
普通自動車免許ＡＴ
(1) 9時30分～18時30分

206,000円～206,000円

正社員 59歳以下 03030- 3397681
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
180,800円～271,200円

正社員 不問 03030- 3398981
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
180,800円～271,200円

正社員 不問 03030- 3399581
変形（１ヶ月単位）

132,000円～170,000円

正社員 不問 03030- 3400081
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
165,000円～220,000円

正社員 不問 03030- 3401381
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 6時30分～15時00分
140,000円～230,000円 (2)13時30分～22時00分

正社員 59歳以下 03030- 3402681
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 6時30分～15時00分
140,000円～230,000円 (2)13時30分～22時00分

正社員 59歳以下 03030- 3403981
普通自動車免許ＡＴ

(1) 6時00分～15時00分
140,000円～166,900円 (2) 9時00分～18時00分

(3)10時30分～19時30分

正社員 不問 03030- 3404581
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

126,873円～126,873円

正社員以外 59歳以下 03030- 3405481
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
164,000円～215,000円

正社員 不問 03030- 3406781
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時15分～17時30分

134,160円～134,160円

正社員以外 不問 03030- 3407881
変形（１ヶ月単位）
(1)10時00分～19時00分

186,000円～320,000円

正社員 不問 01040-10851581
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- 2863781
車両系整地掘削用運転
不整地運搬車運転技能 (1) 8時00分～17時00分
普通自動車免許一種 172,500円～275,000円 (2) 8時00分～10時30分

正社員 不問 02080- 2864881
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～18時00分
185,000円～205,000円

正社員 59歳以下 03010-22478081
普通自動車免許ＡＴ

介護支援専門員 (1) 8時30分～17時30分
又は社会福祉主事 210,000円～260,000円

正社員 64歳以下 03030- 3377281
普通自動車免許ＡＴ

133,056円～133,056円

正社員以外 不問 03030- 3379081
保育士 変形（１ヶ月単位）

146,000円～175,000円

正社員 59歳以下 03030- 3381581
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     （9月14日時点の内容です）

　　９月１０日　から　９月１４日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　９月２７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

営業

1人

ＮＴＴドコモの携帯電話、モバイル商品等の企画
提案営業を行います。個人宅への営業活動はあり
ません。主に企業様への営業となります。入社時
は、先輩社員が同行しての外出となります。個人
で外出するときは、自家用車使用となります。そ

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（旧ドコ
モショップ山田店）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木作業員「建設」

3人

復興関連の公共建築工事や大手ハウスメーカーの
建築工事を請負っています。住宅基礎、型枠工事
等を行っていただきます。その他付随する業務も
行っていただきます。免許資格のない方は取得制
度があります。費用は全額会社負担となります。

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

型枠工事 岩手県下閉伊郡山田町

建設作業員「建設」

3人

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

岩手県下閉伊郡山田町織
笠第１６地割３番地３１

株式会社　宇野ビ
ルド

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

一般事務

1人

一般事務業務を担当していただきます。パソコン
を使用して日報等へのデータ入力、各種書類作
成、電話対応・来客対応、事務所内清掃、その他
付随する業務に従事していただきます。


岩手県下閉伊郡田野畑村
奥地３３

田野畑交通　有限
会社

雇用期間の定めなし
パソコン基本的操作

（ワード・エクセル入力
程度）

又は 9時00分～19時00分
の間の8時間

岩手県下閉伊郡田野畑村

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

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村、他

調理員（洋食担当）

1人

ホテル厨房（メイン厨房及びダイニングキッチ
ン）で、洋食を担当していただきます。朝食は
ビュッフェメニ－、昼食はランチメニュー、夕食
はビュッフェ及び部屋食メニューです。食材の仕
込み・調理・盛り付け等・その他付随する業務全

岩手県宮古市日立浜町３
２－４

株式会社　浄土ヶ
浜パークホテル

雇用期間の定めなし

洋食経験者
又は 6時30分～21時00分
の間の7時間程度

岩手県宮古市

調理員（和食担当）

1人

ホテル厨房（メイン厨房及びダイニングキッチ
ン）で、和食を担当していただきます。朝食は
ビュッフェメニ－、昼食はランチメニュー、夕食
はビュッフェ及び部屋食メニューです。食材の仕
込み・調理・盛り付け等・その他付随する業務全

