
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 不問 03010-21523381
介護福祉士 変形（１ヶ月単位）

介護職員初任者研修
180,370円～180,370円

正社員 不問 03010-21699481
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～18時00分
153,610円～153,610円

正社員以外 不問 03010-21738481
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

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

正社員 18歳～64歳 03010-21739781

(1)10時00分～19時00分
137,760円～159,600円

正社員以外 59歳以下 03010-21762781
作業療法士

普通自動車免許ＡＴ (1) 8時30分～17時30分
240,000円～500,000円

正社員 64歳以下 03030- 3280181
言語聴覚士

普通自動車免許ＡＴ (1) 8時30分～17時30分
240,000円～500,000円

正社員 64歳以下 03030- 3281081
理学療法士

普通自動車免許ＡＴ (1) 8時30分～17時30分
240,000円～500,000円

正社員 64歳以下 03030- 3282381
変形（１ヶ月単位）
(1) 7時30分～16時30分

140,000円～190,000円 (2) 8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

正社員 64歳以下 03030- 3283681
介護福祉士 変形（１ヶ月単位）

(1) 7時30分～16時30分
154,000円～210,000円 (2) 8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

正社員 64歳以下 03030- 3284981
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分
150,000円～250,000円 (2)17時30分～ 8時30分

正社員 64歳以下 03030- 3286481
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) 8時00分～16時30分

152,685円～175,500円

正社員以外 不問 03030- 3288881
中型一種（８ｔ限定） 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- 3289281
普通自動車免許二種 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時00分
130,026円～130,026円

正社員 64歳以下 03030- 3290381

(1) 7時00分～16時00分
127,920円～139,400円

正社員以外 不問 03030- 3291681
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

135,200円～147,334円 (2) 8時00分～15時00分

正社員以外 不問 03030- 3294481
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 9時00分～18時00分
172,800円～172,800円

正社員以外 不問 03030- 3296881
管理栄養士 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時00分
144,500円～169,500円 (2) 8時30分～12時00分

正社員以外 不問 03030- 3297281

1

管理栄養士

1人

当施設は、ご利用者様の給食（朝、昼、夕）１回
約１１０食分を提供しております。主に、栄養管
理業務、パソコンを使用した献立作成、食材発注
業務等をしていただきます。また、調理業務にも
従事していただきます。

岩手県宮古市崎山第５地
割９４番地

社会福祉法人　若
竹会　わかたけ学
園雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

タイヤ配達及び倉庫整理
（アルバイト）

1人

配達については、小型トラックを運転して宮古・
田老・山田地区を中心に活動していただきます。
倉庫整理については、商品を倉庫内の所定の位置
に運び込む作業となります。その他、店舗内の雑
務もあります。作業着・手袋等は貸与します。

岩手県宮古市実田二丁目
５－１

ダンロップタイヤ
東北（株）　タイ
ヤランド宮古店雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県宮古市

クリンクルー（宮町）４

1人

請負先の館内の清掃業務全般となります。掃除
機、モップ、ホーキ、タオル等を使っての各室の
清掃、廊下、階段、備品等の清掃及び廃棄物の収
集等の作業です。原則は直行直帰です。同じ時間
帯は２名での作業となります。

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

クリンクルー（宮町）１

2人

請負先の館内の清掃業務全般となります。掃除
機、モップ、ホーキ、タオル等を使っての各室の
清掃、廊下、階段、備品等の清掃及び廃棄物の収
集等の作業です。原則は直行直帰です。同じ時間
帯は２名での作業となります。

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

運転手

2人

タクシーでの旅客輸送業務を行っていただきま
す。出庫前の車両点検、料金収受、乗務記録の記
入、車両の清掃作業等を行います。一般のタク
シー乗務員の他、介護職員初任者（旧ヘルパー２
級）以上お持ちの方は、介護タクシー乗務員とな

岩手県宮古市大字津軽石
５－３２

有限会社　クボタ
タクシー

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

現場代理人「建設」

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。
現場代理人の業務を担当して頂きます。工事現場

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

現場管理業務の経験者
パソコン操作ができる方 岩手県宮古市

配達員（ガス）

1人

宮古・山田・釜石地域へのＬＰガスの配達業務お
よび検針業務を担当していただきます。営業所内
において、伝票等の事務処理作業も行っていただ
きます。２ｔ車の運転となります。


岩手県宮古市日立浜町９
－１

株式会社　アベキ
宮古営業所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

総合職

1人

総務業務（労務管理・経理関係・環境整備）、医
療事務業務（受付窓口、レセプト作成、病棟ク
ラーク事務等）、地域連携室業務（庶務業務全
般。電話応対・書類作成・データ入力・郵便物管
理・ファイリング、外来看護師の補助等）各部署

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

パソコン操作が出来る方 岩手県宮古市

介護福祉士「介護」

1人

入院患者（１病棟４０名位）の食事、入浴、トイ
レ介助などの支援を行います。各病棟には１０～
１５名の介護士がおります。他の職種と共働で患
者さんの身体機能障害からの回復を図ります。シ
フトでの勤務となります。

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

介護職「介護」

2人

入院患者（１病棟４０名位）の食事、入浴、トイ
レ介助などの支援を行います。病棟の介護スタッ
フは１０～１５名です。シフトでの勤務となりま
す。他職種と共働で患者様の身体機能障害からの
回復を図ります。

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

理学療法士

2人

・入院及び外来患者様のリハビリテーション（理
学療法）
・患者様の自宅で行う訪問リハビリテーション
（理学療法）
・東日本大震災で被災された方々に対する生活支

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

言語聴覚士

2人

・入院及び外来患者様のリハビリテーション（言
語療法）
・患者様の自宅で行う訪問リハビリテーション
（言語療法）
・東日本大震災で被災された方々に対する生活支

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

作業療法士

2人

・入院及び外来患者様のリハビリテーション（作
業療法）
・患者様の自宅で行う訪問リバビリテーション
（作業療法）
・東日本大震災で被災された方々に対する生活支

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

レジスタッフ（宮古店）

1人

オートバックス宮古においてレジ業務全般、他店
長、フロア長の指示する業務を行っていただきま
す。
品出し、作業の受付や取次業務も手伝うことがあ
ります。

岩手県盛岡市みたけ３丁
目３１－３８

北映商事　株式会
社（オートバック
ス）雇用期間の定めなし

又は10時00分～19時00分
の間の4時間以上

岩手県宮古市

ホールスタッフ・カウン
タースタッフ（山田店）

2人

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


岩手県盛岡市東見前５地
割５７－１－２Ｆ

株式会社　飛鳥商
事

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

事務員（八木沢）

1人

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

岩手県盛岡市盛岡駅西通
２－９－１　マリオスビ
ル　１２Ｆ

株式会社　ニチイ
学館　盛岡支店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

エクセル・ワードを基本
的に使える方 岩手県宮古市

訪問介護員（八木沢）「介
護」

1人

ニチイケアセンター八木沢においての訪問介護業
務
・生活援助（調理、洗濯、掃除等）
・身体介護（入浴介助、排泄介助、食事介助等）
・帳票作成

岩手県盛岡市盛岡駅西通
２－９－１　マリオスビ
ル　１２Ｆ

株式会社　ニチイ
学館　盛岡支店

雇用期間の定めなし

訪問介護業務「介護」
（１年以上）

又は 7時30分～20時30分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

土木施工管理「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次下請工事現場施
工管理、各　種土木工事

岩手県盛岡市東仙北２丁
目３番８号　東仙北ハイ
ツＢ－１２

株式会社　クリエ
イトワークス　盛
岡営業所雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

     （9月7日時点の内容です）

　　９月３日　から　９月７日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　９月２０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

