
介護福祉士 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

175,160円～175,160円 (2) 9時00分～18時00分
(3)10時00分～19時00分

正社員 不問 03030- 1855981

(1) 8時00分～17時00分
139,000円～265,000円

正社員 59歳以下 03030- 1856581
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
139,000円～265,000円

正社員 35歳以下 03030- 1857481
看護師又は 変形（１ヶ月単位）
准看護師 (1) 6時30分～15時15分

177,000円～309,000円 (2) 7時00分～15時45分
(3) 9時00分～17時45分

正社員以外 不問 03030- 1858781

(1) 8時20分～17時30分
150,000円～180,000円

正社員 40歳以下 03030- 1860181
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時20分～17時30分
150,000円～160,000円

正社員 40歳以下 03030- 1861081
中型一種（８ｔ限定）

(1) 7時30分～16時00分
160,000円～180,000円

正社員 59歳以下 03030- 1865581
警備員検定試験２級 変形（１ヶ月単位）
原動機付自転車免許 (1) 8時00分～17時00分
普通自動車免許一種 189,200円～189,200円 (2)21時00分～ 6時00分

いずれか

正社員以外 59歳以下 03030- 1866481
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

172,000円～172,000円 (2)21時00分～ 6時00分

正社員以外 59歳以下 03030- 1867781
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 59歳以下 03030- 1868881
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）
建築士（１級）又は (1) 9時00分～17時30分

建築士（２級） 160,000円～400,000円

正社員 59歳以下 03030- 1869281
普通自動車免許一種

準中型一種（５ｔ限定） (1) 7時30分～16時30分
180,000円～250,000円

正社員 40歳以下 03030- 1872981

(1) 8時30分～17時15分
126,895円～146,985円

正社員以外 不問 03030- 1877281
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分
146,475円～146,475円

正社員以外 不問 03030- 1878181
変形（１ヶ月単位）
(1)10時00分～19時00分

171,600円～235,400円

正社員 59歳以下 03030- 1879081
変形（１年単位）
(1) 8時20分～17時00分

127,927円～127,927円

正社員 65歳以下 03030- 1884881
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ＡＴ 400,000円～500,000円

正社員以外 不問 04010-30888081
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1)12時00分～22時00分
250,000円～350,000円

正社員 59歳以下 04011- 2026481

1

     （5月2日時点の内容です）

　　４月２４日　から　５月２日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　５月１７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

介護職員／正職員「介護」

1人

入所者の介護業務となります。入所者（１００
名）の身の回りのお世話・食事・入浴・排せつ・
移動などの介助、リネン交換・掃除・洗濯などの
手助けを行っていただきます。


岩手県下閉伊郡山田町山
田１６－９－１０

社会福祉法人　正
受会　特別養護老
人ホーム平安荘雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

機械設計、製作・金型設
計、製作／宮古工場

1人

下記の１，２いずれかの業務に携わっていただき
ます。
１，マイクロコネクタ製造のための設備（自動機
治具）の設計、製作。
２，マイクロコネクタ製造のためのプレス金型設

岩手県宮古市赤前第２地
割２１番地２

東北ヒロセ電機
株式会社　宮古工
場雇用期間の定めなし

機械装置設計経験または金
型設計経験３年以上

岩手県宮古市

品質管理／宮古工場／正社
員

1人

品質管理課に配属となり業務全般を行います。
１，ＣＳを含むお客様への対応
新製品開発品質管理、協力会社への品質管理指
導、ＩＳＯ９００１、ＩＳＯ４００１、ＩＡＴＦ
１６９４９対応となります。

岩手県宮古市赤前第２地
割２１番地２

東北ヒロセ電機
株式会社　宮古工
場雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師又は准看護師「看
護」

1人

介護老人福祉施設の利用者の健康管理及び衛生指
導、投薬管理、経管栄養の実施、内服薬の準備、
外来受診に関する業務を担当していただきます。
処方箋の受付、分包に関すること、看取りケアに
関すること、看護記録（ＰＣ入力）、オンコール

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中家４０

社会福祉法人　恩賜
財団済生会支部岩手
県済生会　特別養護
老人ホーム　百楽苑

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）

又は10時15分～19時00分の
間の7時間以上

岩手県下閉伊郡岩泉町

スポーツトレーニング器具
製造

1人

野球、テニス、ゴルフ、トレーニング用器具の製
造に従事します。原木から木材加工、研磨作業、
組立、仕上げ工程等を行います。有資格者の方は
出荷作業、原木運搬等でフォークリフト操作もあ
ります。入社後のフォークリフト資格取得も可能

岩手県宮古市刈屋４－１
－１

有限会社　内田販
売システム

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

経理事務

1人

パソコンを使用し、商品納品書、請求書作成、
日々の売り上げ管理、注文表作成、注文受発注業
務、オンライン受発注業務、在庫管理、電話来客
対応等を行います。外出用務は社用車使用となり
ます。商品がホームページにありますのでぜひご

岩手県宮古市刈屋４－１
－１

有限会社　内田販
売システム

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

収集車運転及び運搬

1人

収集車を運転して山田町内の事業ごみ、家庭ごみ
を収集し、ごみ処理場までの運搬を行います。ト
ラック（２ｔまたは４ｔ車）を運転し山田町内の
水産会社や市場から海産物を収集し、当事業所で
大型車への積込みを行います。

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－５１－６

マルヨ産業運送
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

警備員（資格者）

3人

地域の各地で安全サービスを提供する仕事です。
具体的には工事現場や店舗駐車場などの周辺で通
行車両や歩行者が交通事故に合わないよう安全に
誘導する「交通誘導」イベントや祭り会場での事
故を防ぐ「踏切警備」です。

岩手県宮古市宮町４丁目
５番１６号

東洋ワークセキュ
リティ株式会社
宮古営業所雇用期間の定めなし

警備業務 岩手県宮古市

警備員

3人

地域の各地で安全サービスを提供する仕事です。
具体的には工事現場や店舗駐車場などの周辺で通
行車両や歩行者が交通事故に合わないよう安全に
誘導する「交通誘導」イベントや祭り会場での事
故を防ぐ「踏切警備」です。

岩手県宮古市宮町４丁目
５番１６号

東洋ワークセキュ
リティ株式会社
宮古営業所雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

鉄工作業員（山田工場）

1人

弊社山田工場内での、各種プラント機器の溶接作
業、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
等を行います。


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

岩手県下閉伊郡山田町

設計管理業務「建設」≪急
募≫

1人

一戸建住宅の建築について施工主とのプラン・仕
様・追加工事などの打合せ、調整。施工業者見積
の調整、施工業者との打合せ、各工程の確認、完
成引渡しの立合い。その他関係官庁への申請業務
などを行います。

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎１
１地割１６－１９

フェニーチェホー
ム南洋　株式会社

雇用期間の定めなし

パソコン、ＣＡＤ操作が出
来る方

岩手県宮古市

商品管理及び運搬の補助作
業

1人

商品の整理・管理及び運搬の補助作業を行いま
す。海産物の選別・管理及び大船渡～久慈の各浜
より海産物を２ｔトラックにて田老工場への運搬
作業を行っていただきます。最初は補助作業から
行っていただきます。

宮古市田老字西向山１６
－１

株式会社　神野商
店　田老工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務補助（臨時職員）

1人

職員の指示のもと、パソコン（ワード・エクセ
ル）を使用しての数字入力及び文書作成や、電話
対応、来客対応、各種書類のコピー作業、郵便物
の発送、収受等の業務に従事していただきます。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字松橋２４－３

沿岸広域振興局
土木部　岩泉土木
センター雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
パソコン操作（ワード・エ

