時00分
138,600円～150,150円

正社員 40歳以下 03030- 1968181
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
150,000円～160,000円

正社員 59歳以下 03030- 1969081
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時30分
138,600円～277,200円

正社員 64歳以下 03030- 1971581
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時15分
124,644円～143,208円

正社員以外 不問 03030- 1973781
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

197,490円～227,000円

正社員以外 不問 03100- 1317381
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
315,800円～558,140円

正社員 59歳以下 04010-32443781
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時45分～17時45分
160,000円～212,000円 (2)10時45分～19時45分

(3)12時15分～21時15分

正社員 35歳以下 15070- 4853481
建築士（２級） 変形（１年単位）

普通自動車免許ＡＴ (1) 8時45分～17時15分
154,000円～370,000円

正社員 59歳以下 03010-11762281
建築施工管理技士２級 変形（１年単位）
土木施工管理技士２級 (1) 8時00分～16時30分
車両系基礎工事用運転 153,680円～226,000円

いずれか

正社員 不問 03030- 1941181
土木施工管理技士１級 変形（１年単位）
普通自動車免許一種 (1) 8時00分～17時00分

200,000円～300,000円

正社員 59歳以下 03030- 1943381

1

     （5月11日時点の内容です）

　　５月７日　から　５月１１日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　５月２４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）調剤薬剤師（宮古中
央店）

2人

　調剤薬局における
＊調剤業務全般
＊第１類医薬品販売業務
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）雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）
又は 9時00分～17時00分
の間の6時間程度

岩手県宮古市

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）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

登録販売者（宮古市、紫波
町、盛岡市）

1人

　ドラッグストアにおける
＊医薬品・日用品等の接客販売
＊商品管理
などの業務全般に従事していただきます。
＊登録販売者の資格を有する者に限る

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）雇用期間の定めなし

又は 8時30分～23時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市、他

事務補助（期限付臨時職
員）／宮古保健福祉環境セ

1人

被災遺児家庭への家庭訪問等の支援に関すること
や、被災遺児対策事業に関する事務補助、地域福
祉推進スタッフの事務補助を行います。その他、
文書収受、発送業務の補助等もお願いします。

岩手県宮古市五月町１番
２０号　宮古地区合同庁
舎内

岩手県沿岸広域振
興局

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

ワード・エクセル等のパ
ソコン操作ができること 岩手県宮古市

事務補助員（医療クラー
ク）

1人

医師の事務作業補助の業務全般を行っていただき
ます。診断書などの文書作成補助、診療記録への
代行入力、医療の質の向上に資する事務作業等の
業務を行います。各種資料作成などにはパソコン
を使用します。

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） パソコン操作（ワード・

エクセル）
事務経験 岩手県宮古市

土木作業員「建設」

3人

当社請負の各現場において、土木工事の業務に従
事していただきます。現場は現在、岩泉町・田野
畑村が中心となっています。現場によって直行直
帰または乗合せでの移動となります。


岩手県下閉伊郡岩泉町小
本字鈩３０５番地１

株式会社　佐藤組

雇用期間の定めなし

現場経験者 岩手県下閉伊郡岩泉町

精密部品の検査

1人

目視及び、実体顕微鏡を使用して製品の外観検査
を行います。測定器を使用して、製品の寸法検査
を行います。その他、パソコン（エクセル）を使
用して製品検査成績書作成等の事務作業も行いま
す。未経験者には、初歩から指導します。

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

ライフコンサルタント
（営業職）

1人

個人・法人への生命保険・損害保険販売を行いま
す。ライフプランに対応した保険の設計・販売・
アフターフォロー、新商品のご案内、新規開拓等
の営業業務をお願いします。経験のない方の応募
も可能です。充実した研修制度により安心して勤

岩手県宮古市大通４丁目
４－２２

朝日生命保険　相
互会社　盛岡支社
宮古営業所雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ガソリンスタンド販売員
≪急募≫

1人

ガソリンスタンドのフロント業務全般を行いま
す。お客様への応対、給油作業、洗車業務、会計
を行います。その他、タイヤ等の油外販売等やそ
の他付帯する業務も行います。
河南給油所はセルフ給油所です。給油作業、洗車

岩手県宮古市茂市９－３
－６

株式会社　角登商
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務≪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

木造大工（見習い可）「建
設」

1人

木造住宅の新築に関わる大工工事や住宅の増改築
の仕事になります。住宅新築、増改築の際の基礎
工事、また現場内での清掃作業や２トン車・軽ト
ラ車による材料の運搬などをしていただきます。


岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中野４５－１１

有限会社　佐藤工
務店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

事務補助員／復興推進課
（期限付臨時職員）

1人

復興推進課に勤務となります。主に書類作成・整
理、印刷製本、庶務係補助やパソコンデータ入
力、電話・来客への応対等をしていただきます。
宮古駅南地区に整備中の新施設（市民交流セン
ター（仮称）他）の開設に向けた準備事務。その

