
大型自動車免許一種 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

235,750円～258,175円

正社員 18歳～64歳 02020-11519281
車両系基礎工事用運転 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
216,000円～241,920円

正社員 64歳以下 02020-11520381
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

自動車整備士（２級） (1) 9時30分～18時30分
158,000円～224,000円

正社員 34歳以下 03010-18782781
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 9時30分～18時00分
159,000円～173,500円

正社員 59歳以下 03010-18825081
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- 1618981
中型自動車免許一種 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- 1619581
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- 2781781
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- 2782881
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- 2783281
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- 2784181
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- 2785081
看護師又は
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- 2787681
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- 2788981
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- 2789581
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- 2790881
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- 2793081
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～144,000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- 2796981
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分

129,900円～132,540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- 2801481

1

     （8月3日時点の内容です）

　　７月３１日　から　８月３日　までに受理した求人です。　　　 ＜次回発行日は　８月１６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

大型ダンプ運転手【宮古営
業所】

2人

◇大型ダンプによる合材・骨材を中心とした運搬
業務を行って頂きます。基本的には営業所周辺を
エリアとしていますが、他営業所の応援で長距離
運行する場合もあります。
・合材・骨材・ガラ（コンクリ等の砕石）運搬が

青森県八戸市西白山台五
丁目１３－１３

株式会社　大興

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

重機オペレーター【宮古営
業所】

1人

◇合材プラントにて、アスファルトガラ、コンク
リートガラ　の処理を重機使用にて行っていただ
きます。

＊経験者、ガス・アーク溶接の資格ある方は優遇

青森県八戸市西白山台五
丁目１３－１３

株式会社　大興

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

整備（県内）

3人

スズキ株式会社の製造する製品（軽自動車・小型
車等）の整備（車検・点検・修理等）並びに付随
する業務を行います。

＊勤務場所については、盛岡市・奥州市・花巻

岩手県盛岡市南仙北１丁
目２２－７０

株式会社　スズキ
自販岩手

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

営業販売スタッフ（宮古
店）

1人

「宮古店」において下記業務を行っていただきま
す。
・新車、中古車の販売
・顧客へのアフターフォロー
　（点検、車検修理等の誘致活動）

岩手県盛岡市東仙北２丁
目１３－３５

ネッツトヨタ岩手
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

土木施工管理経験者
PC操作(エクセル·ワード)

岩手県下閉伊郡山田町、他

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

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

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

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

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

介護相談員兼運転技士／清
寿荘デイサービスセンター

1人

デイサービス利用者おおよそ２５名の方々の、食
事介助や入浴介助、排泄介助、レクリエーション
補助などの日常介護業務に従事していただきま
す。約８名の介護員で行っております。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

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

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

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

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

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

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

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

◎ 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 ◎ 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８月９日発行  



変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

131,844円～132,537円

正社員以外 不問 03030- 2802781
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- 2803881
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- 2807381
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- 2808681
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- 2809981
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- 2810781
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- 2812281
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- 2815381
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- 2816681
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

140,400円～140,400円

正社員以外 不問 03030- 2817981
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- 2818581
大型自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
車両系整地掘削用運転 (1) 8時00分～17時00分
移動式クレーン運転士 154,000円～168,000円

正社員 59歳以下 03030- 2819481
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- 2820281
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- 2821181
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- 2822081
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- 2823381
普通自動車免許一種又は 変形（１年単位）

中型自動車免許一種 (1) 8時00分～17時00分
158,500円～209,100円 (2) 8時00分～12時00分

正社員 40歳以下 03030- 2826581

(1) 8時00分～17時00分
139,000円～265,000円

正社員 59歳以下 03030- 2827481

(1) 8時30分～17時15分
125,860円～141,592円

正社員以外 不問 03030- 2828781
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- 2829881

2

水産食品加工員

3人

水産品の製造加工（イカ、鮭、サンマなど）を行
います。時期的に水揚げされた魚を取扱い機械で
見分けた魚を箱入れする加工処理を行っていただ
きます。また、手捌きで開きにしたり、切り身に
したりの作業もあります。