クセル）のできる方
岩手県下閉伊郡岩泉町

測量の助手≪急募≫

2人

測量士の指示のもと、測量の助手を行います。現
場へは社用車で４～５名乗合で向かいます。主に
宮古市、山田町、岩泉町です。雨天等現場業務が
ない時は、事務所で簡単なデーター入力、計算の
チェック等をしていただきます。杭打ち作業、山

岩手県宮古市藤原１丁目
３番１５号

株式会社　藤森測
量設計　宮古支店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

メガネ・補聴器販売員
（コーディネーター）

1人

店内において、メガネや補聴器の販売となりま
す。お客様に合うメガネや補聴器をコーディネー
トしていただきます。その他、検眼、メガネ修理
加工、店内清掃となります。休日は交替制となり
ます。女性も活躍している職場です。

岩手県宮古市宮町三丁目
９－１６

アコール　株式会
社（弐萬圓堂宮古
バイパス店）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

婦人服製造

3人

婦人服の製造に関する業務です。「２枚の生地を
揃えて、ミシンで接ぎ合わせをする」「生地に印
を付ける」「アイロンを使用し芯を貼る」などの
簡単な作業から覚えていただきます。未経験の方
も指導しますので、ご応募お待ちしています。

岩手県宮古市千徳第１３
地割５０番地

有限会社　クラス
ター

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

２級土木施工管理・河川工
事［下閉伊郡岩泉町］

1人

岩手県下閉伊郡岩泉町河川工事の現場にて施工管
理を行う仕事です。

岩泉町に流れる小本川の災害復旧工事
主に現場管理、工程管理、現場測量、写真管理、

宮城県仙台市青葉区台原
２丁目１－１２

株式会社　澤田建
設

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

土木施工管理経験５年以上 岩手県下閉伊郡岩泉町

（まるまつ宮古店）店長・
店長候補

1人

・入社後、店舗業務からスタートし、接客・調理
の基本作業　を覚えます。
・店舗業務をマスターした後、店舗の指導と運営
に関わる店　長として仕事をしていきます。


宮城県富谷市成田９丁目
２－９

株式会社　カルラ

雇用期間の定めなし

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５月１０日発行  



普通自動車免許一種
車両系整地掘削用運転 (1) 8時00分～17時00分

194,400円～237,600円

正社員 64歳以下 05041-  850981
普通自動車免許一種

土木施工管理技士１級 (1) 8時00分～17時00分
300,000円～400,000円

正社員 不問 05041-  855281
普通自動車免許一種

車両系整地掘削用運転 (1) 8時00分～17時00分
184,800円～207,900円

正社員 不問 05041-  856181
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
220,000円～320,000円

正社員 59歳以下 13040-51321181
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
220,000円～255,000円

正社員 59歳以下 13040-51400281
普通自動車免許ＡＴ

(1)10時00分～19時00分
194,000円～194,000円

正社員以外 不問 13040-51569981
普通自動車免許ＡＴ

土木施工管理技士1級又
は

(1) 9時00分～18時00分
雇用期間の定めなし 土木施工管理技士2級 375,000円～435,000円

正社員 不問 23040- 7991881
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～184,000円

正社員以外 不問 02010- 8904481
栄養士

(1) 8時15分～16時45分
148,000円～195,400円

正社員以外 不問 03010-11117781
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
357,100円～565,100円

正社員以外 不問 03010-11219681
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
328,261円～526,277円

正社員 不問 03010-11294981
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
328,261円～526,277円

正社員 不問 03010-11295581
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
186,400円～186,400円

正社員 59歳以下 03011-  375481
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～19時00分
190,000円～190,000円 (2) 8時15分～19時00分

(3) 8時30分～12時30分

正社員 28歳以下 03030- 1741981
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

130,000円～150,000円

正社員 不問 03030- 1742581
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- 1744781
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 256,300円～419,400円

正社員 64歳以下 03030- 1749381
保育士

幼稚園教諭免許 (1) 7時45分～16時30分
社会福祉士 138,700円～219,600円 (2) 8時00分～16時45分
いずれか (3) 8時15分～17時00分

正社員 59歳以下 03030- 1752781
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

建築施工管理技士１級 (1) 8時00分～17時00分
300,000円～300,000円

正社員 59歳以下 03030- 1753881
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
雇用期間の定めなし 土木施工管理技士2級 250,000円～500,000円

正社員 59歳以下 03030- 1755181
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- 1756081
2

１級土木施工管理技士

1人

○岩手県（宮古市・陸前高田市等）でのコンク
リート工事　　等（橋げた・住宅の床部分・住宅
の柱部分など）震災復　　興現場管理
○盛岡市内の道路改良工事現場管理
＊現地での宿泊は会社負担。

秋田県仙北市西木町上桧
木内字大地田２７－２

株式会社　仙北技
研工業

雇用期間の定めなし

土木施工管理経験者 岩手県宮古市、他

重機オペレーターおよび
土木作業員【県外】

2人

○河川改修及び道路工事などの土木作業及び重機
オペレータ
　ーに従事していただきます
＊被災地復興現場もあります
＊現場作業所に泊り込んで作業します。毎週日曜

秋田県仙北市田沢湖神代
字戸伏松原４０－３

株式会社　森元組

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

営業職（宮古）

1人

●顧客への提案●
既存・新規顧客の建設会社・建設現場を訪問し、
工事の工程に応じた建設機械の提案を行います。
※顧客訪問時の車は、入社後貸与予定。
●資料作成●

東京都港区芝大門１－７
－７


株式会社　カナモ
ト

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

作業員

2人

○岩手県（宮古市・陸前高田市等）でのコンク
リート工事　　等（橋げた・住宅の床部分・住宅
の柱部分など）震災復　　興作業
（県外就労の場合）
＊現地での宿泊と食事は会社負担。

秋田県仙北市西木町上桧
木内字大地田２７－２

株式会社　仙北技
研工業

雇用期間の定めなし

土木作業経験者 岩手県宮古市、他

直行直帰サントリーフーズ
マーケティングアドバイ

1人

サントリー製品をお取扱いのスーパー・量販店等
を定期的に訪問し、サントリー製品（清涼飲料）
の企画提案や商品陳列、ディスプレイ等の販売促
進活動をして頂くお仕事です。
原則直行直帰（原則マイカー持込、別途ガソリン

東京都港区元赤坂１－２
－３赤坂見附ＭＴビル
９階

サンリーブ　株式
会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

フロント職（宮古）

1人

◆受注受付◆　　　　　　　　　　　　　　　　
来所または電話にて注文する顧客（建設会社等）
の使用機械
の確認・伝票発行等の受注対応がメインです。
◆在庫管理◆　　　　　　　　　　　　　　

東京都港区芝大門１－７
－７


株式会社　カナモ
ト

雇用期間の定めなし

ＰＣ操作 岩手県下閉伊郡山田町

土木作業員（宮古市）

3人

岩手県宮古市においての土木作業
（東日本大震災の復興工事に伴う太平洋沿岸の防
潮堤工事）

※未経験の方でも丁寧に指導します。

青森県青森市緑３丁目８
－２

株式会社　平井建
設工業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

道路・トンネル点検及び施
工管理（請）

2人

道路を保全のための詳細点検業務をお願いしま
す。

安全を確保したうえでの作業になります。

愛知県豊橋市三ノ輪町本興
寺４３番地１　第２丸中ビ
ル５Ｆ

株式会社アスタリ
スク

オートＣＡＤ、エクセル、
ワード使用可能な方

岩手県宮古市

土木施工管理（契約社員）
「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次下請け工事現場
等の施工管

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あり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市、他