◎ 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１３日発行  



普通自動車免許ＡＴ
(1) 9時00分～18時00分

175,970円～229,670円

正社員 59歳以下 03030- 3299081
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

173,600円～208,320円 (2)14時00分～22時00分

正社員以外 不問 04010-60792781
変形（１ヶ月単位）
(1) 9時00分～18時00分

150,000円～160,000円

正社員以外 不問 04010-60839581
変形（１ヶ月単位）
(1)22時00分～ 7時00分

155,250円～175,250円 (2) 0時00分～ 9時00分

正社員以外 18歳以上 13040- 6812782
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
249,800円～343,600円

正社員 59歳以下 03010-21475281
交替制あり

130,200円～145,600円

正社員以外 不問 03030- 3214181
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
128,000円～200,000円

正社員 64歳以下 03030- 3216381
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1)10時00分～21時00分
190,000円～253,320円 (2)11時00分～20時00分

(3)14時00分～ 0時00分

正社員 62歳以下 03030- 3219581
美容師 変形（１年単位）

(1)10時00分～19時00分
140,000円～180,000円

正社員 不問 03030- 3226981
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

133,920円～146,880円 (2)20時30分～ 5時30分

正社員以外 18歳以上 03030- 3227581
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

133,920円～146,880円

正社員以外 不問 03030- 3228481
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
128,000円～200,000円

正社員 64歳以下 03030- 3229781
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

133,920円～146,880円 (2)20時30分～ 5時30分

正社員以外 18歳以上 03030- 3230081
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
128,000円～200,000円

正社員 64歳以下 03030- 3231381
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

179,000円～260,000円 (2)16時00分～ 9時00分

正社員 59歳以下 03030- 3233981
理学療法士又は 変形（１ヶ月単位）

作業療法士 (1) 8時30分～17時30分
200,000円～262,000円

正社員 59歳以下 03030- 3234581
看護師又は 変形（１ヶ月単位）
准看護師 (1) 7時00分～16時00分

160,000円～260,000円 (2) 8時45分～17時45分
(3)10時00分～19時00分

正社員 64歳以下 03030- 3235481
理学療法士 変形（１ヶ月単位）
作業療法士 (1) 8時45分～17時45分
言語聴覚士 205,000円～320,000円
いずれか

正社員 64歳以下 03030- 3236781
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 34歳以下 03030- 3238281
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 18歳～50歳 03030- 3239181

2

交通誘導警備員（正社員）

10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。


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

鈑金塗装工・自動車整備士
（見習い可）

2人

主に車両整備、車体整備、自動車鈑金、自動車車
体塗装を行っていただきます。その他にも、ロー
ドサービス、引取納車等のサービス全般の業務も
行います。資格がなくても応募できます。


岩手県宮古市宮町４丁目
５－２９

宮沢自動車塗装
有限会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

理学療法士・作業療法士・
言語聴覚士

2人

ふれんどりー岩泉の利用者へのリハビリテーショ
ン業務を行行っていただきます。入居者約８５
名、通所登録者４０名（１日平均２７名適所）の
方たちのリハビリ業務を４名のスタッフで行いま
す。

岩手県下閉伊郡岩泉町乙
茂字上９－１２

社団医療法人　緑
川会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

看護師・准看護師「看護」

2人

ふれんどりー岩泉の利用者への看護業務を行いま
す。入居者約８５名、通所登録者４０名（１日平
均２７名通所）に対するバイタルチェック、看護
業務、定時巡回業務などに従事していただきま
す。夜間勤務は、看護師１名、介護士４名体制で

岩手県下閉伊郡岩泉町乙
茂字上９－１２

社団医療法人　緑
川会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

リハビリ職員

2人

当施設利用者への機能訓練業務を行います。入所
または通所利用されている要介護者（１日当たり
８～１５名）に対し、個別プログラムに即した機
能訓練、それらの記録、その他付帯する業務を行
います。現在５名のリハビリ療法士職員が勤務し

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
９地割３９番地２７

医療法人　仁泉会
介護老人保健施設
ほほえみの里雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師又は准看護師「看
護」

2人

当施設利用者への看護業務全般を行います。利用
者（定員／入所者１００名）に対し、医師の指示
による医療処置・看護、バイタルチェック、服薬
管理、それらに伴う記録や報告書作成、健康相
談、その他付帯する業務を行います。夜勤は看護

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
９地割３９番地２７

医療法人　仁泉会
介護老人保健施設
ほほえみの里雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

整備業務：機材センター

1人

レンタル用建設機械及び車両等の点検整備を行い
ます。バックホー、ダンプ、ユニック車、発電機
等々、多様な職種の建設機械・車両の点検業務
や、それにともなう整備を行います。また、現場
へ出向いて業務を行う場合もあります。依頼の状

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

整備経験のある方 岩手県宮古市、他

精密機械加工

2人

フライス盤、平面研磨機、ＮＣプロファイルグラ
インダー、ワイヤー放電加工機などを使用し精密
金型部品等を製作するお仕事となります。資格な
ど必要なく未経験者でもＯＪＴ・ＯＦＦＪＴの教
育訓練にてスキルアップ可能です。

岩手県宮古市田鎖９地割
５５番地１

株式会社　エム・
アイ・テイー　東
北工場雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

営業：宮古

1人

建設機械の販売、レンタルの営業（主に得意
先）、レンタル機械の配達回収を行います。移動
には社用車を使用します。経験者の方は優遇いた
します。初めての方でも指導いたしますのでご応
募下さい。

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、他

精密部品の検査

2人

拡大鏡や顕微鏡を使用し、製品検査を主に行う仕
事です。携帯電話やデジタルカメラなどに用いら
れる、精密電子部品を扱います。小さな部品類を
扱うので、業務に対応できる視力が必要になりま
す。

岩手県宮古市田鎖９地割
５５番地１

株式会社　エム・
アイ・テイー　東
北工場雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

コネクター製造オペレー
ター

1人

コネクターの一貫生産を業務としており、各部品
のプレス機、射出成形機、自動組立機などのオペ
レーター業務です。自動で動きますので、停止が
発生した際の対応や材料補給などの軽作業となり
ます。

岩手県宮古市田鎖９地割
５５番地１

株式会社　エム・
アイ・テイー　東
北工場雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

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。その他に電話対応、店舗清掃、在庫管理など
もあります。独立を目指し、店舗運営管理を経験
したい方やＵターン希望者も歓迎いたします。