岩手県宮古市新川町５－
６

株式会社　佐幸商
店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

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

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「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

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

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

事務≪急募≫

2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

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

岩手県宮古市

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

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

事務員

1人

売掛管理用ＰＣ操作（専用ソフトを使用します
が、基本入力操作ができれば対応可能です）、伝
票処理（見積書・納品書・請求書・売上伝票
等）、その他に来客応対・電話応対など付随する
業務をお願いします。

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
７地割１０－８

いずみ産業株式会
社東北宮古営業所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

パソコン基本的操作
（ワード・エクセル入力

程度）

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、アクティビティー、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

貨物自動車運転手

1人

５ｔ～１２ｔのトラックにてリース会社の重機や
機材又鉄骨や産業廃棄物を運搬する業務となりま
す。エリアは宮古、下閉伊地区が中心となりま
す。タイヤ交換その他付随する業務も行っていた
だきます。

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根２－３３－４５

陸中運輸　有限会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町、他

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

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
業等を行います。作業に関する技術や知識を身に
付けて頂きます。


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

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

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、他

営業

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

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

電話交換業務並びに受付業
務

2人

当社請負先において電話交換や受付業務に従事し
ます。代表番号にかかってきた電話を、お客様か
らの要望を聞き取り、担当課や担当者へ電話の取
次ぎを行います。また、状況により受付窓口で担
当課や場所の案内を行っていただきます。

岩手県宮古市長町１丁目
９－１７

リアス環境管理
株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

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



普通自動車免許ＡＴ
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- 2830181
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- 2832381
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
128,000円～150,000円

正社員 40歳以下 03030- 2834981
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- 2836481
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- 2837781
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 18歳以上 03030- 2838881
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 64歳以下 03030- 2839281
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- 2840381
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- 2842981
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

142,700円～170,000円

正社員 不問 03030- 2843581
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- 2844481
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～500,000円

正社員 59歳以下 03030- 2845781
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
184,000円～253,000円

正社員 59歳以下 03030- 2846881
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

143,000円～220,000円

正社員 64歳以下 03030- 2847281
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- 2848181
普通自動車免許ＡＴ

(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- 2850981
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- 2851581
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

146,880円～216,000円

正社員 18歳～64歳 03030- 2852481
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- 2853781
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- 2855281

3

訪問看護≪急募≫　　「看
護」

1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

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

一般事務／本社・機材セン
ター

1人

主に建設機械のリースを行っております。お客様
（個人の方や企業の方）対応、リース貸出、返却
の際の重機のチェック（様式あり）売上実績の資
料作成、仕入、売上の伝票処理及びパソコン入力
（初級程度）、電話・来客応対、その他一般事務

岩手県宮古市板屋一丁目
２番７号

株式会社　イブキ
産業

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

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

運転手

1人

タクシー乗務に係る業務全般に従事します。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

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

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

岩手県下閉伊郡岩泉町

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

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・顕微鏡による検査を行います。また検
査データＰＣ入力、書類作成等の事務処理をして
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

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根第２地割３１－１

株式会社　エフ
ビー

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

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

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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

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

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

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
当する方

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

岩手県下閉伊郡山田町

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、他

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、他

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

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



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- 2856181
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- 2857081
准看護師
看護師 (1) 8時30分～17時30分

いずれか 161,600円～240,400円

正社員 59歳以下 03030- 2858381
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- 2859681

(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- 2860481
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- 2861781
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- 2862881
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
256,300円～419,400円

正社員 64歳以下 03030- 2865081
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- 2867681
変形（１ヶ月単位）
(1) 5時00分～14時00分

130,000円～155,000円 (2) 8時30分～17時30分
(3) 9時45分～18時45分

正社員以外 不問 03030- 2869581
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- 2870881
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- 2871281

(1) 8時30分～17時30分
135,000円～175,000円

正社員 35歳以下 03030- 2872181
変形（１年単位）
(1) 7時00分～16時00分

130,000円～160,000円 (2)13時00分～22時00分

正社員 59歳以下 03030- 2875681
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- 2876981
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時30分
184,800円～346,500円