特別支援学校期限付職員
（栄養士）（宮古恵風支援

1人

特別支援学校における給食の配膳および衛生管理
業務を行っていただきます。

・パソコンによる情報入力や整理
・その他、付随する業務

岩手県盛岡市内丸１０－
１

岩手県教育委員会
事務局　教職員課

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

給食業務および衛生管理 岩手県宮古市

建築施工管理「建設」

3人

工事竣工まで、現場管理をするお仕事です。
主にゼネコン１次２次下請け工事の建築現場施工
管理になります。

（お仕事の内容）

岩手県盛岡市本宮３丁目
３－２０

株式会社　ナス
キー　盛岡営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木施工管理「建設」

3人

工事竣工まで、現場管理をするお仕事です。
主にゼネコン１次２次下請け工事の土木現場施工
管理になります。

（お仕事の内容）

岩手県盛岡市本宮３丁目
３－２０

株式会社　ナス
キー　盛岡営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

受付事務

1人

歯科医院の受付及び事務を担当します。電話予
約、受付（パソコン入力）その他、診療に関する
若干の雑用や診療補助で器具の洗浄、片付け等を
行っていただきます。


岩手県宮古市西町一丁目
７－３８

林　歯科クリニッ
ク

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

戸建住宅基礎工（手元）
「建設」

3人

個人邸の住宅基礎工事の補助作業

※入社後は現場の準備・片付けなど、型枠大工職
人の全体的　なサポートをしながら、ノウハウを
覚えていただきます。　その他職人の指示による

岩手県岩手郡葛巻町葛巻
第２８地割６３番地２３

株式会社　集和建
工

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木技術者「建設」

1人

公共工事や一般土木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する

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

土木施工管理業務経験者
岩手県宮古市

工作機械オペレーター・発
送係（正社員）

2人

金属プレートの切断、フライス、研磨、面取り等
加工業務を行っていただきます。その他、製品の
真空パック、梱包、送り状貼りつけ、発送品の移
動・運搬（手作業）などの作業も行っていただき
ます。

岩手県下閉伊郡山田町船
越９－２１８－１

株式会社ユーメリ
ア岩手

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

児童厚生員／たのはた児童
館

1人

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


岩手県下閉伊郡田野畑村
田野畑１２０－１

社会福祉法人　田
野畑村社会福祉協
議会雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

大工　　　　　　　「建
設」

1人

大工作業に従事していただきます。主な工事現場
としては、公共工事から一般住宅などの新設、営
繕、下請けなど、全般的に行っております。大工
の業務経験がある方を募集いたします。

岩手県宮古市八木沢三丁
目１１－５

株式会社　菊地建
設

大工経験者
岩手県宮古市

土木技術者「建設」

1人

公共土木工事現場の施工管理業務になります。施
工管理、積算見積業務や施工計画、工程管理、安
全管理、図面作成、写真管理などを行っていただ
きます。

岩手県宮古市黒森町９－
２８

丸信建設　株式会
社

岩手県宮古市

建築技術者「建設」

1人

公共工事等各現場での施工計画立案、工事中の品
質管理、安全管理、調整等。その他、現場で必要
な監督・指揮業務、事務所内での各種書類作成を
行っていただきます。


岩手県宮古市山口一丁目
４－２５

株式会社　オガサ
ワラ産業

雇用期間の定めなし

公共工事現場代理人経験者 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



大型自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
(1) 7時30分～17時00分

雇用期間の定めなし 165,000円～220,000円

正社員 不問 03030- 1758681
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
135,000円～168,000円 (2) 9時00分～18時00分

(3) 7時00分～16時00分

正社員 64歳以下 03030- 1759981
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

161,700円～184,800円

正社員 64歳以下 03030- 1761881
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
231,000円～346,500円

正社員 64歳以下 03030- 1763181
普通自動車免許一種

看護師又は (1) 9時00分～17時30分
助産師 215,000円～290,000円

正社員 59歳以下 03030- 1764081
普通自動車免許ＡＴ

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

正社員 59歳以下 03030- 1765381
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時15分

雇用期間の定めなし 140,000円～250,000円 (2)18時15分～ 3時30分

正社員 18歳～64歳 03030- 1767981
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
149,500円～230,000円

正社員 61歳以下 03030- 1768581
大型自動車免許一種 変形（１年単位）
小型移動式クレーン (1) 8時00分～17時00分

玉掛技能者 161,000円～230,000円

正社員 61歳以下 03030- 1769481
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

140,000円～140,000円

正社員 39歳以下 03030- 1771181
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

140,000円～180,000円

正社員 18歳以上 03030- 1772081
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1) 8時30分～17時30分
129,600円～146,880円 (2)11時00分～20時00分

(3) 6時30分～15時30分

正社員以外 不問 03030- 1773381
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

介護支援専門員 (1) 8時00分～17時00分
196,000円～290,000円

正社員 64歳以下 03030- 1774681
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時00分
149,000円～196,000円

正社員 64歳以下 03030- 1775981
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
145,000円～230,000円

正社員 59歳以下 03030- 1777481
看護師又は
准看護師 (1) 8時15分～17時15分

139,600円～238,300円

正社員 64歳以下 03030- 1784981
普通自動車免許一種

社会福祉士 (1) 8時15分～17時15分
146,400円～214,900円

正社員 64歳以下 03030- 1785581

(1) 8時30分～17時15分
129,990円～150,570円

正社員以外 不問 03030- 1786481
介護支援専門員

普通自動車免許一種 (1) 8時15分～17時15分
173,600円～218,300円

正社員 64歳以下 03030- 1787781
普通自動車免許一種

介護福祉士 (1) 8時15分～17時15分
又は准看護師 153,100円～175,100円

正社員以外 不問 03030- 1788881
普通自動車免許一種
社会福祉主事以上 (1) 8時15分～17時15分

153,100円～165,100円

正社員以外 不問 03030- 1789281
3

大型ダンプ・生コン車運転
手

1人

大型ダンプカーまたは大型生コン車などの運転業
務に従事していただきます。現場は久慈市、野田
村、普代村、田野畑村、岩泉町、宮古市などにな
ります。経験者は優遇いたします。

岩手県下閉伊郡田野畑村
奥地３３

田野畑交通　有限
会社

岩手県下閉伊郡田野畑村

足場補助作業員「建設」

1人

各現場において足場組立、解体作業のに従事して
います。作業員の手元や資材の運搬等になります
が、将来は組立、解体も行い２～３名で作業とな
ります。その他足場作業がない場合は土木作業も
行っていただきます。屋外での作業となります。

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

介護職員「介護」

1人

地域密着型特別養護老人ホームと併設ショートス
テイ利用者の介護を担当していただきます。入
浴、食事、排泄、更衣、口腔ケア、レクリエー
ション、アクテイビテイー、看取り介護、認知症
ケア、施設内環境整備、見守り、利用者・家族へ

岩手県下閉伊郡田野畑村
奥地１３番地

社会福祉法人　山
栄会　特別養護老
人ホーム　リアス
倶楽部

雇用期間の定めなし

老人介護の経験者
又は 7時00分～22時00分の
間の8時間

岩手県下閉伊郡田野畑村

訪問看護≪急募≫　　「看
護」

2人

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

岩手県宮古市宮町二丁目
２番１９号

株式会社　メディ
ケア・システム

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

足場作業員「建設」

1人

各現場において足場組立、解体作業員に従事して
います。現場では２～３名で作業を行います。そ
の他足場作業がない場合は土木作業も行っていた
だきます。屋外での作業で力仕事のため、体力に
自信のある方を希望します。　　　　　　

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

足場組立経験２年以上 岩手県宮古市

木材加工

3人

主に住宅の柱（集成材）を生産しています。原木
から柱の加工をする作業となり、ライン作業をし
ていただきます。機械操作での加工作業となりま
す。（木材乾燥機、プレス機など）

岩手県宮古市川井６－３
５

株式会社　ウッ
ティかわい

岩手県宮古市

訪問看護（准看）≪急募≫
「看護」

2人

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

岩手県宮古市宮町二丁目
２番１９号

株式会社　メディ
ケア・システム

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

大型自動車運転手

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。
１０ｔ、７ｔ車を使用し、製品の運搬を担当して
いただきます。宮古管内、下閉伊郡、上閉伊郡、
釜石等県内のみです。また、工場内での作業もあ