岩手県宮古市大字小山田
二丁目２－１　マリン
コープＤＯＲＡ２Ｆ

美容室　じゃマー
ル

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理及び接客／正社員

1人

各店舗において、調理補助（洗い場担当、仕込み
等）接客（お客様ご案内、注文、配膳、片付け、
会計）清掃等全般に従事していただきます。安心
して業務に取り組んで頂けるように社内教育・研
修の場でサポートしながら進めていきます。第一

岩手県宮古市鴨崎町１－
５８

アンドーコーポ
レーション　有限
会社雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード・
エクセル） 岩手県宮古市、他

整備業務：岩泉

1人

レンタル用建設機械及び車両等の点検整備を行い
ます。バックホー、ダンプ、ユニック車、発電機
等々、多様な職種の建設機械・車両の点検業務
や、それに伴う整備を行います。また、現場へ出
向いて業務を行う場合もあります。依頼の状況に

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

整備経験のある方 岩手県下閉伊郡岩泉町、他

受付、事務補助

1人

宮古市姉ヶ崎サン・スポーツランド又は宮古市民
総合体育館において、職員の指示のもと、パソコ
ンを使用してのデータ入力、受付、利用料の計算
などの事務、来客、電話対応、その他清掃や片付
けなど施設管理を行います。

岩手県宮古市小山田二丁
目１番１号

一般財団法人　宮
古市体育協会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 8時30分～21時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

土木施工管理補助（未経験
者・見習い）「建設」

2人

建設現場で写真を撮影したり、巻尺で距離を測っ
たり、パソコンの入力作業など、現場監督のお手
伝いをして頂きます。

＊現場エリア：岩手県全域

岩手県盛岡市東仙北２丁
目３番８号　東仙北ハイ
ツＢ－１２

株式会社　クリエ
イトワークス　盛
岡営業所雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

接客・調理／１０６号宮古
店

2人

深夜契約社員として、２２時～９時の時間帯で、
（１）接客（２）調理（３）清掃（４）金銭管理
（５）棚卸
（６）店舗スタッフの教育（７）アルバイトの面
接

東京都港区港南ニ丁目１
８番１号　ＪＲ品川イー
ストビル５階

株式会社　北日本
すき家

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

営業（メディカルアドバイ
ザー）

1人

メディカルアドバイザーとして、当社の配置薬
（置き薬）をご利用いただいているご家庭や企業
を定期訪問し、ご利用いただいた分の集金と補充
を行います。その際、お客様の健康相談にのり、
ニーズに合わせた商品説明や健康補助食品のご提

岩手県宮古市大字田鎖９
地割６－５

株式会社　富士薬
品　宮古営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

医療事務［下閉伊郡岩泉
町］

1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）

岩手県下閉伊郡岩泉町

ガソリンスタンド販売ス
タッフ［宮古市］

3人

ガソリンスタンドにおいて、主に給油・接客業務
及び自動車関連商品の販売業務を行って頂きま
す。
給油作業・タイヤ交換・オイル交換や接客マナー
等は、既存

宮城県名取市本郷字大門
１６１

株式会社　東日本
宇佐美　東北支店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 6時00分～22時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市



変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

150,000円～180,000円

正社員 64歳以下 03030- 3241981
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

140,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030- 3243481
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

140,000円～250,000円 (2)20時00分～ 5時00分

正社員 64歳以下 03030- 3245881
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～16時50分
163,000円～176,800円

正社員 35歳以下 03030- 3246281
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
130,000円～160,000円

正社員 45歳以下 03030- 3247181
普通自動車免許一種

社会福祉士又は (1) 8時00分～16時45分
介護福祉士 129,000円～133,000円

正社員 64歳以下 03030- 3249381
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
206,100円～229,000円

正社員以外 不問 03030- 3251481
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

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

(3)16時30分～ 9時30分

正社員以外 18歳以上 03030- 3252781
公害防止管理者 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
200,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03030- 3253881
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
土木施工管理技士２級 (1) 8時00分～17時00分

250,000円～270,000円

正社員 64歳以下 03030- 3254281
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
140,000円～140,000円

正社員 59歳以下 03030- 3255181
変形（１年単位）
(1) 7時00分～16時00分

140,000円～240,000円 (2) 8時30分～17時30分
(3)13時00分～21時00分

正社員 59歳以下 03030- 3256081
土木施工管理技士2級又

は
変形（１年単位）

建設機械施工技士2級 (1) 8時00分～17時00分
普通自動車免許一種 200,000円～300,000円

正社員 59歳以下 03030- 3257381
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
170,400円～191,700円

正社員 59歳以下 03030- 3259981
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

大型自動車免許二種又は
普通自動車免許二種 139,600円～244,400円

正社員 64歳以下 03030- 3261881
交替制あり
(1) 7時00分～16時00分

153,900円～153,900円 (2) 8時00分～17時00分
(3)12時00分～21時00分

正社員 59歳以下 03030- 3263181
調理師 変形（１ヶ月単位）

(1) 5時15分～14時15分
130,800円～130,800円 (2) 8時15分～17時15分

(3)10時00分～19時00分

正社員 59歳以下 03030- 3264081
作業療法士

(1) 8時20分～17時20分
191,200円～254,600円

正社員 59歳以下 03030- 3265381
理学療法士

(1) 8時20分～17時20分
191,200円～254,600円

正社員 59歳以下 03030- 3266681
准看護師 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時20分～17時20分
156,300円～219,300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- 3267981

3

准看護師「看護」

1人

山口病院または介護老人保健施設における診療の
補助、療養上の世話をしていただきます。医療器
具のメンテナンスや準備、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。
状況により洗濯、雑務等も行います。夜勤では、

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

理学療法士

1人

山口病院又は介護老人保健施設における入所者・
通所者等のリハビリテーションに従事していただ
きます。身体機能や日常生活の基本的動作能力の
回復・維持・予防を目的とした運動療法や物理療
法を行います。その他に機能評価および計画書作

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

作業療法士

1人

山口病院又は介護老人保健施設における入所者・
通所者等のリハビリテーションに従事していただ
きます。作業治療を用いた心身の機能回復訓練や
指導・援助を行います。その他に計画書作成、記
録等があります。

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

調理師

1人

病院内における入院患者様や入居者様の給食の調
理、配膳、食器等の片付け、清掃などを行ってい
ただきます。山口病院では、概ね３００人の調理
を１７名で担当していただきます。

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

介護職員「介護」

1人

特養老人福祉施設における介護サービスを行いま
す。入所者１１０名、短期入所１０名、全室個室
ユニットケアにあたります。１ユニット１０名、
夜勤は２ユニット２０名で介護業務にあたりま
す。　