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）

パソコン操作ができるこ
と（ワード・エクセル） 岩手県宮古市

重機オペレーター

1人

◆重機オペレーター業務全般

　・土木。建築現場での重機及び車両運転、他
　　バックホー、ミニショベル、タイヤロー
ラー、

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）

経験者 岩手県宮古市、他

電気設備施工管理技士［岩
手県］

1人

各建設現場に伴う電気設備施工管理業務に従事し
て頂きます。
・工事現場の写真管理、品質管理
・協力会社に対し、連絡指示、工程の進捗確認
・経験が豊富な方は施主対応、定例会対応も行っ

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

販売・店舗運営職（リー
ジョナル社員）

2人

販売からスタートし、将来的には店長や地域マネ
ジャーとして、店舗運営の中堅幹部を目指してい
ただく職種です。
まずはホームセンターでの接客、販売、売場づく
り、商品管理、店長代行業務などを通じて知識と

新潟市南区清水４５０１
番地１

株式会社　コメリ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

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）

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）雇用期間の定めなし

現場監督経験者「建設」 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

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

土木技術者「建設」

1人

土木部で現場の施工管理や工程・品質・安全管理
業務を行います。主に公共事業（道路・港湾・河
川など）ですが、一部民間事業も請負っていま
す。現場は主に宮古市内となり、移動は社有車を
使用します。

岩手県宮古市宮町一丁目
３－５

陸中建設　株式会
社

雇用期間の定めなし 道路・港湾・河川等の施
工管理の経験があること
パソコン操作（ワード・
エクセル）のできる方 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。 
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◎ 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 フルタイム ◎ この求人情報は、発行日現在、有効中の求人を掲載しています。       ◎ 面接には、ハローワークの紹介状をご持参くだ

さい。 

TEL 0193－63－8609 

ハローワーク 宮古 

宮古公共職業安定所 

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

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

平成３０年５月１７日発行  



建築施工管理技士１級 変形（１年単位）
普通自動車免許一種 (1) 8時00分～17時00分

200,000円～300,000円

正社員 59歳以下 03030- 1944681
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時30分

162,000円～237,600円

正社員 64歳以下 03030- 1946581
薬剤師 変形（１年単位）

(1) 9時00分～17時30分

300,000円～350,000円 (2) 9時00分～13時00分

正社員 不問 03030- 1947481
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

198,800円～198,800円 (2)16時30分～ 0時30分

正社員 40歳以下 03030- 1948781
変形(１週間単位非定型的)
(1) 8時00分～17時00分

132,872円～143,240円

正社員以外 不問 03030- 1950181
中型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～16時30分

150,000円～170,000円 (2)16時30分～ 0時00分
(3) 0時00分～ 7時30分

正社員 59歳以下 03030- 1951081
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

132,500円～136,500円

正社員 64歳以下 03030- 1952381
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- 1953681

(1) 8時30分～16時30分

144,000円～160,000円

正社員以外 不問 03030- 1954981
変形（１年単位）
(1) 0時00分～ 9時00分

170,000円～230,000円

正社員 18歳～61歳 03030- 1955581
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

142,000円～180,000円

正社員 40歳以下 03030- 1956481
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時30分

167,500円～180,000円

正社員 59歳以下 03030- 1957781
変形（１ヶ月単位）
(1) 6時30分～15時30分

130,100円～154,000円 (2) 8時00分～17時00分
(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030- 1958881
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分

150,000円～150,000円

正社員 35歳以下 03030- 1959281
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 7時00分～16時00分

147,100円～171,000円 (2) 7時30分～16時30分
(3) 9時00分～18時00分

正社員以外 不問 03030- 1960381
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

129,600円～146,880円

正社員以外 不問 03030- 1961681
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時00分

176,000円～308,000円

正社員 不問 04010-32092281
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時00分

380,000円～450,000円

無期雇用派遣 59歳以下 04010-32136981
栄養士 交替制あり

(1) 5時30分～14時30分

132,000円～165,000円 (2)11時00分～20時00分

正社員以外 不問 03010-11571381
調理師 交替制あり

(1) 5時30分～14時30分

132,000円～165,000円 (2)11時00分～20時00分

正社員以外 不問 03010-11589381

2

調理師（宮古市）

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、食器洗浄など
　厨房業務全般

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）

岩手県宮古市

栄養士（宮古市）

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供業務
　献立、帳票作成、栄養管理業務全般　

＊入院患者数：８０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）

岩手県宮古市

（派）宮古盛岡横断道路改
良工事の施工管理［宮古

1人

宮古盛岡横断道路改良工事の施工管理業務。
　測量・丁張り、安全管理、写真撮影。
　ワードエクセルを使用した書類作成等。
　ＡｕｔｏＣＡＤを用いた図面修正。


宮城県仙台市宮城野区宮
城野２丁目１４－１１
アーバンコート２０７

十勝技術開発　株
式会社　東北営業
所雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木工事現場での施工管理
経験