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

大型自動車運転 岩手県下閉伊郡山田町

コンクリート製品営業

1人

商社や建設業会社への営業を行います。現場での
打合せ、現場確認等となります。事務所ではパソ
コンを使用し見積、請求書作成、電話対応となり
ます。営業エリアは宮古市内、下閉伊、釜石、遠
野市で社用車使用となります。担当が同行します

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

岩手県下閉伊郡山田町

森林整備作業員

1人

山林において、下草刈・除伐・伐採作業を行って
いただきます。現場への移動は乗り合いになりま
す。個人車を使用する場合は移動費（上限有り）
を支給します。また、業務上使用する機材は当社
で準備します。

岩手県宮古市鈴久名第４
地割４０番地

グリーンワイド合
同会社

雇用期間の定めなし

又は 7時00分～16時00分の
間の6時間

岩手県宮古市

製造技術（正社員）

2人

電子機器基板にチップなどの電子部品を取り付け
る実装機械、またはハンダ付け等の後付け工程に
おける設備を操作していただきます。経験を積ん
で、作業の進捗状況確認や技術指導を行うリー
ダーとなる方を求めます。

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

岩手県宮古市

介護支援専門員「介護」≪
急募≫

1人

午前中は、利用者の方のデイサービス介護全般を
行います。食事、入浴、排泄、レクレーション等
の介助、送迎運転業務（社用車使用）もありま
す。利用者さんが楽しい１日を過ごせるよう業務
を行っています。

岩手県下閉伊郡岩泉町浅
内字下栗畑８０の６

株式会社クオール
（デイサービスす
ずらん）雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

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

事務員（幹部候補）

2人

経理、労務、人事業務の担当または管理業務をし
ていただきます。一般会計、給与計算、予算決
算、税務関係の経理業務や、労務管理、人事に関
する業務、工場運営に係る庶務、資材生産管理に
係る事務処理など行っていただきます。パソコン

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

岩手県宮古市

介護員「介護」≪急募≫

2人

利用者の方のデイサービス介護全般を行います。
食事、入浴、排泄、レクレーション等の介助、送
迎運転業務（社用車使用）もあります。利用者さ
んが楽しい１日を過ごせるよう業務を行っていま
す。

岩手県下閉伊郡岩泉町浅
内字下栗畑８０の６

株式会社クオール
（デイサービスす
ずらん）雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

パソコン（エクセル）操作
のできる方

総務経験１年以上の方

社会福祉士／正社員「介
護」

1人

各センターにおいて、地域に暮らす人たちの介護
予防や、日々の暮らしのサポートをする地域包括
支援センターの業務を担当していただきます。職
員２名体制で行っていただきます。外出の際には
当社会福祉協議会の施設車を使用します。

岩手県宮古市小山田２丁
目９番２０号

社会福祉法人　宮
古市社会福祉協議
会雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師／正社員（清寿荘）
「看護」

1人

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

岩手県宮古市小山田２丁
目９番２０号

社会福祉法人　宮
古市社会福祉協議
会雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

主任介護支援専門員／正社
員

1人

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

岩手県宮古市小山田２丁
目９番２０号

社会福祉法人　宮
古市社会福祉協議
会雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般事務補助／宮古土木セ
ンター

1人

宮古土木センターにおいて、職員の指示のもと、
パソコン（ワード・エクセル）を使用してのデー
タ入力作業、各種書類のコピー作業、郵便物の発
送・収受、電話・来客対応等となります。


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）

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作できる方

岩手県宮古市

相談支援員

1人

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

岩手県宮古市小山田２丁
目９番２０号

社会福祉法人　宮
古市社会福祉協議
会雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

相談員（復興支援担当）

4人

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

岩手県宮古市小山田２丁
目９番２０号

社会福祉法人　宮
古市社会福祉協議
会雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

パソコン操作 岩手県宮古市



介護職員初任者研修
又は社会福祉主事 (1) 8時15分～17時15分

中型一種（８ｔ限定） 147,100円～153,100円

正社員以外 不問 03030- 1790381
介護職員初任者研修
普通自動車免許一種 (1) 8時15分～17時15分

139,500円～145,500円

正社員以外 不問 03030- 1791681
保健師

普通自動車免許一種 (1) 8時15分～17時15分
154,300円～258,500円

正社員 64歳以下 03030- 1793581
介護支援専門員

普通自動車免許一種 (1) 8時15分～17時15分
153,200円～214,900円

正社員 64歳以下 03030- 1795781
変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～16時00分

134,280円～134,280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 03030- 1796881
変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～16時00分

138,500円～188,300円 (2) 9時00分～18時00分
(3)10時00分～19時00分

正社員 64歳以下 03030- 1797281
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

133,120円～143,104円

正社員以外 不問 03030- 1798181
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

140,000円～220,000円 (2)20時00分～ 5時00分

正社員 18歳～59歳 03030- 1799081
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

141,000円～250,000円 (2)20時00分～ 5時00分

正社員 59歳以下 03030- 1800881
交替制あり
(1) 7時30分～16時30分

165,000円～207,000円 (2)18時30分～ 3時30分

正社員 35歳以下 03030- 1801281
普通自動車免許一種

(1) 8時45分～17時00分
160,000円～180,000円 (2) 9時00分～17時00分

正社員 60歳以下 03030- 1802181
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時00分

雇用期間の定めなし 123,062円～123,062円

正社員 69歳以下 03030- 1803081
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～253,000円

正社員 59歳以下 03030- 1804381
普通自動車免許二種 変形（１ヶ月単位）

(1) 7時00分～21時00分
177,000円～177,000円 (2)18時00分～ 2時00分

(3)10時00分～18時00分

正社員 不問 03030- 1806981
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

157,700円～157,700円

正社員 40歳以下 03030- 1807581
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 142,700円～170,000円

正社員 不問 03030- 1808481
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
128,680円～148,000円

正社員 64歳以下 03030- 1810081
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
161,700円～346,500円

正社員 不問 03030- 1812681
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
建築施工管理技士２級 254,100円～462,000円

正社員 不問 03030- 1813981
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～346,500円

正社員 64歳以下 03030- 1814581
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

135,000円～220,000円

正社員 64歳以下 03030- 1818281
4

訪問ヘルパー「介護」

1人

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

岩手県宮古市小山田２丁
目９番２０号

社会福祉法人　宮
古市社会福祉協議
会雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

介護相談員兼運転技士／清
寿荘デイサービスセンター

2人

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

岩手県宮古市小山田２丁
目９番２０号

社会福祉法人　宮
古市社会福祉協議
会雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

介護支援専門員「介護」

1人

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

岩手県宮古市小山田２丁
目９番２０号

社会福祉法人　宮
古市社会福祉協議
会雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

保健師／正社員「看護」

1人

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


岩手県宮古市小山田２丁
目９番２０号

社会福祉法人　宮
古市社会福祉協議
会雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職「介護」／正社員

1人

福祉施設内における介護業務全般を行います。施
設入所者数５０名、ショートステイ８名の方への
身の回りの世話、食事、排泄、入浴の介助などを
行います。


岩手県下閉伊郡田野畑村
田野畑１２０－１８

社会福祉法人　寿
生会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

介護職「介護」

1人

福祉施設内における介護業務全般を行います。施
設入所者数５０名、ショートステイ８名の方への
身の回りの世話、食事、排泄、入浴の介助などを
行います。


岩手県下閉伊郡田野畑村
田野畑１２０－１８

社会福祉法人　寿
生会

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

プレスオペレーター

4人

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


岩手県宮古市津軽石１
４ー９７－２

ジュピター工業
株式会社

雇用期間の定めなし

パソコン操作（基本入力程
度）

岩手県宮古市

出荷補助

2人

製品（コネクター端子）をお客様に納品する際
に、委託している運送業者に製品を引き渡すまで
の作業を行っていただきます。出来上がった製品
を外観的にチェックし、製造伝票と照合確認、梱
包作業、出荷を行っていただきます。