岩手県宮古市西ヶ丘四丁
目５３－８

社会福祉法人　恵
心会　特別養護老
人ホーム　慈苑雇用期間の定めなし

老人介護経験 岩手県宮古市

バス乗務員及びタクシー乗
務員

1人

路線定期運行バスの運転乗務（岩泉町内）、貸切
バスの運転乗務、タクシーの運転乗務を行いま
す。バス及びタクシー、バスのみ、タクシーのみ
の業務も可能です。免許取得養成制度があります
ので、未経験の方、一種のみの方は相談に応じま

岩チ県下閉伊郡岩泉町門
字町６６－１

小川タクシー　株
式会社　本社営業
所雇用期間の定めなし

又は 6時00分～21時00分
の間の8時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

土木作業員「建設」

3人

主に、公共工事の土木工事、舗装工事、道路維持
作業に従事していただきます。現場への移動は社
用車にて乗合となります。免許のある方はダン
プ・建設機械等運転の作業もあります。


岩手県宮古市長町１丁目
４番１号

三好建設株式会社

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

公共工事の施工管理業務、監督指導業務、作業工
程の管理、監督、発注者との打ち合わせ、人員、
資材、機械の手配、工事関係書類の作成等をお願
いします。就業場所は担当の現場事務所となりま
すので直行直帰をお願いします。

岩手県宮古市長町１丁目
４番１号

三好建設株式会社

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、他

フロント業務

1人

フロント業務全般を行っていただきます。宿泊等
の入館手続き、お客様案内、料金精算、電話対
応、顧客データ入力などに伴うパソコン簡易操
作、売店、喫茶の対応等付随する業務を行ってい
ただきます。

岩手県下閉伊郡田野畑村
羅賀６０－１

株式会社　陸中た
のはた

雇用期間の定めなし

基本的なパソコン操作 岩手県下閉伊郡田野畑村

大工見習い「建設」

1人

一般木造建築工事（新築・増改築・リフォーム）
に関する建築技術を実務実習及び職業訓練校通学
により習得します。

○大工見習期間　５年

岩手県宮古市田鎖１２－
１１－１９

有限会社　藤原建
築

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木施工管理技士「建設」

1人

土木工事現場、舗装工事現場における管理、監督
業務。主な現場は岩泉町ですが、田野畑村・宮古
市・久慈市の現場も場合によってはあります。現
場へは、社有車または私有車での移動となりま
す。私有車使用の場合、規定によりガソリン代を

岩手県下閉伊郡岩泉町門
字水上５２－１

高徳建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

現場管理経験 岩手県下閉伊郡岩泉町

水質管理員

1人

当社は特定工場の為、工場内にある公害防止設備
等の点検、記録、評価、報告書作成等の業務をし
ていただきます。状況によってはオイルシール製
造工を行っていただく場合もあります。


岩手県下閉伊郡岩泉町小
本字長内２６

岩手アライ　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

介護職員／正社員以外（有
料老人ホーム）「介護」

1人

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

岩手県宮古市刈屋１２－
３

特定非営利活動法
人　愛福祉会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

測量助手

1人

工事現場における丁張設置等工事測量、出来型測
量補助業務を行っていただきます。杭打ち作業・
山歩き等ある為、体力に自信のある方を希望しま
す。現場へは直行直帰となります。


岩手県宮古市本町１番３
６号

ジェイエスプラン

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

職業指導員兼生活支援員

1人

知的障がい者や身体障がい者、精神障がい者であ
る利用者に対し作業支援（作業所内における養鶏
作業や、ハイエースを運転しリサイクル回収等）
を一緒に行う他、日常の生活支援にあたります。
また、ハイエースで利用者の送迎を行います。

岩手県下閉伊郡山田町山
田１６－９－１０

社会福祉法人やま
だ共生会やまだ共
生作業所雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

製造技術

1人

生産設備（電気回路基板製造、検査、加工）を稼
働させるプログラム作成、デバック、生産資料の
作成、整理など。最初は先輩社員の指導の下、補
助作業から始め、徐々にスキルアップをはかりま
す。

岩手県宮古市大字津軽石
１９－１８

株式会社　宮古マ
ランツ

雇用期間の定めなし

ＰＣ基本操作 岩手県宮古市

コンクリート試験係

1人

施工者より発注されたコンクリート試験業務を行
います。現場採取試験や社内試験室で器具等を使
用して行う試験、品質管理等を行います。現場へ
の移動は社用車使用となります。その他、付随す
る業務に従事していただきます。

岩手県宮古市藤の川１５
－７

宮古生コンクリー
ト　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

プレスオペレーター／山田

2人

コネクター用プレス端子加工および金型設計・製
作を主要とした業務を行っておりますが、その
内、プレスオペレーターを募集します。主にプレ
ス機械に材料の取付け、製品の取出し、実体顕微
鏡を使用して外観検査などを行っていただきま

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根７－４－１０

株式会社富士工業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

生産管理／山田

1人

コネクター用プレス端子加工および金型設計・製
作を主要とした業務を行っております。その内
の、生産管理の担当者を募集します。材料発注・
購入、出庫管理・日報の集計・棚卸その他付随す
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７－４－１０

株式会社富士工業

雇用期間の定めなし

パソコン操作(エクセル・
ワード定型入力できる方) 岩手県下閉伊郡山田町

研削盤オペレーター及び生
産管理

1人

金型部品をフライス・ＳＧ（研磨機）・ＰＧ（プ
ロファイル研削盤）などの工作機械を操作して行
います。また、パソコンを使って納期や受発注の
データ入力や状況管理を行います。


岩手県宮古市津軽石１０
－１６１－１

株式会社　富士精
工

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード・
エクセル）の出来る方 岩手県下閉伊郡山田町



変形（１年単位）
(1) 9時00分～18時00分

137,400円～161,800円 (2)11時00分～20時00分

正社員 64歳以下 03030- 3268581
変形（１年単位）
(1) 9時00分～18時00分

137,400円～161,800円 (2)11時00分～20時00分

正社員 64歳以下 03030- 3269481
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
164,000円～246,000円

正社員 不問 03030- 3270281
変形（１ヶ月単位）
(1)22時00分～ 7時30分

133,056円～133,056円 (2) 7時30分～16時30分
(3)13時00分～22時00分

正社員以外 18歳以上 03030- 3271181
幼稚園教諭免許

保育士 (1) 7時30分～16時30分
いずれか 137,600円～189,100円 (2) 8時00分～17時00分

(3) 9時00分～18時00分

正社員 64歳以下 03030- 3272081
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時20分

133,000円～140,000円

正社員 不問 03030- 3273381
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1)13時00分～22時00分
150,000円～200,000円

正社員 40歳以下 03030- 3275981
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時15分～17時15分

132,000円～172,000円 (2) 7時00分～16時00分
(3)10時00分～19時00分

正社員 59歳以下 03030- 3287781
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1)10時00分～19時00分
144,000円～160,600円

正社員 63歳以下 04010-60320381
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1)10時00分～19時00分
144,000円～160,600円

正社員 63歳以下 04010-60321681
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～17時45分
245,000円～393,000円