岩手県宮古市日立浜町３
２－４

株式会社　浄土ヶ
浜パークホテル

雇用期間の定めなし

和食経験者
又は 6時30分～21時00分
の間の7時間程度

岩手県宮古市

放送業務【急募】

1人

放送業務全般に従事します。ラジオアナウンス、
ミキサー操作、取材活動、打合せ等（社用車使
用）、原稿作成、パソコンによる資料、パンフ
レット等作成、メール等の管理等行います。取材
や企画立案ができる方希望します。

岩手県宮古市栄町３番３
５号　キャトル５階

宮古エフエム放送
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）ができる方 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

総務・経理事務

1人

本社での勤務となります。経理・総務に係わる全
般となり、経理システムへの入力、支払、銀行、
給与計算、社会保険手続等を行っていただきま
す。事務経験がなくても、他の社員がサポートを
しますので、やる気のある方、責任感のある方、

岩手県宮古市小山田１丁
目４４

宮古港湾運送　株
式会社

雇用期間の定めなし

パソコン（ワード・エク
セル）操作のできる方 岩手県宮古市

クリンクルー（田老）

1人

当社請負先の館内の清掃全般（トイレ掃除、玄関
掃除、フロ
アーのモップ掛け、ごみの回収など）に従事して
いただきま
す。原則として直行直帰となりますので、自力で

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

携帯電話販売／正社員（宮
古バイパス）

3人

携帯電話の接客・販売の業務を行っていただきま
す。

◯ソフトバンクの携帯電話、スマートフォン、タ
ブレット等の接客販売業務をお任せします。

北海道帯広市東２条南６
丁目２０番地　長谷川産
業株式会社３階

株式会社　Ｈ・
Ｏ・Ｃ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

重機オペレーター

2人

建設業全般の重機オペレーター　（主に公共工
事）　　　　（舗装工事・土木・配管工事等）
他　土木作業

※体力を必要とする仕事です

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

重機運転経験者（年数不
問）【必須】

岩手県宮古市、他

会員サポートスタッフ（宮
古支店）

2人

○互助会へ入っていただいている会員様のサポー
ト業務
会員様のお宅へ定期訪問、集金、電話応対等
互助会に入っていただいている「本来の意味」
（儀式の大切さなど）を会員様にお伝えしていく

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

生活相談員「介護」

1人

当社が運営する小規模デイサービス（利用者１５
人程度）における相談業務全般に従事していただ
きます。利用者・家族・関係機関との相談業務、
連絡調整全般、送迎対応、その他付随する業務を
行っていただきます。

岩手県宮古市田鎖３－８ 株式会社　みやこ
ケアセンターみや
こ雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

接客販売員

1人

靴の接客販売となります。紳士靴、婦人靴、子供
靴、スニーカー等の販売及び値付け、品出し、商
品補充、レジ業務、清掃、週に２回程度、両替な
どのため自家用車での外出をお願いする場合があ
ります。

岩手県宮古市長町１－８
－１

株式会社チヨダ
東京靴流通セン
ター宮古店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は10時00分～20時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

保育士「保育」

1人

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

岩手県宮古市赤前第３地
割１４－１１

社会福祉法人　慈
愛会

雇用期間の定めなし

又は 7時00分～19時00分
の間の8時間

岩手県宮古市

◎ 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９月２０日発行  



普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時30分

170,400円～255,600円

正社員 59歳以下 03030- 3389681
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30分

184,800円～346,500円

正社員 不問 03030- 3390481
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
車両系基礎工事用運転 (1) 8時00分～17時30分

184,800円～346,500円

正社員 不問 03030- 3391781
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
車両系基礎工事用運転 (1) 8時00分～17時30分

184,800円～346,500円

正社員 不問 03030- 3392881
看護師又は 変形（１ヶ月単位）
准看護師 (1) 8時30分～17時30分

普通自動車免許ＡＴ 194,100円～210,200円 (2) 9時30分～18時30分

正社員 64歳以下 03030- 3394181
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
140,000円～140,000円

正社員 不問 03030- 3395081
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
140,000円～280,000円

正社員 不問 03030- 3396381
変形（１年単位）

165,000円～165,000円

正社員 59歳以下 04010-62149981
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

231,000円～231,000円

正社員以外 不問 20110- 5404081
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
160,000円～180,000円