岩手県宮古市津軽石１
４ー９７－２

ジュピター工業
株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

工作機械オペレーター

4人

工作機械（汎用又は自動機）による、金属製品の
切削又は研削加工作業の業務をしていただきま
す。汎用機は手動作業、自動機はコンピュータ画
面での入力作業となります。ほとんどが立ち仕事
となります。交替勤務は１～３ヶ月間後状況見な

岩手県宮古市松山第１地
割２９番地１

パンチ工業株式会
社　宮古工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

プレス金型メンテナンス

2人

パソコンや携帯電話・スマートフォン・通信機器
などに組み込まれている電子部品のプレス金型の
メンテナンスを行います。倣研削盤や平面研削盤
を使い、加工業務も行っていただきます。


岩手県宮古市津軽石１
４ー９７－２

ジュピター工業
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

食品加工員

3人

冷凍食品の製造過程において、魚の捌き、衣つ
け、フライ、箱詰めや、ラインにおいては包装業
務も行います。通勤の際は、送迎用バスを利用し
ていただきます。

岩手県宮古市田老字古田
７５番地８

有限会社　宮古食
品

岩手県宮古市

自動車鈑金・塗装工≪急募
≫

1人

自動車鈑金塗装工として、自動車の修理鈑金や塗
装などの業務全般に従事していただきます。車の
キズやへこみ等を修理し塗装する作業です。その
他付随する業務も行っていただきます。

岩手県宮古市田鎖第９地
割５－２

有限会社　スカイ
オートギャラリー

雇用期間の定めなし

経験者 岩手県宮古市

運転手

1人

タクシー乗務に係る業務全般。
大型免許をお持ちの方は相談の上、町内介護施設
の送迎マイクロバス及び小中学校のスクールバス
（マイクロバス～中型バス９ｍクラス）の運転も
していただきます。

岩手県下閉伊郡山田町川
向町９－４

マルヨタクシー
有限会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

鉄筋工「建設」

2人

鉄筋の加工および組立業務に従事していただきま
す。鉄筋加工場にて鉄筋を切断し、曲げ加工した
ものを建築現場や土木工事現場にて組み立ておよ
び取付作業を行っていただきます。現場間の移動
は社用車を使用します。

岩手県宮古市松山５－１
７－１

有限会社　因幡鉄
筋工業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

現場検査・事務

2人

電子部品のプラスチックを加工する現場におい
て、目視・顕微鏡による検査および付随する事務
処理をしていただきます。未経験の方でも研修が
ありますので、安心してご応募下さい。　　

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

岩手県下閉伊郡山田町

製材工

1人

製材、木工、チップの生産作業や、機械操作を
行っていただきます。木材加工は材木を手で機械
に入れるため、体力を要する作業です。機械操作
は業務内容を覚えていただいてから指導いたしま
す。

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

足場作業員「建設」

2人

土木建築現場での足場架設工事、仮囲い組立・解
体作業。現場は主に宮古・山田・大槌・釜石など
の沿岸地区となりま
す。１日で複数の現場に行くこともあります。移
動には社

岩手県下閉伊郡山田町境
田町１１地内　岩手県山
田町仮設店舗Ａ棟７

佐々総業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

事務

1人

品質管理書類作成を行っていただきます。水産加
工の日々の生産管理記録作成（パソコン使用）管
理、ラベル発行確認業務、送り状作成、電話、来
客対応となります。
将来は、各種伝票の起票、帳簿の記帳、給与計算

岩手県下閉伊郡山田町船
越９－２１５－１

株式会社丸一水産

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード、エ
クセル）できる方

岩手県下閉伊郡山田町

営業

1人

弊社は公共工事（道路・ダム・下水道など）か
ら、一般の建築工事（新築・リフォーム）の他
に、水道や外構など、様々な種類の工事を行う会
社です。
営業の業務を担当していただきます。お客様から

岩手県宮古市山口一丁目
２－３１

沢与建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

パソコン操作ができる方
（ワード・エクセル）

岩手県宮古市

土木施工管理技士「建設」

2人

土木工事の技術管理業務を行います。現場の施工
管理、工程管理、安全管理、発注担当者との打ち
合わせ等を行います。パソコンによる書類作成や
メール等も行います。現場は主に宮古・山田・大
槌・釜石などの沿岸地区となります。状況により

岩手県下閉伊郡山田町境
田町１１地内　岩手県山
田町仮設店舗Ａ棟７

佐々総業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

機械加工オペレーター

1人

機械加工オペレーターＮＣ旋盤、又はマシニング
センターで材料（金属）を図面通りに加工する仕
事です。旋盤又はマシニングセンターのオペレー
ター経験者であれば尚可で優遇します。未経験者
の方でも指導しますので、やる気のある方を希望

岩手県宮古市津軽石１６
－９－１

株式会社　コアク
ラフト

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市



変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分

127,530円～130,170円 (2)11時00分～20時00分
(3)16時00分～ 9時00分

正社員 64歳以下 03030- 1819181
准看護師 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
180,000円～360,000円 (2)15時00分～ 9時00分

正社員 64歳以下 03030- 1820681
介護福祉士又は 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
132,000円～143,440円 (2)11時00分～20時00分

(3)16時00分～ 9時00分

正社員 64歳以下 03030- 1821981
看護師 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
210,000円～470,000円 (2)15時00分～ 9時00分

正社員 64歳以下 03030- 1822581
変形（１年単位）
(1) 8時10分～17時10分

雇用期間の定めなし 126,936円～126,936円

正社員 64歳以下 03030- 1825881
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 7時30分～16時30分
130,000円～180,000円

正社員 45歳以下 03030- 1826281
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～299,000円

正社員 不問 03030- 1827181
美容師又は 変形（１年単位）

理容師 (1) 9時00分～18時00分
130,000円～300,000円

正社員 不問 03030- 1829381
看護師又は 変形（１ヶ月単位）
准看護師 (1) 8時00分～17時00分

普通自動車免許ＡＴ 200,000円～250,000円 (2)10時00分～19時00分

正社員 59歳以下 03030- 1830581
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

127,280円～169,000円 (2)15時00分～ 0時00分
(3) 0時00分～ 9時00分

正社員以外 不問 03030- 1833881
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
138,600円～184,800円

正社員以外 18歳以上 03030- 1834281
普通自動車免許ＡＴ

(1) 6時00分～15時00分
140,800円～160,600円 (2) 6時30分～15時30分

(3) 7時00分～16時00分

正社員以外 不問 03030- 1835181
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
186,400円～302,900円

正社員 不問 03030- 1836081
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

145,000円～230,000円

正社員 59歳以下 03030- 1837381
普通自動車免許ＡＴ

(1)21時00分～ 4時00分
雇用期間の定めなし 105,600円～156,000円

正社員 18歳以上 03030- 1839981
普通自動車免許二種

(1)21時00分～ 4時00分
115,200円～156,000円

正社員 18歳以上 03030- 1840781
普通自動車免許ＡＴ

要件を満たす方 (1) 8時30分～17時00分
160,000円～300,000円 (2) 8時30分～12時00分

正社員 不問 03030- 1843181
美容師 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～18時00分
145,000円～400,000円 (2)10時00分～19時00分

正社員 不問 03030- 1844081
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時15分
154,365円～269,575円

正社員以外 不問 03030- 1845381
変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～16時00分

141,200円～158,700円 (2) 9時30分～18時30分
(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030- 1846681
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分
130,000円～300,000円