ワード・エクセルの使用経
験

ＡｕｔｏＣＡＤ使用経験

一般作業員［下閉伊郡岩泉
町］

5人

新規立ち上げにつき県内外現場における、とび、
土工、土木工事、建築、解体その他作業員を募集
します。
会社負担しスキルアップをしっかりサポートしま
す。

宮城県仙台市泉区実沢字
八乙女鬼田１－６－１０
７Ｂ－１５Ｌ

株式会社　北都建
設

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

金融事務

1人

岩手県信漁連田老支店（出向業務）において、窓
口業務、お客様の利用要件を聴き取り、事務処理
を行います。出納、ＡＴＭ現金補充、法人取引書
類確認、電話、来客対応等になります。外出用務
の場合は社用車使用となります。

岩手県宮古市田老三丁目
２番１号

田老町漁業協同組
合

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

介護員「介護」／紫桐苑

1人

特別養護老人ホームの介護業務に従事していただ
きます。入所者６０名（長期入所５０名、短期入
所１０名）の方への入浴や食事など、生活全般に
わたって支援を行う介護サービスの仕事です。夜
勤に対応できる方を希望いたします。

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あり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

配管工補助「建設」

1人

配管工の補助作業を行います。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

岩手県宮古市

調理員／紫桐苑

1人

当法人が運営する特別養護老人ホームやデイサー
ビスセンターにおいて、調理業務に従事していた
だきます。朝夕９０食程度、昼１１０食程度の調
理となります。調理は４～５名体制で行います。

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あり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

塗装工（見習い可）「建
設」

1人

建築塗装（戸建て、アパート等建物全般の塗装）
業務に従事していただきます。鋼構造物塗装や吹
付塗装の補助作業も行います。現場は主に宮古市
内となりますが、県内（花巻、盛岡、大船渡等）
への出張もあります。

岩手県宮古市宮町２－５
－６

有限会社　橋本塗
装

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

成形金型の保守・メンテナ
ンス

2人

プラスチック成形用精密金型の保守メンテナンス
業務となり
ます。成形後の金型のクリーニング及び保守メン
テナンスを行うことで、高品質の成形品を生産す
ることが出来る重要な業務となりますが、自分が

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

プラスチック成形オペレー
タ　（経験者）／夜勤のみ

1人

電子部品（コネクタ）用精密金型と射出成型機、
自動機を使用し、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

和菓子職人見習

1人

和菓子製造補助を行っていただきます。製造工程
の補助業務全般を行います。和菓子（栗しぼり、
まんじゅう類など）の成形、窯入れ・窯出しなど
です。また、器具の洗浄や作業場の清掃を行いま
す。現在７人で作業を行っており注文に合わせて

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

菓子販売員

2人

菓子包装及び店内の販売業務を行います。和菓子
の個包・箱詰め・包装や、店頭における接客応
対、販売、会計を行います。また注文による町内
配達や、店内の清掃業務なども行います。配達の
際には社用車（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

検査員

1人

携帯電話やスマートフォン等に使用されるコネク
ター（電子部品）の検査を行います。

　＊顕微鏡や測定器を使用して測定を行い、品質
の確認をし　　ます。

【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

運転手

1人

４ｔトラックでの、木材製品（主にチップ）等の
運転業務となります。積み込み、卸しは他の作業
員が行います。運搬範囲は宮古市内で藤原埠頭か
ら磯鶏地区までの運行となります。


岩手県宮古市磯鶏二丁目
４－２３

株式会社　カクヒ
ロ陸運

雇用期間の定めなし

４ｔ車乗務経験のある方 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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

カウンター及びホールス
タッフ

3人

パチンコ、スロット店のカウンタースタッフ及び
ホールスタッフとして、お客様に快適に遊戯をし
ていただくためのサービスを提供する仕事です。
管理者候補としての採用となります。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中家２６－１

株式会社　ジェッ
ク

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

薬剤師

2人

医師の処方箋に基づき、飲み合わせや副作用、用
法・用量な
どのチェックを行い、患者さんに合わせた調剤を
行っていた
だきます。また、調剤に伴う事務処理も併せて担

岩手県宮古市向町２－４
０

合資会社　健康堂
薬局

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

建築技術者（見習い）「建
築」≪急募≫

2人

建築現場の管理および施工者の補助をしていただ
きます。いずれは建築技術者を目指していただく
ことから、設計図の見方や大工技術の習得をして
いただきます。雨の日は工場で木材の製造業務を
していただきます。

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

建築技術者「建設」

1人

建築部で現場の施工管理や工程・品質・安全管理
業務を行います。店舗・事務所等の改修から、学
校・施設などの公共事業（木造建築から鉄骨建
築）まで幅広く請負っています。現場は、主に宮
古市・下閉伊管内となります。現場や打ち合わせ

岩手県宮古市宮町一丁目
３－５

陸中建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード・エ
クセル）のできる方 岩手県宮古市



交替制あり
(1) 5時30分～14時30分

125,400円～128,700円 (2)10時30分～19時30分

正社員以外 不問 03010-11590581
調理師 交替制あり

(1) 5時00分～14時00分

132,000円～165,000円 (2)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03010-11591481
交替制あり
(1) 5時00分～14時00分

125,400円～128,700円 (2) 9時00分～18時00分
(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03010-11592781
調理師 交替制あり

(1) 5時50分～14時50分

132,000円～165,000円 (2)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03010-11593881
交替制あり
(1) 5時50分～14時50分