正社員 40歳以下 03010-22266881
車両系基礎工事用運転
車両系整地掘削用運転 (1) 8時00分～17時00分

車両系解体用運転 200,000円～300,000円
いずれか

正社員 不問 03030- 3349481
介護支援専門員
又は社会福祉士 (1) 8時30分～17時30分

普通自動車免許ＡＴ 210,000円～270,000円

正社員 不問 03030- 3350281
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時30分
140,400円～237,600円

正社員以外 不問 03030- 3356581
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～195,000円

正社員 不問 03030- 3359881
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
148,050円～206,800円 (2) 8時00分～17時00分

(3)11時00分～20時00分

正社員 64歳以下 03030- 3360181
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
準中型自動車免許 (1) 7時00分～16時00分

危険物取扱者（丙種） 169,200円～206,800円 (2) 8時00分～17時00分

正社員以外 不問 03030- 3361081
美容師 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～18時00分
176,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030- 3362381
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～16時30分
190,000円～190,000円

正社員 59歳以下 03030- 3364981
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
172,500円～184,000円

正社員 64歳以下 03030- 3365581
介護支援専門員
又は社会福祉士 (1) 8時30分～17時30分

普通自動車免許ＡＴ 210,000円～270,000円

正社員 不問 03030- 3366481

2

生活相談員　「介護」

1人

当社デイサービス事業所（利用者１０名程度）に
おける相談業務全般に従事します。利用者宅訪
問、家族、関係機関との相談業務、ケース目標の
設定、サービス計画実施、連絡調整、送迎業務等
を行います。

岩手県宮古市新町２番６
号

介護サービス　株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木作業員「建設」

1人

当社請負の各現場において、土木作業。主に道路
工事における土木作業となり、重機などの免許が
無い方は、土砂の掘起し、資材の運搬など人力で
の作業をしていただきます。


岩手県下閉伊郡山田町荒
川第８地割５７番地２

株式会社　斉藤工
業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

運転手（大型）

1人

大型ダンプの運転に従事していただきます。建設
現場から出る残土や採石などを運搬する仕事にな
ります。主に宮古市内の運搬業務となります。経
験のない方でも、社内教育いたします。


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

岩手県宮古市

美容師

1人

カット、カラー、パーマ、メイクアップ等の美容
業務全般に従事していただきます。店内の座席数
は４席で、予約を優先しております。その他の業
務として、電話対応、店舗清掃等もあります。


岩手県宮古市大通２丁目
２－４

ドゥ・ヒートライ
ズ　クリエイティ
ブ　株式会社雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

燃料の配達業務（船越Ｓ
Ｓ）

1人

灯油・軽油等の配送業務を担当していただきま
す。１～２ｔのタンクローリーにて、山田町及び
近隣市町村への配送・給油業務を行っていただき
ます。最初は２人で業務を行っていただき、慣れ
たら１人でまわっていただきます。

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－１４２－１２

株式会社　サカモ
ト

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

ガソリンスタンド販売員
（山田ＳＳ）

1人

山田町大沢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

自動車整備工員

1人

車検チェーン全国５００店舗以上の「車検のコ
バック」でのお仕事になります。車検・法定点
検・一般整備・オイル交換・タイヤ交換・洗車・
納車・その他付随する業務となります。未経験者
歓迎です。

岩手県下閉伊郡田野畑村
和野１５－２４

有限会社　佐々木
自動車整備工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

牧場管理／長嶺牧場

2人

長嶺牧場において、育成牛の飼養業務全般と牧草
収穫に従事していただきます。その他、業務報告
として日報記入があります。直行直帰となり現在
２名体制で行っております。


岩手県下閉伊郡田野畑村
尾肝要３９－１

一般社団法人　田
野畑村産業開発公
社雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡田野畑村

管理者兼生活相談員　「介
護」

1人

当社デイサービス事業所（利用者１０名程度）に
おける相談業務と管理者全般に従事します。管理
者は従業員の勤務表作成、サービス実施状況の把
握、従業員の指揮指導、建物管理等を行います。
利用者、家族、関係機関との相談業務、連絡調整