正社員 不問 03030- 2877581
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30分
建築施工管理技士２級 254,100円～462,000円

いずれか

正社員 不問 03030- 2878481
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- 2879781

(1) 9時00分～17時30分
120,000円～120,000円

正社員 不問 03030- 2880081
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- 2883981

4

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

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

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

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

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

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

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

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

雇用期間の定めなし

大工経験者
岩手県宮古市

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

1人

ほほえみの里利用者（おおよそ入所者１００名、
通所者６０名）の食事調理業務全般。下ごしら
え・調理・食器の洗浄。そのほか調理場の清掃や
付随する業務。管理栄養士２名、調理員１０名体
制となっております。

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）

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

交通誘導警備員

3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、他

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

フロント・レストランサー
ビス

2人

営業課に配属となります。宿泊フロント業務、受
付、会計、電話対応等を担当していただきます。
また、レストランサービスとして朝食、夕食の配
膳をしていただくこともあります。繁忙期には、
他の業務の応援もしていただきます。

岩手県宮古市田老字向新
田１４８

株式会社　グリー
ンピア三陸みやこ

雇用期間の定めなし

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

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。１日で複数の現場に行くこともありま
す。移動には社用車を使用します。経験のない方
は、土木作業またはヤード作業での資材管理から
覚えていただきます。

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、他

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。状況により土木作業を行っ
ていただく場合があります。

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、他

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

印刷機械オペレーター

1人

各種印刷機械の操作をしていただきます。土日祝
完全休みの他、月１日の特別有休を付与します。
仕事内容は、印刷物・同関連商品作成における機
械の操作と、それに付随する業務（製本・断裁・
梱包等）を、補助的な作業から徐々にお仕事を覚

岩手県宮古市新川町１－
２

花坂印刷工業株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

足場作業員「建設」≪急募
≫

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

岩手県宮古市



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- 2884581

(1) 9時00分～16時30分
128,778円～128,778円

正社員以外 59歳以下 03030- 2888281
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

普通自動車免許一種 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- 2889181
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- 2891981
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- 2892581
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- 2893481
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- 2894781

(1) 8時00分～17時00分
150,000円～250,000円

正社員 30歳以下 03030- 2895881
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- 2897181
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
237,550円～260,150円

正社員 18歳以上 03030- 2901181
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
171,000円～273,600円

正社員 64歳以下 03030- 2907481
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- 2911081
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～320,000円

正社員 40歳以下 03040- 3738181
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～350,000円

正社員 64歳以下 03040- 3739081
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- 4594781
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 64歳以下 03080- 2942781
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- 3270981
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- 7335881
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- 7616881
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 22020-21187481

5

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

販売員≪急募≫

1人

紳士服、婦人服、子供服、肌着、寝具等を総合的
に接客販売していただきます。その他、レジ作
業、商品の陳列、商品の整理、各売場の在庫管
理、店内の清掃等の業務を行っていただきます。
お客様と笑顔で接することが出来る方、お待ちし

岩手県宮古市末広町２－
８

有限会社　高幸洋
品店

雇用期間の定めなし

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

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

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

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

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

土木・建設作業員「建設」

1人

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

岩手県下閉伊郡山田町石
峠第２地割３９番地

サカエ興業　株式
会社

雇用期間の定めなし

土木・建設工事経験 岩手県下閉伊郡山田町

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、他

作業員

1人

立木等をチェンソーで伐採、バックホーで作業道
を作る、林業用機械で木を集める、オーストリア
製林業用機械ハーベスタで木を切り丸太にし、検
知や丸太の積込、はい積をし、工場や市場にも
持って行く等の業務を担当していただきます。

岩手県下閉伊郡田野畑村
菅窪２０５－８

株式会社　ふるさ
と木材

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

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）

工事作業員　「建設」

2人

◎主に橋梁補修工事の現場作業を行います。

　・未経験者でも指導致します。
　・資格取得制度あります。費用は会社で負担し
ます。

岩手県花巻市東和町安俵
２区１１番地

株式会社　大久保
建設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木技術者　「建設」

2人

◎土木工事施工管理業務（経験者優遇）
　・土木（橋梁・土木・舗装）関係の公共工事、
民間工事の　　施工管理（調査・計画・設計）
　・発注者（顧客）との打ち合わせ
　・パソコンによる書類作成（設計図面・特記仕