125,400円～128,700円 (2)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03010-11594281
栄養士 交替制あり

(1) 5時50分～14時50分

132,000円～165,000円 (2)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03010-11595181
調理師 交替制あり

(1) 5時50分～14時50分

132,000円～165,000円 (2)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03010-11597381
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 03010-11673881
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分

201,000円～216,000円

正社員 59歳以下 03010-11704881
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分

162,000円～162,000円

正社員 59歳以下 03020- 1125081
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

土木施工管理技士1級又は (1) 8時00分～17時00分
土木施工管理技士2級 250,000円～300,000円

正社員 59歳以下 03020- 1126381
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

122,877円～124,875円

正社員以外 59歳以下 03030- 1887081
看護師

准看護師 (1) 8時20分～17時20分
普通自動車免許ＡＴ 182,500円～246,600円

正社員 59歳以下 03030- 1888381
介護福祉士 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時20分～17時20分

142,600円～142,600円

正社員 59歳以下 03030- 1889681
精神保健福祉士 変形（１ヶ月単位）

普通自動車免許ＡＴ (1) 8時20分～17時20分

180,300円～180,300円

正社員 59歳以下 03030- 1890481
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時20分～17時20分

130,800円～130,800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- 1891781
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～17時00分

200,000円～300,000円

正社員以外 不問 03030- 1893281
交替制あり
(1)10時00分～19時00分

168,700円～201,700円 (2) 9時30分～18時30分
(3)11時00分～20時00分

正社員 59歳以下 03030- 1894181
交通誘導警備２級 変形（１年単位）

警備員指導教育責任者 (1) 8時00分～17時00分

214,950円～226,250円

正社員 18歳以上 03030- 1896381

(1) 8時00分～17時00分

150,000円～250,000円

正社員 30歳以下 03030- 1897681

3

乗組員／１９トン近海船

1人

乗組員として大目流し網漁に従事してもらいま
す。主に三陸沖合いでカジキ漁を行います。

＊出航から帰航まで４日～５日間のサイクルでの
操業となり　ます。

岩手県下閉伊郡山田町織
笠１１－２１４－４

第十五　菊丸

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

警備員兼警備員指導教育責
任者

1人

復興工関連工事の公共建築工事等の工事車両の交
通誘導警備に従事していただきます。現場の状況
によりますが、１～２名人員体制現となります。
移動手段は、会社に集合し社用車で移動、又は直
行直帰もあります。

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

岩手県宮古市

店舗窓口スタッフ（正社
員）

1人

ドコモショップ宮古千徳店での店舗窓口業務を
行っていただきます。機器の説明や、最適料金プ
ランの提案、故障受付等、ドコモの携帯電話に関
連した全ての受付業務となります。


岩手県宮古市板屋１丁目
２番１０－１号

株式会社サンデッ
クス　ドコモ
ショップ宮古千徳
店

雇用期間の定めなし

パソコンのキーボード入力 岩手県宮古市

保険営業

3人

自動車保険・火災保険をはじめとする損害保険、
医療保険・終身保険等の生命保険の営業を行って
いただきます。約１ヶ月間の研修があり、研修期
間中の交通費、宿泊費等は当社負担となります。
将来は保険代理店の従業員になることを前提とし

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

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

看護助手「看護」

1人

患者さん及び施設利用者の方々の食事援助・シー
ツ交換・洗濯介助等の身の回りの世話、処置の手
伝い作業、患者移送、レクリエーション、患者の
見守り等の業務に従事していただきます。


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

精神保健福祉士

2人

当法人の医療相談室において、患者さまやご家族
さまからの各種相談対応、関係機関との連絡調整
などの業務に従事していただきます。まれに外出
用務をしていただく場合があります。

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

介護福祉士「介護」

1人

患者さまの身体介助（入浴、排せつ、着替え、食
事等）と生活サポート（食事の準備、部屋の掃
除、レクリエーション等）メンタルケア・相談や
指導・助言等が主な仕事をなります。

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

看護師（訪問）「看護」

2人

宮古山口訪問看護ステーションにおける診療の補
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

水産加工員

2人

干物や冷凍品の製造及び鮮魚出荷を行います。主
にサバ・イワシ等、青魚の干物加工となります。
魚をさばいたり、乾かしたりの加工処理は機械で
行います。トレーに並べたり、箱詰め等は手作業
となります。初めての方でも丁寧に指導します。

岩手県下閉伊郡山田町大
沢１０－２０７－５

大和水産　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

技術員「建設」

2人

＊土木・舗装工事の管理業務全般。
＊工事の施工管理、工事計画作成、施工管理立案
から作業
　指示。
＊行政機関および発注者への提出書類作成。

岩手県釜石市甲子町第５
地割６２番地１

株式会社　カネナ
カ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町、他

土木施工管理経験者
パソコン操作（エクセル、

ワード）

作業員「建設」

2人

＊土木・舗装工事施工作業全般の補助的作業。
　資器材等の運搬など機械作業で困難な作業全般
を担当
　して頂きます。
＊現場は主に釜石～山田管内での作業となりま

岩手県釜石市甲子町第５
地割６２番地１

株式会社　カネナ
カ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町、他

フューネラルディレクター
（宮古典礼会館）

2人

典礼会館にてお迎えから内容のお打合せまで、心
に寄り添うご提案を行なって頂きます。具体的に
は、ご連絡の受付、儀式内容のご提案、通夜・葬
儀の運営、アフターフォロー等になります。故人
様・ご遺族様についてのヒアリングを行ない、故