岩手県宮古市新町２番６
号

介護サービス　株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

オペレーター（土木工事・
採石・森林業務）

3人

各現場において、森林業務、採石業務、土木工事
業の重機オペレーター、掘削作業、製品の製造、
積込等となります。宮古市管内の各現場での仕事
となります。


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

自動車硝子のサービス担当
及び水の宅配（宮古営業

1人

○自動車硝子取付作業全般

　カーフィルム貼り付け作業、ボディーコーティ
ング作業等
　＊基本的に２人１組で作業を行いますので、初

岩手県盛岡市東見前９－
７２

株式会社　セント
ラルオートガラス

雇用期間の定めなし

簡単なパソコン操作（入
力程度）ができる方 岩手県宮古市

復興土木工事作業員（岩手
県宮古市、釜石市ほか）

10人

【震災復興工事作業員の業務】

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

長野県佐久市猿久保７４
１－４　秋山ビル１階

有限会社　大井エ
ンジニアリング

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

女性専用フィットネスクラ
ブインストラクター［宮古

1人

お客様との対話・コミュニケーションが中心のお
仕事です。
・受付業務（お客様の情報等の簡単な入力作業）
・お客様の健康管理やアドバイス
・当社取扱い商品（運動用衣類等）の案内、販売

宮城県亘理郡亘理町字五
日町１９

株式会社　丸福山
田屋　カーブス事
業部雇用期間の定めなし

簡単なパソコン操作でき
る方

又は 9時30分～19時30分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

土木作業員／経験者「建
設」

5人

住宅やアパートの基礎工事、足場組立、工作物等
解体工事、土砂等の掘削、盛り上げ工事などに従
事していただきます。現場は宮古市、山田町、釜
石市となり、直行直帰となりますが、通勤車がな
い方は乗合も相談可能です。

岩手県宮古市田の神１丁
目２－２６

飯岡興業　株式会
社

雇用期間の定めなし

建設業で働いた経験があ
る方「建設」

岩手県宮古市、他

土木作業員「建設」

5人

住宅やアパートの基礎工事、足場組立、工作物等
解体工事、土砂等の掘削、盛り上げ工事などに従
事していただきます。現場は宮古市、山田町、釜
石市となり、直行直帰となりますが、通勤車がな
い方は乗合も相談可能です。

岩手県宮古市田の神１丁
目２－２６

飯岡興業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

看護師「看護」

1人

施設利用者の看護業務及び他職種（介護職員、生
活相談員、施設ケアマネ、栄養士等）との連携業
務を行います。特養（２９床）、併設ショートス
テイ（１０床）において、バイタルチェック、服
薬管理、健康管理、嘱託医との連携、通院（利用

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

岩手県下閉伊郡田野畑村

クレーンオペレーター「建
設」

1人

建設現場において、クレーン機械操作をしていた
だきます。一般新築住宅材料吊・防潮堤建設現場
等の積み込みなどの業務となります。現場により
直行直帰の場合もあります。経験のない方は、試
用期間中は土木作業から始めていただきます。

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

ＣＡＤオペレーター

1人

事務所または建設現場において、図面作成のため
のＣＡＤ作業業務を行っていただきます。経験が
ない方は、土木作業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

重機オペレーター「建設」

1人

建設現場において、車両系機械操作をしていただ
きます。大型ダンプへの積み込みなどの業務を
行っていただきます。現場により直行直帰の場合
もあります。経験がない方は土木作業から覚えて
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

塗装工（見習い可）／宮古
≪急募≫

2人

一般住宅や集合住宅の塗装工事をおこないます。
コンプレッサー（エアスプレー）やエアレススプ
レーを使用して屋根や外壁を塗る作業です。現場
等へは、原則として社用車を使用し、乗合いで移
動します。

岩手県宮古市西町１丁目
７番３６号

有限会社　東北ペ
イント

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市



普通自動車免許一種 変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

140,000円～200,000円

正社員 不問 03030- 3367781
幼稚園教諭免許

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

(3) 9時00分～18時00分

正社員 59歳以下 03030- 3369281
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
170,000円～220,000円

正社員 59歳以下 03030- 3371681

(1) 8時30分～17時30分
125,248円～197,760円

正社員以外 59歳以下 03030- 3372981
交替制あり
(1) 8時30分～17時30分

125,248円～197,760円 (2)19時10分～ 4時10分

正社員以外 59歳以下 03030- 3373581
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

151,200円～216,000円

正社員 18歳～64歳 03030- 3374481
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

320,000円～550,000円

無期雇用派遣 59歳以下 14140-13267581
介護職員初任者研修
普通自動車免許ＡＴ (1) 8時30分～17時30分

150,000円～170,000円

正社員 不問 03030- 3351181
変形（１年単位）
(1) 6時00分～21時00分

143,000円～220,000円 (2)12時00分～21時00分
(3) 6時30分～15時30分

正社員 30歳以下 03030- 3409181
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 7時00分～16時00分
135,680円～135,680円 (2) 9時00分～18時00分