正社員以外 不問 03030- 1847981
5

介護職員／小本「介護」

1人

小規模多機能型居宅介護事業所及び、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、送迎付き添い、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

岩手県下閉伊郡岩泉町

介護職員（資格者）／小本
「介護」

1人

小規模多機能型居宅介護事業所及び、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、送迎付き添い、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

岩手県下閉伊郡岩泉町

准看護師「看護」／正社員

2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

縫製工

2人

主に官公庁の制服を製造しています。
裁断された生地をミシンで縫製加工を行います。
１３名のグループの中で、パーツごとに分かれ、
ライン作業を行います。

岩手県宮古市蟇目８－１
２０

有限会社　興亜被
服工業所　宮古工
場

岩手県宮古市

看護師「看護」／正社員

3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

建築大工「建設」

5人

建築工事に関連する作業全般に従事していただき
ます。各現場において、一般住宅などの木造建築
やリフォーム、それらに伴う土木作業、加工場作
業などを全般的におこないます。


岩手県宮古市近内２－６
－１０

株式会社　キクチ
工務店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

コンクリート圧送補助作業
員　　「建設」

2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

看護職員「看護」

1人

有料老人ホームにおける看護業務全般　
入居者２１名のバイタルチェック、健康管理、服
薬管理等を看護師２名体制で行います。また通院
介助のため送迎・同乗を行う場合もあります。そ
の際、社用車（軽ワゴン車）を使用します。

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

美容師・理容師アススタン
ト

1人

店内での美容師または理容師業務全般となりま
す。お客様の応対、注文に応じてシャンプー、
カット、パーマ、カラーリング、セット等を行っ
ていただきます。また、機材や用具の準備、片付
け、洗浄、店内の清掃等も行います。

岩手県宮古市末広町８－
１１

理容・美容・クリ
エイティブヘアー
ＬＩＴＴＬＥ・Ｇ
ＡＲＤＥＮ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

交通誘導警備員

4人

宮古・下閉伊地域の交通誘導警備に従事していた
だきます。主な現場は建設現場工事現場になりま
す。現場へは直行直帰または乗合になります。ま
た社用車の貸与も可能です。自家用車使用の方は
ガソリン支給となります。

岩手県宮古市金浜４－６
３－１

有限会社　ニコニ
コ警備保障

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護員「介護」

1人

介護員６名で施設利用者１５名の介護を行いま
す。利用者の送迎、健康管理、食事介助、排泄介
助、入浴介助、レクリエーションの企画・運営が
主な仕事になります。介護業務経験・資格が無い
方でも相談に応じます。

岩手県宮古市実田一丁目
７番２８号

有限会社　ライフ
ネットワーク

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」

3人

建築物等の保護や美観に関わる塗装・吹き付け及
びそれに付随した作業全般に従事していただきま
す。主に一般住宅・ビル、公営住宅、病院等を
行っております。現場には事務所集合で乗合で移
動となります。年１回程度、主に東北圏内の出張

岩手県下閉伊郡山田町織
笠第１４地割３２番地２
２９

有限会社　サワダ
建装

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

介護職員（特別養護老人
ホーム）「介護」

1人

特別養護老人ホームおよび、短期入所生活介護事
業所の利用者への介護業務全般を行います。利用
者への食事、入浴、排泄などの介護。レクリエー
ション活動等やその他雑務等を行います。利用者
１０６名程度を、２６名前後のスタッフで交代で

岩手県宮古市田老字養呂
地６番地２

社会福祉法人　田
老和心会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

運転手（随伴車）

1人

宮古市内・近郊を中心とした運転代行業務全般と
なります。お客様ご依頼地にあわせての随伴車両
運転、接客、乗務記録簿への記載、精算会計、車
両管理等を行っていただきます。

岩手県宮古市実田１－１
－１

運転代行　人力舎

運転経験１年以上 岩手県宮古市

製造技術（幹部候補）

1人

電子機器基板にチップなどの電子部品を取り付け
る実装機械、またはハンダ付け等の後付け工程に
おける設備を操作していただきます。経験を積ん
で、作業の進捗状況確認や技術指導を行う管理者
となる方を求めます。

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

岩手県宮古市

歯科技工士

1人

歯科技工業務全般
　　義歯、硬レ（差し歯）、クラウン・ブリッジ
作業

【必要な経験・資格について】下記の１か２に該

岩手県下閉伊郡山田町北
浜町１０４－４

マリンデンタル株
式会社

雇用期間の定めなし

要件を満たす方 岩手県下閉伊郡山田町

代行運転手

1人

宮古市内・近郊を中心とした運転代行業務全般と
なります。ご依頼地にあわせて、お客様の車両及
び随伴車両の運転、接客、乗務記録簿への記載、
精算会計、車両管理全般等を行っていただきま
す。

岩手県宮古市実田１－１
－１

運転代行　人力舎

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

技能補助（公用車運転手）

1人

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

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字松橋２４－３

沿岸広域振興局
土木部　岩泉土木
センター雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

美容師

2人

当店舗にて、シャンプー、ブロー、ワインディン
グ、カットなど美容業務全般を行っていただきま
す。その他に電話応対、店舗清掃などもありま
す。Ｕターン希望者も歓迎いたします。


岩手県宮古市和見町７番
２２号

有限会社　プレス
テージ（美容室
ＰＲＥＳＴＩＧ
Ｅ）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

山林作業員

5人

山林作業全般を行います。立木の伐採、玉切り、
枝払い作業、グラップルやフォワーダを使っての
作業道作設や木の集材、植林、下刈り等となりま
す。業務上必要な資格は入社後に取得可能です。
資格取得費用は当社で負担いたします。

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

介護職／特別養護老人ホー
ム

1人

施設利用者（特養・短期入所者）への介護サービ
スの提供となります。（食事、入浴、排せつ、レ
クリエーション等）
現在、特養５０名・短期２０名の施設利用者がお
り、介護職員２４名体制でお世話をしています。

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あり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市



普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時30分

122,000円～200,000円

正社員 不問 03030- 1850281
准看護師

又は看護師 (1) 8時30分～17時30分
161,600円～240,400円

正社員 59歳以下 03030- 1851181
准看護師 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
161,600円～238,200円 (2) 9時30分～18時30分

正社員 59歳以下 03030- 1852081
変形（１ヶ月単位）
(1) 5時30分～14時30分

141,200円～158,700円 (2) 9時30分～18時30分
(3)10時15分～19時15分

正社員以外 不問 03030- 1853381
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～150,000円 (2)17時30分～ 8時30分

(3)17時00分～ 8時30分

正社員 18歳以上 03070- 2646981
建築士（１級） 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
土木施工管理技士１級 250,000円～500,000円

いずれか

正社員 59歳以下 03080- 1756181
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
176,000円～209,000円

正社員以外 不問 03100- 1140081
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

車両系基礎工事用運転 (1) 8時00分～17時00分
車両系整地掘削用運転 249,900円～380,800円

正社員 不問 04010-30731181
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時00分
249,900円～357,000円

正社員 不問 04010-30735981
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時00分
214,200円～357,000円

正社員 不問 04010-30737481
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～18時00分

150,000円～160,000円

正社員以外 不問 04010-30747781
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
154,000円～216,500円

正社員 40歳以下 04080- 1905381
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
160,000円～240,000円

正社員 不問 06030- 4098081
理学療法士
作業療法士 (1) 8時30分～17時30分
言語聴覚士 237,031円～294,843円
いずれか

正社員 不問 13070-40318281
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時45分
250,000円～250,000円

正社員以外 不問 22020-12003981
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時45分
250,000円～250,000円