岩手県盛岡市津志田南３
丁目１４番６５号【求人
票郵送先指定あり】

株式会社　サン
ファミリー　（愛
グループ）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

調理師（山田町）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと
　利用者様への食事提供業務
調理、盛付、食器洗浄など
　
＊利用者数：１２０名程度

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）

岩手県下閉伊郡山田町

栄養士（山田町）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと
利用者様への食事提供業務
帳票、献立作成、栄養管理業務全般
調理、盛付、食器洗浄など
　

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）

岩手県下閉伊郡山田町

調理員（宮古市）

1人

＊入居者様への食事提供業務
調理・盛付・食器洗浄などを担当していただきま
す。
＊入所者数＝１００名程度


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）

岩手県宮古市

調理師（宮古市）

1人

＊入居者様への食事提供業務
調理・盛付・食器洗浄などを担当していただきま
す。
＊入所者数＝１００名程度


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）

岩手県宮古市

調理員（宮古市）

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）

岩手県宮古市

調理師（宮古市）

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）

岩手県宮古市

調理員（宮古市）

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）

岩手県宮古市



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

171,750円～206,100円

正社員 不問 03030- 1898981

(1) 8時30分～17時30分

135,000円～175,000円

正社員 35歳以下 03030- 1899581
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～173,250円

正社員 45歳以下 03030- 1900081
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

146,800円～216,000円

正社員 18歳～64歳 03030- 1903981
変形（１ヶ月単位）
(1) 5時00分～14時00分

150,700円～153,300円 (2)10時30分～19時30分

正社員以外 不問 03030- 1904581
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

151,280円～244,000円

正社員 不問 03030- 1905481
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

126,000円～145,000円

正社員 59歳以下 03030- 1906781
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

126,000円～145,000円 (2)20時00分～ 5時00分

正社員 59歳以下 03030- 1907881
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

140,000円～160,000円

正社員 59歳以下 03030- 1910681
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 7時45分～17時00分

218,500円～276,000円

正社員 64歳以下 03030- 1915881
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分

129,600円～216,000円

正社員 40歳以下 03030- 1916281
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分

150,000円～150,000円

正社員 不問 03030- 1917181
変形（１ヶ月単位）
(1) 5時30分～14時30分

150,000円～155,000円 (2) 8時30分～17時30分
(3) 9時00分～18時00分

正社員以外 不問 03030- 1918081
看護師又は 変形（１ヶ月単位）
准看護師 (1) 7時30分～16時30分

普通自動車免許ＡＴ 160,000円～210,000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- 1919381
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

137,700円～137,700円

正社員以外 不問 03030- 1921481
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

138,600円～157,080円

正社員以外 不問 03030- 1924281
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分

150,000円～200,000円

正社員 40歳以下 03030- 1927381
社会福祉士

(1) 8時30分～17時15分

139,664円～173,768円

正社員以外 不問 03030- 1929981
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

140,000円～170,000円

正社員 40歳以下 03030- 1930781
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

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

正社員 59歳以下 03030- 1931881

4

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。


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

木材加工又は刃物研磨

2人

【木材加工】マンションの建築内装工事で使用す
る造作材の　生産部所において、機械への材料投
入や化粧シート貼り作　業を行っていただきま
す。
【刃物研磨】工場内で使用している木材加工用刃

岩手県宮古市大字田鎖１
地割６番１

丸石商事株式会社
宮古工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

医療社会事業士（ケース
ワーカー）

1人

外来・入院患者様の医療相談業務及びそれに付随
する業務を担当していただきます。

・医療相談（ケースワーカー）
・相談記録作成、整理

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

製造兼販売

1人

自社商品の製造・販売を行います。製造では、出
来上がったお酒の瓶詰め・洗浄・ラベル貼り等を
行います。仕込みの手伝いをしていただく場合も
あります。販売では、酒販店への訪問、納品、営
業等を行い、酒類の運搬は手積みとなります。訪

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字太田３０

泉金酒造　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

セルフスタンド監視員（河
南給油所）

1人

河南給油所での業務になります。セルフサービス
式ガソリンスタンドにおけるお客様の給油と代金
精算の監視、スタンド構内の清掃作業、接客、電
話対応等の業務を行っていただきます。


岩手県宮古市茂市９－３
－６

株式会社　角登商
店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 7時00分～22時00分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

加工従業員

3人

当組合加工場において、わかめ・昆布・ふのり・
ひじき等の海藻類を原料として、塩蔵品や乾燥物
の加工・製造作業を行います。わかめ・昆布につ
いては等級別の選別作業も行います。また、袋詰
めから製品出荷までの作業も担当します。