岩手県花巻市東和町安俵
２区１１番地

株式会社　大久保
建設

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

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

（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

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

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、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

【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）



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 22020-21663181
普通自動車免許ＡＴ

介護福祉士 (1) 8時30分～17時30分
165,000円～200,000円

正社員 64歳以下 03030- 2772481
変形（１ヶ月単位）
(1) 6時00分～12時00分

147,333円～156,000円 (2)12時00分～19時00分
(3) 7時00分～12時00分

正社員以外 18歳以上 03030- 2774881
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 7時00分～16時00分
150,000円～176,000円 (2) 8時00分～17時00分

(3)12時00分～21時00分

正社員 45歳以下 03030- 2776181

(1) 8時00分～17時00分
134,784円～134,784円

正社員以外 59歳以下 03030- 2779681
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
200,000円～250,000円

正社員 不問 03030- 2780481
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 04010-51065881
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 04010-51155181
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 03010-18966581
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 03010-18967481
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時15分

140,000円～250,000円 (2)18時15分～ 3時30分

正社員 18歳～64歳 03030- 2912381
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

155,925円～155,925円

正社員以外 不問 03030- 2913681
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- 2914981
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- 2915581
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- 2917781
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時00分

123,062円～123,062円

正社員 69歳以下 03030- 2919281
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
165,000円～190,000円

正社員 35歳以下 03030- 2920381
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- 2921681
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- 2923581
普通自動車免許一種

(1) 9時30分～18時30分
197,000円～292,500円

正社員 35歳以下 03030- 2924481
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商品配達及び営業

2人

商品配達及び営業業務となります。注文商品（主
に食品、生活用品等）を１日５０件位配達しま
す。エリアは宮古、下閉伊地域で、コースは曜日
毎に決まっています。１０ｋｇ位の重量物もあり
ます。車両は１．５ｔ～２ｔのパネルトラックを

岩手県宮古市田鎖８－１
２－１

いわて生活協同組
合　共同購入事業
部　宮古センター雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

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

現場担当責任者（候補）

1人

フカヒレの加工作業に従事していただきます。原
料のフカヒレを乾燥、選別、梱包、加工の準備を
行います。原料は冷凍品と乾燥品があり、冷凍品
の入出庫の為、冷凍庫内作業も行います。初めは
現場作業を覚えながら、将来は現場担当責任者を

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

食品加工員

1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

雇用期間の定めなし

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

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

塗装工（見習い可）「建
設」

2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、他

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

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

雇用期間の定めなし

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【求人票郵送先
指定あり】

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

施工管理経験がある方
ご経験が浅い方もご相談

ください

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【求人票郵送先
指定あり】

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

施工管理経験がある方
ご経験が浅い方もご相談

ください

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）

デイサービス介護職員「介
護」

1人

デイサービスの介護業務を行います。デイサービ
スの利用者おおよそ３０名の介護業務（入浴、食
事、排泄介助等の身体介護）、レクリエーション
の実施、ワンボックス車での送迎業務、簡単なパ
ソコン入力、その他清掃業務があります。

岩手県宮古市山口５丁目
８番２号

株式会社　かがや
きライフ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

警備／小山田

1人

当社請負先において、朝トラック便等の荷物の搬
入誘導や駐車場の出入り口における車両の誘導等
を行っていただきます。



岩手県宮古市長町１丁目
９－１７

リアス環境管理
株式会社

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

1人

当店（ガソリンスタンド）において、給油、洗
車、オイル、タイヤ交換等の業務に従事していた
だきます。

＊希望により、パートタイムでの就業も可能で

岩手県宮古市築地２丁目
１－４

株式会社　菊長商
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員

1人

コンビニエンスストアでの業務に従事します。店
内において接客、レジ、商品の袋詰め、商品陳
列、補充、発注業務等を行います。また、簡単な
調理（から揚げ等）店内の清掃等の仕事も行って
いただきます。