正社員以外 不問 22020-12333081
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

199,680円～199,680円 (2)20時00分～ 5時00分

有期雇用派遣 18歳以上 03010-11019481

(1) 9時00分～18時00分
145,152円～145,152円

正社員以外 不問 03030- 1736781
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分

181,600円～231,700円 (2) 8時30分～12時30分

正社員 59歳以下 03030- 1737881
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) 6時00分～14時30分

130,200円～130,200円 (2) 8時30分～17時00分
(3)11時00分～19時30分

正社員以外 不問 03030- 1738281

6

看護職／デイサービス（フ
ル）

2人

デイサービス利用者の看護業務です。利用者の記
録類の作成、健康相談等の業務を行います。現在
１日平均２５名程度の利用者があり、看護職員７
名、介護職員１８名体制で業務にあたっていま
す。送迎車の運転業務はありませんが、添乗業務

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

総務事務

1人

パソコン（ワード・エクセル）を使用し書類作
成、見積書、請求書作成、データまとめ等又取引
先や各関係機関のデータやりとり等、仕事の配事
や現場手配の準備や手伝い関連書類等作成です。
各現場や各関係先等へ出掛ける場合は社用車使用

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

パソコン操作（ワード・エ
クセル）が出来る方

岩手県宮古市

調理員

1人

施設利用者に提供する食事の調理業務全般を行っ
ていただきます。管理栄養士３名の献立に基づ
き、１日約３８０食を、調理員８名がローテー
ション勤務によって業務にあたります。

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あり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

看護職／特養・短所（准看
護師）「看護」

2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、健康相談等となり
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名体制で業務を行ってお
ります。

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

建築又は土木施工管理技士
「建設」

2人

県内沿岸（宮古市～陸前高田市）の各建設現場に
おいて、建築又は土木建築工事に係る設計・工程
及び施工管理等の業務を行って頂きます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＊面接は本社（大船渡市）にて行います。

岩手県大船渡市盛町字田
中島２７－１

株式会社　佐賀組

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

警備員（宮古市）

1人

◆当社契約先の巡回警備業務をお願いします。

・契約先の内部、外部の巡回
・異常発報対応
　（ユーザーより警報受信した際の現場確認等）

岩手県北上市幸町２番５
号

北上ビルメン　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

4人

土木工事作業に伴う重機の運転

＊ブランクのある方やシニアの方も大丈夫です。
作業を覚え
　ていただくまで責任を持って指導させていただ

宮城県仙台市青葉区一番町
１丁目１６－２３　一番町
スクエアビル２Ｆ　Ａ－１

東日本建設　株式
会社

雇用期間の定めなし

バックホーオペレータの経
験

岩手県宮古市

土木作業員
　　　　　　　　　　「建

1人

◆ＰＣ橋梁における一般土木作業全般
（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

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

土木作業員

4人

・土木工事に伴う作業
・道路改良工事
・上下水道工事
・造成工事
・砂防工事

宮城県仙台市青葉区一番町
１丁目１６－２３　一番町
スクエアビル２Ｆ　Ａ－１

東日本建設　株式
会社

雇用期間の定めなし

土木工事作業の経験ある方 岩手県宮古市

型枠大工

4人

土木構造物工事に伴う型枠大工作業

＊ブランクのある方やシニアの方も大丈夫です。
作業を覚え
　ていただくまで責任を持って指導させていただ

宮城県仙台市青葉区一番町
１丁目１６－２３　一番町
スクエアビル２Ｆ　Ａ－１

東日本建設　株式
会社

雇用期間の定めなし

型枠大工の経験 岩手県宮古市

営業（山田営業所）

1人

○屋根工事（瓦屋根等）で工務店中心にルート
セールス及び　現場監理業務に従事して頂きま
す。



宮城県気仙沼市松川前１
３５番地

株式会社　ヤマサ
カ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

医療事務［宮古市］

2人

◎調剤薬局における業務全般
・調剤薬局における医療事務
・処方箋や医薬品に関する受付、会計業務
・レセプトコンピューターによる請求事務
・その他、付随する業務　

宮城県仙台市青葉区一番
町１丁目９－１　仙台ト
ラストタワー２４階

株式会社　アイン
ファーマシーズ
東北支店　［アイ
ン薬局］

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

訪問リハビリテーション／
宮古

2人

本財団は、日本理学療法士協会・日本作業療法士
協会・日本言語聴覚士協会が共同出資し、被災者
の支援を目的として創設致しました。
福島県・宮城県・岩手県の被災者および高齢者の
支援として、専門的な在宅での理学療法や作業療

東京都渋谷区干駄ヶ谷３
－８－５

一般財団法人　訪
問リハビリテー
ション振興財団雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

重機オペレーター【正社
員】

2人

○基盤整備及び道路・河川工事現場での重機オペ
レーターの　お仕事です。

＊主に宮城県、岩手県の地震復興工事現場での就
労となりま　す。他に庄内地方での工事現場もあ

酒田市こあら３丁目６－
２

明和産業　株式会
社

雇用期間の定めなし

実務経験のある方 岩手県宮古市、他

新築戸建て住宅基礎工事一
式

2人

当社新築戸建住宅の基礎施工。
一年を通じて同県内で安定した仕事が出来ます。
（作業着貸与・作業靴貸与）



静岡県浜松市西区大久保
町１２２７－６（浜松技
術工業団地内）

株式会社　一条工
務店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

建方作業及び建方作業の指
揮・指導（岩手県）

1人

建方作業及び建方作業の指揮・指導

入社後、当社研修施設にて当社基準・ルールに
則った建方工事方法を習得して頂きます。
その後実際の建築現場にて建方作業等に従事して

静岡県浜松市西区大久保
町１２２７－６（浜松技
術工業団地内）

株式会社　一条工
務店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

木造建築物の組立等の作業
経験２～３年以上（免許取

得の為）

【必須経験】
住宅基礎工事経験（年数不

問）
車両系建設機械（整地）経

験（年数不問）

販売員（道の駅やまだ）

1人

道の駅において、町内特産物や日常品の販売に係
る業務全般を行います。接客、レジ操作、商品袋
詰め、陳列補充、整理、店内外清掃等を行いま
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

マシンオペレーター（山田
町）

3人

派遣先の事業所において次の作業を担当していた
だきます。
・電子部品を自動で組立を行う機械操作の作業。
　部材交換、部材のつまりをピンセットで無くす
などの初　　歩的作業から行います。

岩手県盛岡市向中野３丁
目１８番２０号　２Ｆ
アクエリアスビル

株式会社　エムア
ンドエム　盛岡営
業所雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

介護員／グループホーム花
＊花「介護」

1人

入所者９名の方の日常生活の支援（身の周りの世
話、食事、入浴、排泄、リハビリ等）。その他食
事調理、準備や後片付け、レクリエーション、洗
濯、清掃となります。買い物や通院の際の運転も
ありますが、月数回程度です。夜勤は１名での勤

岩手県宮古市千徳町５－
３７

株式会社ＪＡ　ラ
イフサポート宮古
介護センター雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

医療事務

1人

医療事務に係る業務を行っていただきます。受付
窓口での患者様の対応（受付・精算等）、レセプ
ト入力、パソコン入力業務、電話対応、その他付
随する業務を行います。事務スタッフは他２５名
おります。

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

パソコン操作（ワード・エ
クセル）可能な方

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～17時00分

160,000円～200,000円

正社員 不問 03030- 1739181

(1) 8時00分～17時00分
154,000円～198,000円

正社員 不問 03030- 1740681
中型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
400,000円～500,000円 (2) 7時00分～16時00分

正社員 不問 04010-29713381
中型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
184,000円～345,000円 (2) 7時00分～16時00分

正社員 不問 04010-29717481
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
149,500円～276,000円 (2) 8時00分～10時30分

正社員 不問 02080- 1358681
調理師

(1) 4時00分～13時00分
190,000円～200,000円 (2)11時30分～20時30分

正社員以外 不問 03020- 1038381
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
236,240円～440,640円