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
月以上）

岩手県宮古市

看護師（臨時職員）「看
護」

1人

配属先の当法人各施設においての看護業務を行い
ます。障がい者、高齢者等の利用者・入所者の日
常活動支援、健康管理バイタルチェック、服薬管
理等を行います。又、場合によっては介護支援業
務があります。

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

調理員（臨時職員）

1人

いずれかの施設での調理や弁当の調理業務に従事
していただきます。野菜の下処理、配膳、洗浄作
業、清掃作業も行います。恵の里給食センターで
は４施設利用者の朝食、昼食、夕食約３００食分
を調理員４名体制、きずな保育園では約２０食分

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

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。

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

外構工（一般作業員）「建
設」

2人

エクステリア工事全般に従事していただきます。
お客様の自宅など指定の場所に出向き、ブロック
工事、フェンス設置及び組立やカーポート、テラ
ス、バルコニー、物置などの組立を行います。　


岩手県宮古市津軽石１０
－２０１－１１

有限会社　タテシ
タ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

建築大工　　　　　　「建
設」

1人

建築工事、主に一般住宅の大工工事に従事してい
ただきます。各現場において建築工事に伴う土木
作業も全般的に行います。大工業務経験のある方
又は建築系有資格者は優遇いたします。やる気が
ある方は未経験でも歓迎します。

岩手県下閉伊郡山田町山
田第１７地割９８番地

有限会社　木下建
設

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

電気・機械エンジニア

1人

電子機器部品を組立する装置の保守・メンテナン
スをしていただきます。電気又は機械メンテナン
スの業務経験がある方や電気ハード・ソフト系、
機械工作、メカニック等の分野で経験のある方を
採用面で優遇します。

岩手県宮古市津軽石第１
６地割９番１

株式会社　中村電
子

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

成形・組立オペレーター

2人

電子機器部品（コネクター）の個品（部品）や製
品の成形・組立オペレーター業務をしていただき
ます。勤務形態として約３ヶ月間の昼勤での業務
実習後、昼夜の交代勤務のシフトに入っていただ
きます。

岩手県宮古市津軽石第１
６地割９番１

株式会社　中村電
子

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

品質管理

1人

製造工程における各品質データを採取・集計・報
告する、品質管理全般の業務となります。お客様
に対する品質データの定期報告もあります。主な
担当業務：部品の測定作業（機械を使用）、測定
結果まとめ報告、各帳票類の管理

岩手県宮古市津軽石第１
６地割９番１

株式会社　中村電
子

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市
パソコン（エクセル・ワー
ド）入力操作ができること

配管工・土木作業員（正社
員）「建設」

1人

各現場において、配管作業および土木作業に従事
していただきます。下水道工事、給排水工事、関
連器具の取り付け、水回りの修理などの業務で
す。現場は主に宮古市内となります。


岩手県宮古市宮町四丁目
６－３

サカミ水道

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理員≪急募≫

2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

警備員

10人

主に宮古市・山田町の道路、建設、水道、電気工
事等の工事現場での交通誘導。及び、イベント会
場等での警備、駐車場警備・誘導業務に従事いた
します。また、事業所・庁舎等での施設警備など
もあります。

岩手県宮古市磯鶏沖１０
番３号

株式会社　ＳＳＰ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

溶接工（見習い）

1人

・工場や現場での溶接及び関連業務
・機械の修理、製作、据付作業
・コンベアーベルトエンドレス作業

＊作業に関する技術や知識を身に付けて頂きま

岩手県宮古市刈屋１４－
１０－２

有限会社　岩手工
機

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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。

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

土木作業員「建設」

2人

大槌町内～宮古市内の各現場において、一般土木
作業全般に従事していただきます。一般住宅、外
溝工事（Ｌ型擁壁、地崎ブロック、インターロッ
キング、駐車場、フェンス、その他）。


岩手県下閉伊郡山田町織
笠９－１２－４

株式会社　越田土
建

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町



普通自動車免許一種
危険物取扱者（乙種） (1) 8時30分～17時00分

140,000円～220,000円 (2) 8時30分～12時00分

正社員 35歳以下 03030- 1933181
中型一種（８ｔ限定） 変形（１年単位）

(1) 9時00分～17時00分

130,600円～220,600円

正社員 59歳以下 03030- 1934081
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時15分

124,644円～143,208円

正社員以外 不問 03030- 1935381
大型自動車免許二種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分

199,000円～232,600円

正社員 59歳以下 03030- 1938581
大型特殊自動車一種 変形（１年単位）

(1) 6時00分～15時00分

217,600円～254,600円 (2) 7時00分～16時00分
(3) 8時00分～17時00分

正社員 59歳以下 03030- 1939481
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時15分

126,480円～142,290円

正社員以外 不問 03030- 1940281
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時45分～17時45分

172,000円～224,000円 (2)10時45分～19時45分
(3)12時15分～21時15分

正社員 35歳以下 15070- 4314181
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 9時30分～18時30分

138,000円～200,000円

正社員以外 35歳以下 03010-12207181

(1) 8時00分～17時00分

220,000円～320,000円

正社員 不問 03010-12219981
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 6時30分～16時00分