岩手県宮古市実田二丁目
２－８

株式会社　三栄

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

現場管理（建築）［岩手
県］

1人

建設現場における建築工事の監督業務に従事して
頂きます。
現場：工程管理、安全・品質管理、写真撮影　等
事務所：書類作成、写真管理、データ入力　等


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

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。主に災害復旧関連の建設現場において、土
砂・砂利等の運搬を行います。現場は宮古地区及
び、下閉伊地区の北部がほとんどです。

岩手県下閉伊郡岩泉町袰
野字赤鹿１０８

小本運送　有限会
社

雇用期間の定めなし

大型またはトラック運転
経験者

岩手県下閉伊郡岩泉町

現場管理（土木）［岩手
県］

1人

※ブランクがある方も歓迎します。
　建設現場における土木工事の監督業務に従事し
て頂きます
　現場：工程管理、安全・品質管理、写真撮影
等

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



普通自動車免許ＡＴ 交替制あり
(1) 8時30分～17時15分

157,200円～172,400円 (2) 7時00分～15時45分
(3) 9時45分～18時30分

正社員以外 18歳以上 03030- 2925781
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- 2926881
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- 2927281
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時00分
184,000円～200,000円 (2)16時15分～ 0時30分

正社員 40歳以下 03030- 2930981
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分
130,000円～223,200円 (2)17時30分～ 8時30分

正社員以外 18歳以上 03030- 2933781

(1) 9時10分～16時50分
107,000円～107,000円

正社員 不問 03030- 2934881
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- 2935281
測量士又は 変形（１年単位）
測量士補 (1) 8時30分～17時30分

普通自動車免許一種 155,000円～240,000円 (2) 8時30分～12時00分

正社員 不問 03030- 2936181
交通誘導警備２級 変形（１ヶ月単位）

原動機付自転車免許又は (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

正社員以外 59歳以下 03030- 2937081
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- 2938381
中型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 7時00分～16時00分
138,260円～155,543円

正社員以外 不問 03030- 2950881
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

138,260円～155,543円

正社員以外 不問 03030- 2951281

(1) 8時30分～17時15分
126,895円～146,985円

正社員以外 不問 03030- 2954381
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- 1396381
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- 1435381
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- 1436681
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
土木施工管理技士2級 375,000円～435,000円

正社員 不問 23040-13882281
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
207,000円～276,000円

正社員以外 不問 02010-15245181
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 03010-19254681
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～17時50分
160,000円～217,000円

正社員 40歳以下 03010-19384181

7

カーライフアドバイザー
（宮古店）

2人

日産自動車販売会社（カーディーラー）の店舗に
て、新車及び中古車の販売業務を担当していただ
きます。
・既にお付き合いのあるお客様、来店されたお客
様への対応　（車選びや商品説明など）

岩手県盛岡市三本柳５地
割２９ー２５

日産チェリー岩手
販売　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木作業員（宮古市）

4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

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

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

雇用期間の定めなし

オートＣＡＤ、エクセ
ル、ワード使用可能な方 岩手県宮古市

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

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

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

現場作業員（短期）《急
募》

2人

サンマの箱積み作業を行います。選別されて流れ
てきた箱を分けて並べる簡単な作業となります。
体力に自信がある方お待ちしています。雇用期間
は１１月１５日までを予定していますが、漁の状
況により変動する場合があります。

岩手県宮古市藤原一丁目
６－３４

有限会社　坂栄商
店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

運転手兼現場作業員（短
期）《急募》

1人

魚市場から当社工場までの運転運搬、およびサン
マの箱積み作業をしていただきます。４トン車で
の運搬となります。簡単な仕事ですが力仕事にな
ります。雇用期間終了は１１月１５日までを予定
していますが　漁の状況により変動する場合があ