(3)10時30分～19時30分

正社員以外 不問 03030- 3410681
歯科衛生士

(1) 8時30分～18時00分
150,000円～180,000円 (2) 8時30分～12時00分

正社員 不問 03030- 3413481
車両系基礎工事用運転
移動式クレーン運転士 (1) 8時00分～17時00分

玉掛技能者 161,700円～231,000円
いずれか

正社員 不問 03090- 2143581
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1)10時00分～19時00分
225,000円～275,000円

正社員 不問 13010-15411482
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1)10時00分～19時00分
250,000円～270,000円

正社員 不問 13010-15415582
建築士（１級）又は 変形（１年単位）

建築士（２級） (1)10時00分～19時00分
普通自動車免許ＡＴ 305,000円～445,000円

正社員 不問 13010-15418882
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1)10時00分～19時00分
270,000円～360,000円

正社員 不問 13010-15419982

(1) 8時30分～17時00分
142,800円～142,800円

正社員以外 不問 03030- 3415881
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時00分
127,127円～165,165円 (2) 8時30分～12時00分

正社員 不問 03030- 3420581
介護職員初任者研修 変形（１ヶ月単位）
普通自動車免許ＡＴ (1) 8時30分～17時30分

135,000円～200,000円 (2) 7時00分～16時00分
(3)10時00分～19時00分

正社員 64歳以下 03030- 3421481
普通自動車免許ＡＴ

介護福祉士 (1) 8時00分～17時00分
176,000円～193,480円

正社員 不問 03030- 3418081

3

介護職員兼運転手「介護」

1人

デイサービスセンターにおいて、介護業務（身の
回りの世話・食事・入浴・排泄等の介助）、その
他付随する業務を行っていただきます。施設の利
用定員は２５名です。ワイドタイプのワゴン車
（施設車）で通所者の送迎をお願いします。

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－１００－３

社会福祉法人　正
受会　平安荘デイ
サービスセンター雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

介護員／施設訪問「介護」

1人

ハートランド宮古に入居している方の、施設内訪
問介護や、利用者宅への訪問介護を行っていだき
ます。生活援助及び身体介護のサービスを行って
いただきます。


岩手県宮古市実田２丁目
５－１０

医療法人　おかだ
外科内科クリニッ
ク雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般事務及び歯科技工業務
補助≪急募≫

1人

当事業所において、一般事務および歯科技工業務
補助、パソコンを使用し納品書・請求書等の書類
作成、その他付随する業務を行って頂きます。作
業に使用した器具の洗浄等もお願いします。


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

パソコン基本操作 岩手県下閉伊郡山田町

ピッキング作業≪急募≫

1人

当社は病院や老人ホーム施設、外食産業などの業
務用（冷凍食品、水産原料、常温加工品等）の食
品卸業を行っております。
・荷物の入出庫作業
・ピッキング作業

岩手県宮古市小山田四丁
目１－５

株式会社　モリレ
イ宮古営業所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

土木施工管理［下閉伊郡山
田町］

1人

※震災復旧工事に関し、以下の業務に従事して頂
きます。

・工程管理
・品質管理

神奈川県川崎市高津区久
地２‐２‐４８‐３０４

株式会社　ファン
ズファクトリー

雇用期間の定めなし

建設業経験者 岩手県下閉伊郡山田町

交通誘導警備員

5人

主に宮古・下閉伊地域での道路工事現場や建設工
事現場で歩行者や一般車両、工事車両の安全を確
保するための交通誘導を行います。他にもイベン
ト会場での駐車場、一般来場者等の誘導・案内も
行っていただきます。入社後は担当スタッフによ

岩手県宮古市神田沢町１
番２３号

株式会社　セーフ
ティーガード

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

自動機及び成形オペレー
ター

1人

主に下記業務を行っていただきます。
・自動機へのワーク供給及び完成品のトレイ収
納、ユニット　を分解しメンテナンスを行う
・ＰＣでの生産履歴・現品票の作成、測定データ
入力