正社員 59歳以下 17010-24518881

(1) 7時30分～16時30分
130,000円～150,000円

正社員以外 不問 02030- 9390581

(1) 7時30分～16時30分
130,000円～150,000円 (2) 8時00分～17時00分

正社員以外 不問 02030- 9396081
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～17時00分
157,000円～157,000円

正社員以外 不問 03010-21216381
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～17時00分
157,000円～157,000円

正社員以外 60歳以上 03010-21228481
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～18時00分
177,000円～177,000円

正社員 59歳以下 03010-21238281
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

土木施工管理技士2級又
は

(1) 8時00分～17時00分
建築施工管理技士2級 220,000円～450,000円

正社員 64歳以下 03020- 1852381
フレックス
(1)13時30分～22時00分

190,000円～290,000円 (2)10時00分～22時00分
(3)16時00分～21時00分

正社員 59歳以下 03030- 3103681

(1) 8時30分～17時30分
131,580円～137,600円

正社員以外 不問 03030- 3105581
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時15分
175,000円～300,000円

正社員 18歳以上 03030- 3110381

4

営業管理職候補

1人

営業管理職候補として業務に従事していただきま
す。警備業務、現場指導、営業管理関係事務、イ
ベント警備等打合せ、建設会社等に対し警備員の
仕事に関しての営業を行います。試用期間中は、
警備職として勤務し、様々な現場において経験を

岩手県宮古市実田１－２
－３

株式会社　トス
ネット北東北　宮
古営業所雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

縫製工

3人

主にスキューバダイビングに使用するスーツや関
連する商品の製造を行っています。縫製工程で
は、スーツに使用する生地や材料を、工業用ミシ
ンで縫製する作業を行います。


岩手県宮古市蟇目８－１
１９－２

日本潜水機株式会
社スーツ事業部

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

学習塾講師（総合職チュー
ター１種）

2人

総合学習塾の中心的講師として、個別・一斉指導
による学習指導、進路指導の他、各種イベントの
企画、運営を行っていただきます。



岩手県宮古市栄町１－２
５　岩舘電気宮古ビル２
Ｆ

株式会社　習学ゼ
ミ　宮古教室

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木施工管理技術者「建
設」

1人

※工事現場における工事（土木）の施工管理・監
督業務

　・作業工程の管理、監督、協力会社指導、
　　発注者との打合わせ

岩手県釜石市松原町３丁
目１０－２２　小澤ビル
２Ｆ

株式会社　小澤組

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

営業スタッフ（合掌堂　宮
古店）

2人

仏壇・仏具・墓石に伴う営業販売等を行っていた
だきます。
お客様の大切なお買いもののサポートをさせてい
ただくお仕
事です。お客様にご満足いただけるよう、しっか

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

会員事業スタッフ【シニア
様歓迎！！】（宮古支店）

3人

☆皆様の豊富な人生経験・人間力を最大限活かし
ていただけます☆
―お仕事の内容は―
典礼会館や結婚式場のＰＲ・ご相談の対応
会員募集活動、店頭イベント活動等

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）雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

会員事業スタッフ（宮古支
店）

2人

典礼会館や結婚式場のＰＲとご相談の対応、会員
募集活動、店頭イベント活動等を行っていただき
ます。
最初は机上研修からスタートし、冠婚葬祭の基礎
知識や礼儀

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）雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

調理（岩手県宮古市）

1人

○学校給食センター内での調理業務全般を行って
いただきま　す。
（準備、後片付け、掃除も含む）

＊３，０００食～３，５００食分を２３名で調理

弘前市田園４－１１－９ 一冨士フードサー
ビス株式会社

雇用期間の定めなし

調理場経験１年以上
 岩手県宮古市

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理（岩手県宮古市田老）

1人

学校給食センター内での調理業務全般を行ってい
ただきます
（準備、後片付け、掃除も含む）

＊１０００食分を１２名で調理しています。

弘前市田園４－１１－９ 一冨士フードサー
ビス株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

建築施工管理業務（宮古出
張所）

1人

・軽量鉄骨造建築物の施工管理
・立体駐車場の施工管理




石川県金沢市金石北３丁
目１６－１０

日成ビルド工業
株式会社

雇用期間の定めなし

建築施工管理業務 岩手県宮古市、他

介護員「介護」

2人

小規模多機能ホームあすも・グループホームあす
もにおいて、入浴、排せつ、調理業務、食事等の
介護、その他の日常生活上のお世話をしていただ
きます。


岩手県宮古市田の神２－
４－２８

小規模多機能ホー
ム　あすも　グ
ループホームあす
も

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

イエローハット軽整備ス
タッフ［宮古市］

3人

・主にタイヤ交換、オイル交換などのピット作業
全般
・カー用品等の販売、商品陳列、お客様対応

※自動車についての難しい知識や技術がなくても

宮城県仙台市太白区西多
賀４丁目４－１７

株式会社　ホット
マン　（イエロー
ハットＦＣ）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

イエローハット店頭販売ス
タッフ［宮古市］

3人

・カー用品の販売、レジ業務、簡単な事務処理業
務
・作業の受付、接客、品出し、発注、売場作り等

※自動車についての難しい知識がなくても大丈

宮城県仙台市太白区西多
賀４丁目４－１７

株式会社　ホット
マン　（イエロー
ハットＦＣ）

フロント接客

1人

ホテルフロント接客業務に従事していただきま
す。宿泊予約の管理、電話応対、館内の案内業務
等を主に行っていただきます。その他、ホテル利
用客への地場産品等の販売業務もお願いします。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字松橋１－２

株式会社　フロン
ティアいわいずみ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

仕上係

1人

オイルシールの仕上げ加工業務全般を行います。
オイルシールとは、自動車エンジン部分に使用す
る部品で、機械や手作業での仕上げ加工作業とな
ります。初めての方からの応募も可能です。

岩手県下閉伊郡岩泉町袰
野字赤鹿１２１－２

有限会社　岩泉ゴ
ム工業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

パソコンの基本操作
（ワード・エクセル）可

能な方

児童厚生員　「保育」

1人

重茂児童館の児童厚生員に関わる業務全般。２歳
から就学前までの幼児（４０人程度）の保育業務
を行います。日中活動における保育全般、それに
伴う記録などです。その他、園内の清掃や環境整
備など付帯する業務があります。

岩手県宮古市西町１丁目
２番１３号

特定非営利活動法
人　ふれあいス
テーション・あい雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員／ローソン岩泉店

1人

店舗内において、各種商品の販売に関する業務全
般を行っていただきます。主にレジ業務、商品の
陳列や補充、店内清掃などをしていただきます。
その他付随する業務も行っていただきます。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字村木６２－１０

有限会社　たけや

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

型枠大工・土木作業員「建
設」

2人

湾岸工事現場での基礎工事に伴う型枠工事作業
手作業での土木工事作業
車両系建設機械等有資格者は重機操作をお願いす
る場合があります。現場へは社用車乗合いで移動
します。