岩手県宮古市藤原一丁目
６－３４

有限会社　坂栄商
店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

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

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

測量士・測量士補

1人

測量業務全般。土木・建築工事にあたり、土地の
位置・形状を測量する仕事です。専門の機器や技
術を使いますので、測量業務の経験がある方から
の応募をお待ちしています。また、測量データの
入力などパソコンを使う仕事もあります。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字三本松１

有限会社　岩泉測
量設計

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

測量経験
パソコン操作（ワード・

エクセル）

設計管理業務「建設」

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

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務できま

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

葬祭施行補助及び打合せ担
当／嘱託職員

2人

葬祭全般にかかわる業務
・葬儀全般にかかわる打合せ
・葬儀式進行
・死亡から葬儀、葬儀後のお手伝い


岩手県宮古市小山田３丁
目３番５号

いわて生活協同組
合　葬祭部　セリ
オホールみやこ雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

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

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

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

生活指導員／松山荘

1人

心身に障害を持つ方や高齢者の方（約１００名）
の生活支援を１０名の職員で行います。食事提
供、入浴、排せつ介助、施設車での通院介助、作
業活動（木工など）、健康活動、趣味活動、奉仕
活動の支援、パソコンを使用し業務報告等を行い

岩手県宮古市松山第８地
割１９－１

社会福祉法人　岩
手県社会福祉事業
団　松山荘雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
パソコン操作（ワードに

よる文書入力） 岩手県宮古市



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- 2958481
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- 2959781
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- 2960081
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- 2961381
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
危険物取扱者（乙種）
危険物取扱者（丙種） 150,000円～250,000円

いずれか

正社員 59歳以下 03030- 2962681
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

125,502円～125,502円

正社員 64歳以下 03030- 2964581
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～200,000円

正社員 40歳以下 03030- 2966781
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- 2968281

(1) 8時30分～17時15分
122,208円～167,232円

正社員以外 不問 03030- 2970681
普通自動車免許ＡＴ

(1)21時00分～ 4時00分
105,600円～156,000円

正社員 18歳以上 03030- 2971981
調理師 交替制あり

(1) 8時30分～17時15分
134,616円～182,328円 (2) 5時30分～14時15分

(3)10時00分～18時45分

正社員以外 不問 03030- 2972581
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- 2973481
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- 2975881
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- 2977181
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～18時00分
170,000円～330,000円

正社員 不問 03030- 2979381
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- 2059481
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- 2073681
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 13070-73483181
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訪問リハビリテーション／
宮古

1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、他

パソコン操作（ワード・
エクセル）
事務経験

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

土木作業員
「建設」

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

総合系エリア職員／正社員

3人

保険事業に関する業務（保険代理店の支援業
務）。
保険代理店を訪問し、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

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

大型バス運転手（本社）

1人

観光バス・送迎バスの運転業務を行います。宮古
近郊～全国各地、お客様のプランや予約などに応
じ、各方面への運転を行います。送迎バスでは、
お客様の人数等により２５人乗りの小型マイクロ
バス～大型バスの運転となり、スクールバスも含

岩手県宮古市根市第２地
割３４－１

リアス観光　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

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

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。お客様の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

雇用期間の定めなし

運転経験１年以上 岩手県宮古市

調理業務

1人

入院患者さん（約２００名）と職員分の給食調理
業務に従事していただきます。主に下ごしらえ、
調理、盛り付けの仕事を行います。７～８人体制
となります。食器洗浄業務はありません。

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

木材加工

1人

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。

＊未経験の方でも指導しますのでご応募お待ちし

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

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）

岩手県宮古市

水産加工員／正社員（宮古
工場）

5人

水産物の加工業務、主にわかめや昆布の塩蔵加工
を行っていただきます。それに伴う加工品の選
別、計量、袋詰め、ラベル貼り、箱詰め、出荷準
備などで立ち作業となります。加工は手作業が多
いですが、梱包などは機械も使用します。

岩手県下閉伊郡山田町境
田町２－１

株式会社　川秀

雇用期間の定めなし

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、仕
込の補助、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。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。訪問エリアは下閉伊～盛岡地域への得

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

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

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

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

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

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