149,310円～208,560円 (2) 8時00分～17時00分
(3)10時30分～19時30分

正社員 64歳以下 03030- 1996981
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分

161,000円～255,000円

正社員 64歳以下 03030- 1998481
交替制あり
(1) 6時00分～14時00分

120,000円～135,000円 (2)14時00分～22時00分
(3) 9時00分～18時00分

正社員 59歳以下 03030- 1999781

(1) 9時00分～17時00分

132,300円～139,650円

正社員以外 不問 27010-34556681
土木施工管理技士１級
普通自動車免許ＡＴ (1) 8時00分～17時00分

300,000円～450,000円

正社員 不問 01010-18846881
大型自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分

243,800円～243,800円

正社員 不問 02081- 1773781
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分

170,000円～180,000円

正社員以外 不問 03010-12114381
普通自動車免許ＡＴ 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 03010-12124581
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分

150,000円～230,000円

正社員 不問 03030- 1975281
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
中型自動車免許一種 (1) 8時00分～17時00分

いずれか 158,500円～209,100円 (2) 8時00分～12時00分

正社員 40歳以下 03030- 1976181
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

準中型一種（５ｔ限定） (1) 8時00分～17時00分

161,000円～184,000円

正社員 不問 03030- 1977081

5

土木作業員「建設」≪急募
≫

1人

左官、タイル、吹付け、一般住宅基礎、土木、ブ
ロック、
フェンス工事など現場の清掃、職人の手元、人力
作業、トラック（４トン）運転等行っていただき
ます。その他付随する業務も行っていただきま

岩手県宮古市板屋３－４
－１４

上野建装

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業兼配送

1人

主に宮古・下閉伊管内の建設会社・工務店・個人
大工などを訪問し、建築資材の販売営業を行いま
す。初めのうちは、配送をしながら商品について
勉強していただきます。慣れてきたら、得意先等
への営業活動をしていきます。配送には軽トラッ

岩手県宮古市実田一丁目
３－１７

株式会社　岩手ビ
ルテック

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

現場作業での清掃他

3人

便利屋さん的な内容の仕事です。主に一般住宅で
の掃除や庭の草刈、剪定からお墓の清掃等。
その他、外構工事や現場作業内での産廃仕分けや
清掃、軽微な土木工事等、幅広くいたしておりま
す。

岩手県宮古市泉町７番１
９号

助っ人

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

警備職（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。

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

事務職（宮古市）

1人

○三陸工事事務所における事務を担当していただ
きます。
・土木工事現場の書類作成
・請求書のまとめ
・経理システムへの伝票入力、出面入力

岩手県盛岡市北飯岡二丁
目４番１号

株式会社　岩手マ
イタック

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

事務経験者
エクセル・ワードを使いこ

なせる方

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　＊＊＊


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

雇用期間の定めなし

ダンプ運転歴３年以上必須 岩手県宮古市

土木施工管理技士（岩手県
下閉伊郡）

2人

土木工事現場での施工管理、工程管理、品質管
理、安全管理業務等に従事していただきます。

札幌市中央区南９条西９
丁目１－３５

株式会社　エヌエ
スアイ

雇用期間の定めなし

施工管理経験者 岩手県下閉伊郡岩泉町

一般事務（宮古市）

1人

建設工事現場の事務全般に携わっていただきま
す。
　・取引先との電話対応
　・来客対応（お茶出し有）
　・パソコンを利用した簡単な書類作成、データ

大阪市中央区道修町４－
５－１７

株式会社　森組

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

パソコン使用経験 岩手県宮古市

ホテルフロント係

1人

ビジネスホテル（客室数４０部屋）ご利用のお客
様のチェックイン、チェックアウト等のフロント
業務。パソコンを使用し、専用ソフト入力での予
約管理。電話・ＦＡＸ対応等になります。

岩手県宮古市田鎖第９地
割６番地１１

東海電業　株式会
社

雇用期間の定めなし

パソコン基本操作のできる
方 岩手県宮古市

工務

1人

当社は建築鉄骨やステンレス製品などの設計・製
作をしております。図面の作成およびパソコンを
使用しての書類作成が主な業務となります。その
他付随する業務も行って頂きます。


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

岩手県宮古市

ＣＡＤ操作
建設・建築関係

パソコン操作（ワード・エ
クセル）

ガソリンスタンド販売員
（岩泉ＳＳ）

1人

岩泉のガソリンスタンド店に勤務となります。主
に車両への給油業務、応対サービス、窓ふき、洗
車、簡単な自動車整備、タイヤ交換、配達などの
諸業務に従事していただきます。

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－１４２－１２

株式会社　サカモ
ト

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

ＣＡＤオペレーター（経験
者）

2人

建設現場でのＣＡＤオペレーター
・ＣＡＤによる図面の作成、修正
・ワード、エクセルでの書類作成、ファイリング

＊Ｖ－ｎａｓ、ＡｕｔｏＣＡＤ経験者優遇

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

ＣＡＤ（建設系）実務経験
者

パソコン操作（エクセル・
ワード）

建設会社での実務経験

総合職（盛岡市・宮古市・
久慈市・一戸町）

1人

営業、企画、添乗、事務業務を行っていただきま
す。
・旅行営業（企業・学校へのルート営業）
・旅行企画（募集旅行の広告作成等）
・一般事務（納品書・請求書等の作成、集金等）