岩手県下閉伊郡山田町山
田１４－１２－５

ＦＳ技建

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

販売員（河南店）

1人

お菓子、ケーキ、パン等を販売しています。
来店したお客様応対、レジ、品出し、箱詰めや
ラッピング、店内の清掃などを行っていただきま
す。


岩手県宮古市実田一丁目
５－１７

株式会社　日進堂
（ドーネル）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員（ドラ店）

1人

お菓子、ケーキ、パン等を販売しています。
来店したお客様応対、レジ、品出し、箱詰めや
ラッピング、店内の清掃などを行っていただきま
す。


岩手県宮古市実田一丁目
５－１７

株式会社　日進堂
（ドーネル）

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00分～17時00分

137,600円～172,000円 (2)20時00分～ 5時00分

正社員以外 18歳以上 03030- 3111681
小学校教諭免許又は

中学校教諭免許 (1) 8時00分～16時30分
157,700円～263,700円

正社員以外 不問 03030- 3112981
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

216,300円～350,000円 (2)17時30分～ 8時30分

正社員 59歳以下 03030- 3114481

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

正社員 不問 03030- 3115781

170,000円～170,000円

正社員以外 不問 03030- 3120981
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

145,000円～200,000円 (2)16時00分～ 1時00分
(3) 0時00分～ 9時00分

正社員 61歳以下 03030- 3123781
普通自動車免許一種 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
建築施工管理技士２級 400,000円～600,000円

正社員 59歳以下 03030- 3126181
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
127,920円～230,000円

正社員 59歳以下 03030- 3127081
大型自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
147,000円～189,000円

正社員 64歳以下 03030- 3128381
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
145,000円～190,000円

正社員 35歳以下 03030- 3130481
火薬類取扱責任者甲種 変形（１年単位）
火薬類取扱責任者乙種 (1) 8時00分～17時00分

230,000円～230,000円

正社員 不問 03030- 3132881
大型自動車免許一種 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

195,500円～195,500円

正社員 不問 03030- 3133281
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
電気工事施工管理１級 (1) 8時00分～17時00分
電気工事士（第１種） 150,000円～250,000円

いずれか

正社員 不問 03030- 3134181
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 6時00分～13時45分
160,000円～175,000円 (2) 8時30分～16時30分

(3)13時30分～21時30分

正社員 59歳以下 03030- 3135081
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

130,000円～180,000円

正社員 59歳以下 03030- 3136381
調理師

普通自動車免許ＡＴ (1)10時00分～21時00分
150,000円～250,000円

正社員 69歳以下 03030- 3137681
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
128,000円～150,000円

正社員以外 不問 03030- 3139581
変形（１年単位）
(1) 8時00分～16時30分

122,325円～163,100円

正社員 59歳以下 03030- 3141281

(1) 8時30分～17時30分
165,000円～207,000円 (2) 9時00分～18時00分

正社員 35歳以下 03030- 3144381
看護師 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
200,000円～260,000円 (2) 7時00分～16時00分

正社員 59歳以下 03030- 3149781

5

看護師「看護」

2人

介護施設・通所リハビリテーションの利用者及び
入所利用者への看護業務全般を行います。入所利
用者（現在７５名ぐらい）に対するバイタル
チェック、服薬管理、健康管理、医療処置を行い
ます。その他記録業務や付帯する業務がありま

岩手県下閉伊郡山田町飯
岡第９地割２３－１

医療法人　晃生会
介護老人保健施設
さくら山雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

在庫管理業務

1人

金型用部品の材料の補充・発注や品質管理を行う
業務です。データ入力などパソコンを使った操作
となります。専用ソフトを使用しての作業になり
ますが、エクセルでの簡単な集計業務もありま
す。

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

水産加工員

1人

鮭の加工作業が主な仕事です。その他水産物の加
工（イカ、サケ、サンマ、イワシなどを原料とし
た各種の冷凍食品を作る仕事です。）最大で１０
ｋｇくらいの荷物の運搬もあります。


岩手県下閉伊郡岩泉町小
本字小成１３０－１

有限会社　竹下水
産

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

電気工事士（見習可）「建
設」

1人

電気工事業務（見習可）、一般住宅から公共事業
（公共施設・トンネル・道路等）の電気工事（配
線、照明取付等）を行います。初めのうちは、作
業準備や後片付け等から行っていただくので初心
者の方でも大丈夫です。現場は、主に宮古市内と

岩手県宮古市宮町三丁目
９－８

株式会社　小野寺
電機商会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

調理スタッフ≪急募≫
（和海味処いっぷく）

1人

和食を中心に、定食・丼物・そば等のメニューが
あり、仕込み、調理、盛り付け、皿洗い、清掃等
をしていただきます。他に３名調理スタッフがお
ります。社用車（軽ワゴン等）にて、配達や食材
の買い出しをお願いすることもあります。

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－１３４－１

株式会社　いっぷ
く

雇用期間の定めなし

和食調理業務経験 岩手県下閉伊郡山田町

合鴨の食肉加工作業

1人

機械と手処理での肉の解体・仕分け等、合鴨の食
肉加工作業を行います。仕分けした肉の計量・計
算、出荷明細作成などの出荷管理事務をお願いす
る場合があります（出荷管理事務については、パ
ソコンなど特別なスキルは不要ですが数字や計算

岩手県下閉伊郡田野畑村
室場２４－４

株式会社　甘竹田
野畑

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

ホテルフロント≪急募≫

1人

ホテルに関する業務全般を行っていただきます。
フロント業務、予約受付、確認、精算、部屋・施
設等の説明、パソコン入力や経理伝票、請求書作
成等も行います。またロビー・玄関・外回り等共
用スペースの清掃や客室清掃表作成等も行いま

岩手県下閉伊郡山田町船
越第６地割１４８番地１

株式会社　テル
コーポレーション

雇用期間の定めなし

パソコン（ワード・エク
セル） 岩手県下閉伊郡山田町

電気工事士「建設」

1人

電気工事および電気工事施工管理業務、一般住宅
から公共事業の電気工事現場施工を行います。ま
た工事の見積・積算や、施工管理業務、その他付
随した業務もあります。（有資格により、業務の
内容が違ってきます）現場は、主に宮古市となり

岩手県宮古市宮町三丁目
９－８

株式会社　小野寺
電機商会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ダンプ・重機運転手「建
設」

1人

ダンプトラック、バックホー、ローダー等の運転
業務を行います。砂利・砕石を掘削する業務、並
びに原石を活條施設まで運搬する業務になりま
す。また、砂利と砕石の製品を主に田野畑地区、
岩泉地区に配達する業務もあります。

下閉伊郡田野畑村明戸１
７３－１

有限会社　下閉伊
採石

雇用期間の定めなし

ダンプ並びに重機運転経
験者 岩手県下閉伊郡田野畑村

火薬取扱者

1人

砕石・砂利の掘削、製造販売を行っている会社で
す。砕石等の採取場において、ダイナマイトを使
用し、原料の採掘をする仕事をしていただきま
す。有資格者に限定しての募集となります。