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

外観検査及び製品測定（コ
ネクター・成形品）

1人

コネクタ・成形品・インサート成形品製造に従事
します。
・拡大鏡及び顕微鏡を使用した外観検査や製品寸
法測定
・エクセルでの検査結果・測定データの入力、専

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

現場作業員、建設機械オペ
レーター「建設」

1人

当社が請負っている建設現場において、土木作業
及び車両運転作業に従事していただきます。所有
する免許により、トラック、重機、移動式クレー
ン等の運転する車両を決定します。


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

幼稚園教諭

1人

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

岩手県下閉伊郡山田町八
幡町１２－２１

学校法人光明学園
山田幼稚園

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

自動車整備士（見習い可）

1人

普通自動車、軽自動車、小型トラック等の車検、
点検、整備、洗車、納車等を行います。有資格者
歓迎ですが、未経験や資格がない方は補助作業か
らとなります。


岩手県下閉伊郡田野畑村
菅窪５１－５

田野畑自動車工業
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

介護職員「介護」

2人

当社デイサービス事業所において、利用者１０名
程度の利用者の方の介護を行います。主に食事、
入浴介助、レクリエーションなどの支援を行いま
す。また、送迎車運転業務もあります。


岩手県宮古市新町２番６
号

介護サービス　株
式会社

雇用期間の定めなし

介護職経験のある方 岩手県宮古市

営業係（フロント及びレス
トラン係等）／正社員

1人

セールス活動及びフロント業務としてチェックイ
ン・チェックアウト業務、売店・ラウンジ担当、
電話応対（予約管理・受付）、その他付随する業
務を行っていただきます。レストラン業務として
バイキング朝食・夕食の配膳、宴会場のセッティ

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎１
８－２５－３

休暇村　陸中宮古

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員「介護」

2人

施設入所者数１８名（認知症の方）を対象とした
入所者の身の回りの世話、食事、排泄、入浴の介
助、移動介護、掃除、調理、洗濯などが主な仕事
になります。入居者を、受診のため病院へ社用車
で送迎する場合があります。

岩手県下閉伊郡田野畑村
机２９９

中城興産株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡田野畑村

歯科衛生士

1人

当院において歯科衛生士業務に従事します。主に
歯科医師の治療の補助、歯周病検査、ブラッシン
グなど口腔衛生指導、その他関連する業務を行っ
ていただきます。


岩手県下閉伊郡山田町豊
間根２－１０５－１

留理歯科医院

雇用期間の定めなし

実務経験３年以上 岩手県下閉伊郡山田町

土木作業員　　　　　「建
設」

2人

○岩泉町での災害復興工事において、護岸工事を
行います。

　・一般作業や重機オペレーションも兼ねて、石
垣組みなど

岩手県二戸市米沢字家ノ
上２３２－４

有限会社　和幸建
設

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

〈急募〉宮古店／ハウスア
ドバイザー（営業）

2人

モデルハウスにお越しいただいたお客様に対する
営業業務
です。
高品質、超省コスト、圧倒的な商品力を誇るアエ
ラホーム

東京都千代田区九段南２
－３－１
青葉第１ビル２階

アエラホーム株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

パソコン（ワード・エク
セル・メール）操作でき

る方

〈急募〉宮古営業所／支店
事務（ハウスコーディネー

2人

主業務はハウスアドバイザーのサポート業務
（プラン、見積作成、商談記録作成、融資立合
等）

施工管理サポート業務

東京都千代田区九段南２
－３－１
青葉第１ビル２階

アエラホーム株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

パソコン（ワード・エク
セル・メール）操作でき

る方

〈急募〉宮古営業所／設計
監理者

2人

自社受注住宅の設計監理（営業とお客様を訪問し
住宅のプランニング、設計のまとめ、積算チェッ
ク、施工現場の法的チェック等）を行います。
全てマニュアルが完備されていますので、未経験
者の方もご安心ください。

東京都千代田区九段南２
－３－１
青葉第１ビル２階

アエラホーム株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

パソコン（ワード・エク
セル・メール）操作でき

る方

＜急募＞宮古営業所／施工
監理者（現場監督）

3人

木造在来住宅の施工管理業務。
安全・品質・工程の管理業務、お施主様の対応も
行います。当社が開発した進捗システムに基づ
き、写真やツールを使用して現場管理を行って頂
きます。

東京都千代田区九段南２
－３－１
青葉第１ビル２階

アエラホーム株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

パソコン（ワード・エク
セル・メール）操作でき

る方