岩手県盛岡市厨川１丁目
１７－１８

株式会社　岩手県
北観光

雇用期間の定めなし

パソコン操作できる方
（ワード・エクセル） 岩手県宮古市、他

店舗運営職・幹部候補（ナ
ショナル社員）

2人

販売からスタートし、将来的には大型店店長や地
域マネジャー、バイヤー（仕入担当）等、会社全
体を牽引していく幹部社員を目指していただく職
種です。
まずはホームセンターでの接客、販売、売場づく

新潟市南区清水４５０１
番地１

株式会社　コメリ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

事務職（宮古）

1人

宮古市内の支店において、店頭における窓口業務
全般、後方事務支援業務を行っていただきます。
専用端末やパソコンの操作があります。集金や営
業等の活動はございません。パートタイム勤務に
ついても相談に応じます。

岩手県宮古市向町２番４
６号

宮古信用金庫

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

ダンプ及び貨物自動車運転
手

3人

各工事現場において、大型ダンプ（１０ｔ車）の
運転業務に従事していただきます。主に土砂、砕
石等の運搬となります。また大型貨物自動車（１
２ｔ車）の運転業務にも従事していただきます。
主に北上市へチップの運搬となります。その他

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中家１２番地１

岩泉自動車運輸
株式会社

雇用期間の定めなし

又は 5時30分～20時00分の
間の7時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

バス運転手

2人

町民バス（路線バス）や貸切バスの運転業務を行
います。町民バスは中型、貸切バスは主にマイク
ロバスの運転となります。その他日々の業務とし
て、バスの点検、運転日報、洗車などの付随業務
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１２番地１

岩泉自動車運輸
株式会社

雇用期間の定めなし

又は 5時30分～21時00分の
間の7時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

７　事務補助／農林課（臨
時職員）

2人

新里庁舎内の農林課国土調査室に勤務となりま
す。主な業務は、書類整理、パソコンを使用した
データ入力、来客対応等です。その他に、庶務等
職員補助業務を行っていただきます。

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）

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

中型運転手

1人

中型トラック（４ｔ車、２ｔ車）で鮮魚等を集荷
し、宮古から気仙沼までの配送が主な業務になり
ます。その他、県内の配送をすることもありま
す。運送業務未経験者からの応募もお待ちしてお
ります。

岩手県宮古市高浜二丁目
６－１５

田老運送　有限会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

燃料の配達業務

1人

灯油・重油等の配達業務。お客様から注文を受け
タイムリーに配達する業務です。配達車両は１．
９ｔ～４ｔ車（タンクローリー車）未経験の方で
も慣れるまでの間は、先輩社員が同行し指導しま
すのでご安心下さい。

岩手県宮古市港町１番２
２号

株式会社　塩釜商
会　宮古支店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市



(1) 9時30分～18時30分

125,550円～125,550円 (2)10時30分～19時30分

正社員以外 不問 03030- 1978381
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 9時00分～18時00分

127,200円～127,200円 (2)10時00分～19時00分

正社員 59歳以下 03030- 1979681
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
準中型自動車免許 (1) 8時00分～17時00分

150,727円～150,727円

正社員以外 不問 03030- 1994381
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

264,000円～288,000円

正社員 64歳以下 04010-32755981

6

土木作業員［下閉伊郡岩泉
町］

10人

・土木作業、建設作業にかかわる全般業務
・宮城県、岩手県、福島県の現場に転勤できる方
歓迎
（宿舎あり）
・軽作業、手元作業あります。

宮城県仙台市青葉区上杉
５丁目１－１

共生海洋建設　株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

運転手兼水産食品加工員

2人

４ｔトラックにて搬入搬出等の運搬作業、水産食
品の加工及び付帯業務となります。重量物は
フォークリフトにより積込みを行いますが、台車
による手作業での運搬作業（１５～２０ｋｇの加
工品）や、冷凍保管庫内での荷役作業もありま

岩手県宮古市新川町５－
６

株式会社　佐幸商
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般事務

1人

一般事務全般を行っていただきます。売上・仕入
の帳簿付、パソコンを使用した伝票入力、請求書
作成、電話、来客対応などを行っていただきま
す。商品の配達を行っていただく場合もあります
（社用車を使用）。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字太田１０－５

有限会社　岩泉
マッカラー商会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

事務経験
パソコン操作（基本入力程

度）が出来る方

販売（シフト勤務）≪急募
≫

1人

店内においてスポーツ用品の販売を行っていただ
きます。お客様の対応、商品説明、レジ業務、電
話対応。また商品陳列や補充、品出し、伝票入
力、清掃なども行っていただきます。


岩手県宮古市長町１丁目
６－２２

株式会社　ヴィクト
リア　ネクサスカン
パニー　タケダス
ポーツ　宮古店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

又は 9時30分～19時30分の
間の6時間以上

岩手県宮古市