下閉伊郡田野畑村明戸１
７３－１

有限会社　下閉伊
採石

雇用期間の定めなし

火薬を使用して採掘する
業務の経験者 岩手県下閉伊郡田野畑村

営業

1人

宮古、山田、岩泉、田野畑を中心に、建設機械の
リース・販売のルートセールスをおこなっていた
だきます。その他に営業業務に付随する事務処理
で独自ソフトでの伝票等の整理、ワード、エクセ
ル等使ったパソコン操作を行います。事務所滞在

岩手県宮古市大字根市第
２地割字中割目６番１

株式会社　ほくと
う　宮古営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

運転手

1人

大型ダンプでアスファルト合材をプラントから積
んで現場に運搬する仕事です。そのほか材料、残
土、産業廃棄物等も運搬する仕事です。主に下閉
伊管内となりますが、内陸に運搬する場合もあり
ます。

岩手県宮古市金浜第６地
割２１－６６

有限会社　ジェ
イ・ティ・エス
岩手営業所雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

電気工事作業員・技術者
「建設」

2人

設備工事全般及び附帯作業のうちの電気設備配線
工事作業。
主に、商店・コンビニエンスストア・水産加工関
係の事業所などの工事を行っております。屋内の
電気配線工事はもとより、冷暖房機・業務用冷蔵

岩手県宮古市大字津軽石
１０－３３３－７

有限会社　赤松エ
ンジニアリング

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

建築施工管理者「建設」

1人

現場施工管理者に従事していただきます。設計図
などをもとに施工計画の立案をし、現場の工程管
理や安全管理、書類作成等の監督業務を行いま
す。現場は主に山田町内となります。

岩手県下閉伊郡山田町山
田５－５９

奥井建設株式会社
東北支社

雇用期間の定めなし

施工管理経験 岩手県下閉伊郡山田町

コネクタ製造自動機・成形
機オペレーター

3人

電子部品（コネクター）製造自動組立機オペレー
タ、インサート成形（金型と樹脂を一体化させる
方法）機オペレータ自動組立機の安定稼働、イン
サート成形品製造成形機オペレータ・モールド品
自動検査機の安定稼働を正面から支える重要な仕

岩手県宮古市大字崎鍬ヶ
崎第９地割３０番地

モルデック株式会
社　宮古工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員（契約社員）

1人

紳士服、レディース、カジュアル販売接客、レジ
カウンター業務、商品仕入れ商品整理、店内清掃
を行います。スーツをあまり着たことがなくて
も、安心して働けます。私たちと一緒にお客様の
スーツ選びのお手伝いをしませんか？

岩手県宮古市宮町４－１
－１７

株式会社　コナカ
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

歯科助手

1人

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


岩手県宮古市実田一丁目
７－１７

くらた歯科医院

雇用期間の定めなし

パソコン（ワード・エク
セル）操作のできる方 岩手県宮古市

看護師「看護」

2人

当院内の外来や入院病棟おいて、看護業務全般に
従事していただきます。夜勤勤務は１９床で２名
体制となります。



岩手県宮古市大通一丁目
３－２４

後藤泌尿器科皮膚
科医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

小学校講師

2人

小学校において担任業務又は教科の少人数指導を
行います。教科指導の準備、生徒指導、朝会から
給食、業間時間や休み時間などを含め１日の生活
を共に過ごし、生徒指導上の指導支援を行いま
す。

岩手県宮古市五月町１－
２０　宮古合同庁舎内

宮古教育事務所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン操作（ワード、
エクセル）できる方 岩手県宮古市、他

警備員

5人

１．交通誘導警備：工事現場における歩行、車両
等の安全誘　　導
２．駐車場警備：店舗やイベント駐車場における
整理業務
３．雑踏警備：イベント等における安全確保、誘

岩手県宮古市実田１－２
－３

株式会社　トス
ネット北東北　宮
古営業所雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町、他



変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

140,000円～165,000円 (2) 8時30分～17時30分
(3)16時00分～ 9時00分

正社員 59歳以下 03030- 3150081
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

社会福祉士 (1) 8時30分～17時30分
介護支援専門員 170,000円～200,000円

いずれか

正社員 59歳以下 03030- 3151381
美容師 変形（１年単位）

135,000円～230,000円

正社員 59歳以下 03030- 3152681
介護支援専門員 変形（１ヶ月単位）

普通自動車免許ＡＴ (1) 8時30分～17時30分
175,000円～220,000円

正社員 59歳以下 03030- 3153981

(1) 8時00分～17時00分
129,600円～183,600円

正社員 18歳～64歳 03030- 3154581
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- 3157881
普通自動車免許一種

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

正社員 43歳以下 03030- 3163481

(1)11時00分～21時00分
130,000円～180,000円 (2)11時00分～21時30分

正社員 不問 03030- 3165881
交替制あり
(1) 6時00分～15時00分

123,700円～137,500円 (2) 8時30分～17時30分
(3) 9時15分～18時15分

正社員以外 不問 03030- 3167181
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
土木施工管理技士２級 (1) 8時00分～17時00分
建設機械施工技士２級 200,000円～250,000円

いずれか

正社員 59歳以下 03030- 3168081
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
158,200円～192,100円

正社員 59歳以下 03030- 3169381
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- 3170581
栄養士 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～16時30分
163,700円～167,700円 (2) 8時30分～17時00分

正社員 59歳以下 03030- 3172781

(1) 8時00分～17時30分
142,287円～153,276円

正社員以外 不問 03030- 3173881
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分
144,000円～144,000円

正社員 不問 03030- 3174281
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
180,000円～300,000円

正社員 59歳以下 03030- 3175181
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
180,000円～300,000円

正社員 59歳以下 03030- 3176081
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) 8時00分～17時00分

154,700円～205,000円

正社員 不問 03030- 3177381
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) 8時00分～17時00分

175,000円～225,000円

正社員 不問 03030- 3178681
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
140,000円～180,000円

正社員 30歳以下 03030- 3179981
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総合職

1人

漁業協同組合の仕事全般に携わります。購買事業
（給油所での給油作業・社用車を使用してのＬＰ
ガス配達等）、販売事業（魚市場での鮮魚入出荷
業務等）、製氷事業（漁船用の氷の製造・販
売）、総務関係（庶務・指導・共済の加入や更新

岩手県下閉伊郡山田町船
越１３－１０４

船越湾漁業協同組
合

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

土木作業「建設」

2人

主に公共事業、水道配水管工事などで上下水道工
事に係る給水や排水など衛生配管の現場作業や付
帯する業務を行います。手作業での掘削やコンク
リート打ち、運搬作業もありますが、免許のある
方には重機を使っての作業も行っていただきま

岩手県宮古市太田二丁目
４番４４号

有限会社　マツモ
ト機材工業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

配管工及び配管工見習い
「建設」

2人

配管工事の現場作業全般を行います。主に公共事
業、水道配管工事などで上下水道工事に係る給水
や排水など衛生配管の現場作業やそれらに付帯す
る業務を行います。現場は主に宮古市内で、移動
使用車両は軽バス、２ｔトラック等で行います。