正社員 59歳以下 04010-29610581

(1) 8時00分～17時00分
150,000円～250,000円

無期雇用派遣 不問 01010-17009981
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時15分
132,430円～164,000円

正社員以外 不問 03030- 1701581

(1) 9時00分～18時30分
128,000円～133,000円 (2) 9時00分～17時00分

正社員 不問 03030- 1702481
変形（１年単位）
(1) 7時00分～16時00分

131,727円～204,140円 (2) 8時30分～17時30分
(3)16時00分～ 9時00分

正社員 63歳以下 03030- 1703781
変形（１年単位）
(1) 7時00分～16時00分

124,820円～148,320円 (2) 8時30分～17時30分
(3)16時00分～ 9時00分

正社員以外 不問 03030- 1704881
普通自動車免許二種 変形（１ヶ月単位）

(1) 7時00分～18時00分
118,080円～118,080円 (2) 8時00分～ 0時00分

(3) 7時00分～20時00分

正社員 不問 03030- 1706181
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- 1708381
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
129,600円～146,880円

正社員以外 59歳以下 03030- 1709681
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分
230,000円～350,000円

正社員 59歳以下 04010-29513081
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
166,000円～215,000円

正社員 35歳以下 13010-51862681
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
231,000円～285,000円

正社員 35歳以下 13010-51878081

7

土木作業員

5人

建設に係る仕事を行っており、主に土木作業全般
となります。
資格・免許は特に必要としません。
現場までの移動につきましては相乗りとなりま
す。

岩手県宮古市南町４－２
６　堰代アパート２階

ＩＳＴ工業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

レンタル交換業務員≪急募
≫

1人

事業所、店舗、一般家庭を対象としたレンタル業
務を行っていただきます。玄関マットやレンタル
モップ等の交換作業となります。エリアは主に久
慈市から陸前高田市までの顧客を定期的に訪問交
換する仕事です。月１～２回盛岡市内に訪問交換

岩手県宮古市藤の川１３
番２３号

宮古環境管理株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木作業［下閉伊郡岩泉
町］

5人

河川、林道の災害復旧の現場となります。土木作
業（ブロック積、道路工事）の業務を行っていた
だきます。状況により多過年の仕事になります。

＊他　現場エリア：東北圏内

宮城県仙台市太白区東中
田６丁目７－２１

株式会社　フィー
ルド建設工業

雇用期間の定めなし

ブロック積、道路工事、掘
削工事、構造物工事

岩手県下閉伊郡岩泉町

測量現場管理全般［下閉伊
郡岩泉町］

3人

河川、林道の災害復旧の現場となります。測量現
場管理全般業務を行っていただきます。状況によ
り多過年の仕事になります。

＊他　現場エリア：東北圏内

宮城県仙台市太白区東中
田６丁目７－２１

株式会社　フィー
ルド建設工業

雇用期間の定めなし

測量、丁張、ＣＡＤ、ブ
ロック積、現場管理

岩手県下閉伊郡岩泉町

調理師（山田町／作業員宿
舎）『大沢寮』

1人

※三陸道工事の作業員宿舎での給食調理業務全般
を
　担当して頂きます。

　＊宿舎増築増員によるスタッフ増員の求人で

岩手県釜石市桜木町１丁
目６番４１号

株式会社　ニッコ
クトラスト　東日
本支社雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

調理経験者 岩手県下閉伊郡山田町

土木作業員

2人

　主に公共工事を請け負っています。土木作業が
未経験の方でも丁寧に指導致します。
＊土木作業全般（舗装工事・土木・配管工事等）

＊２ｔ車運転

青森県三沢市大字三沢字
大津５８－２４３

巻工業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

現場事務兼ＣＡＤオペ（岩
手県宮古市）

1人

工事現場事務所での事務業務及びＣＡＤオペ業務
現場事務所での
・来客応対、電話対応
・書類作成、整理、ファイリング
　（Ｅｘｃｅｌ・Ｗｏｒｄ使用）

札幌市中央区北２条東１
７丁目２番地

株式会社　アイエ
ンジニアリングス
タッフ雇用期間の定めなし

ＡｕｔｏＣＡＤ使用できる
方

岩手県宮古市

現場監督補助（空調・衛生
設備分野）［岩手県］

1人

空調・衛生設備工事における管理業務（現場監
督）を行って頂きます。
・工事における写真の撮影及び管理業務
・作業員への作業内容の伝達及び確認
・現場での安全確認業務　・ミーティング

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

岩手県宮古市、他

歯科助手

1人

患者様を待合室から診察台へ誘導したり、治療に
必要な器具等の準備と後片付け、診察中の医師の
補助をおこなっていただきます。その他に、学校
歯科検診等での補助業務があります。


岩手県宮古市鍬ヶ崎上町
８－２０

道又歯科医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護員／デイサービス「介
護」

1人

通所介護事業所の介護に関する業務全般
身の回りの世話、食事、入浴、排泄、リハビリ等
の介助や見守りなどを行います。また、食事の準
備や後片付け、レクリエーション業務、洗濯、清
掃、その他雑務等があります。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字森の越４番地１４

社会福祉法人　岩
泉町社会福祉協議
会雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

介護職員／（土日祝休日）
「介護」

1人

グループホーム入所者の介護業務全般を行いま
す。入所者９名の身の回りの世話、食事、入浴、
排泄、リハビリ等の介助や見守りなどを行いま
す。また、食事の準備や後片付け、洗濯、清掃、
その他雑務等行います。未経験者でも歓迎しま

岩手県宮古市中里団地４
－１１

グループホーム愛
宕の丘（有限会社
川崎タクシー）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員／正社員「介護」

1人

グループホーム入所者の介護業務全般を行いま
す。入所者９名の身の回りの世話、食事、入浴、
排泄、リハビリ等の介助や見守りなどを行いま
す。また、食事の準備や後片付け、洗濯、清掃、
その他雑務等行います。

岩手県宮古市中里団地４
－１１

グループホーム愛
宕の丘（有限会社
川崎タクシー）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
（船越ＳＳ）

1人

山田町船越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

乗務員

1人

タクシー運転業務全般に従事していただきます。
基本的には、一般タクシー乗務員としての業務で
す。有資格者には、介護タクシー運転業務、ス
クールバス運転（山田町内）もしていただく場合
がありますが相談になります。

岩手県下閉伊郡山田町川
向町６－１１

有限会社　山崎タ
クシー

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

土木技術者［宮古市、釜石
市］

2人

・官公庁などが発注する工事の資料作成やとりま
とめ、現場　施工管理の補助を行います。
・作業現場が釜石及び宮古エリアになります。

宮城県仙台市青葉区本町
２丁目９－８　日宝本町
ビル２階

株式会社　スタッ
ド　東北支店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

エクセル、ワード、キャド
の操作

土木工事の施工管理経験１
年以上

介護員「介護」

1人

デイサービス利用者の介護業務（食事、入浴、排
泄介助、レクリエーション）に従事していただき
ます。送迎やレクリエーションで運転業務があり
ます。利用者のべ１４～１５名です。


岩手県宮古市松山第８地
割７１番５

株式会社　福寿草

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業職（岩手県下閉伊郡）

1人

建機レンタルの営業 東京都中央区日本橋人形
町１－１４－８
郵船水天宮前ビル　４階

ユナイト　株式会
社

雇用期間の定めなし

ワード・エクセルの基本操
作

岩手県下閉伊郡山田町

整備職（岩手県下閉伊郡）

1人

建機の整備及び、入出庫、点検。 東京都中央区日本橋人形
町１－１４－８
郵船水天宮前ビル　４階

ユナイト　株式会
社

雇用期間の定めなし

ワード・エクセルの基本操
作

岩手県下閉伊郡山田町