岩手県宮古市太田二丁目
４番４４号

有限会社　マツモ
ト機材工業

雇用期間の定めなし

配管工経験者 岩手県宮古市

配管工「建設」

1人

水道施設設備配管、管設備、土木工事等の配管作
業全般に従事していただきます。一般住宅から公
共工事の上下水道・浄化槽・リフォーム等の工事
に伴う、給排水など衛生配管の設備配管、管工事
を行います。

岩手県宮古市大字津軽石
１４－３８－４

有限会社　山舘設
備工事

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木作業員「建設」

1人

土木工事の現場作業全般に従事していただきま
す。一般住宅から公共工事の上下水道工事、浄化
槽工事、リフォーム工事等、幅広く行っていま
す。建設車両系の免許・資格があれば優遇しま
す。

岩手県宮古市大字津軽石
１４－３８－４

有限会社　山舘設
備工事

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

医療材料の管理及び院内搬
送

1人

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

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
１地割１１番地２６　岩
手県立宮古病院地下１階

株式会社　エフエ
スユニマネジメン
ト宮古事業所雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

菌床椎茸の栽培等

1人

菌床椎茸の栽培、集出荷にかかる作業（収穫、箱
詰め、パック詰め、箱作り）、菌床の製造、培養
にかかる作業となります。経験のない方には丁寧
に指導いたしますので、安心してご応募下さい。
特に力仕事はありません。

岩手県下閉伊郡岩泉町浅
内字下栗畑６８－１１

株式会社　岩泉き
のこ産業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

栄養士

1人

２０１７年６月から栄養士２人体制で献立作成、
材料等の発注等や厨房に入って調理師・調理員と
共に給食の作成を行っています。現栄養士と採用
させていただく方と正規雇用での栄養士２人体制
を整えたいと考えています。

岩手県宮古市西町３丁目
３－２６

学校法人　岩手キ
リスト教学園　認
定こども園　宮古
ひかり

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

クリンクルー（崎鍬ヶ崎）
１

2人

請負先施設内において、フロアのモップ掛け等の
清掃業務に従事していただきます。１フロアあた
り１名での作業になりますが、時間帯によって作
業フロアを移動します。


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

現場作業員「建設」≪急募
≫

2人

各作業現場において、土木作業に従事していただ
きます。土砂の掘削や埋め戻し、コンクリート打
設立の作業、その他付随する作業全般を行ってい
ただきます。現場には直行直帰となります。

岩手県宮古市太田１丁目
８番４号

株式会社　青山工
業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木工事監督「建設」≪急
募≫

1人

各作業現場において、管理業務全般に従事してい
ただきます。工程管理、安全管理、パソコンを使
用しての計画書、報告書などの書類作成、写真管
理等を行います。各現場への移動は社有車を使用
して直行直帰となります。

岩手県宮古市太田１丁目
８番４号

株式会社　青山工
業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理員（清寿荘）

2人

養護老人ホームの入所者等へ提供する食事の調理
業務に従事していただきます。朝食・夕食各５０
食の調理は１～２名で行っており、昼食８０食の
調理は４名体制で行っています。


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

調理員

1人

和・洋・中を中心にした飲食店（座席数１階４４
席、２階６０席）において厨房での業務を行って
いただきます。食材の準備や仕込み、盛付、食器
洗浄などをしていただきます。主に和食・寿司の
調理を担いつつ中華・洋食等の補助も行います。

岩手県下閉伊郡山田町川
向町１０－６

三陸味処　三五十

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

野菜栽培スタッフ（正社
員）

1人

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

岩手県宮古市花輪第１１
地割１０番地

上山農園

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

警備員・交通誘導警備員
（正社員／宮古）

5人

各種電話工事や建設工事に伴い、道路において歩
行者や一般車両、工事車両が安全に通行できるよ
うに誘導を行います。また、イベント会場や駐車
場、お祭り等において人や車両の誘導を行ってい
ただきます。

岩手県宮古市西ケ丘２丁
目１２番１号

トータルセキュリ
ティー　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）「介護」

1人

当施設は長期入所・短期入所あわせて利用者８０
名の施設です。主に利用者のケアプランの作成、
介護認定調査の実施、家族との連絡、相談、調整
などの業務を行っていただきます。


岩手県下閉伊郡山田町飯
岡第９地割２３－１

医療法人　晃生会
介護老人保健施設
さくら山雇用期間の定めなし

経験者 岩手県下閉伊郡山田町

美容師

1人

ヘアカット、カラー、パーマなど美容に関する一
般的な仕事及びその補助が主な業務になります。
技術に不安な方、経験の浅い方などは社内教育マ
ニュアルにより指導しますので、安心して応募し
てください。

岩手県宮古市末広町２－
１

株式会社ｂｅａｕ
ｔｙ・Ｉ

雇用期間の定めなし

又は 9時00分～18時30分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

支援相談員「介護」

1人

「介護老人保健施設　さくら山」利用希望者やご
家族に対しの相談業務、入所に伴う事前調査、入
所退所の調整やパソコンでの申請書類の作成、苦
情対応も行っていただきます。


岩手県下閉伊郡山田町飯
岡第９地割２３－１

医療法人　晃生会
介護老人保健施設
さくら山雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード・
エクセル）が出来る方 岩手県下閉伊郡山田町

介護職「介護」

3人

介護施設・通所リハビリテーション、もしくは入
所施設において、介護業務全般を担当します。各
担当部署で利用者の方の入浴、食事、排泄等の身
体介護や、レクリエーションの実施、運転や送迎
介助などの業務です。夜勤は４人体制となりま

岩手県下閉伊郡山田町飯
岡第９地割２３－１

医療法人　晃生会
介護老人保健施設
さくら山雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町



歯科衛生士
普通自動車免許ＡＴ (1) 8時30分～17時15分

143,616円～153,612円

正社員以外 不問 03030- 3180781
幼稚園教諭免許 変形（１年単位）

保育士 (1) 8時30分～17時00分
163,700円～167,700円

正社員 59歳以下 03030- 3181881
大型自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～16時30分
127,110円～127,110円

正社員 59歳以下 03030- 3182281
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
152,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030- 3183181
看護師

普通自動車免許ＡＴ (1) 8時30分～17時15分
152,000円～257,600円

正社員以外 不問 03030- 3184081
保育士 変形（１年単位）

(1) 7時00分～16時00分
177,000円～192,000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- 3189481
歯科衛生士 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～18時30分
167,000円～187,000円

正社員 不問 03030- 3190281
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

142,700円～170,000円 (2)20時00分～ 5時00分

正社員 18歳～59歳 03030- 3191181
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時00分
155,000円～155,000円 (2)10時00分～16時00分

正社員 59歳以下 03030- 3276581
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時00分
155,000円～155,000円 (2)10時00分～16時00分

正社員 45歳以下 03030- 3193381
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1)14時00分～22時30分
140,000円～230,000円

正社員 59歳以下 03030- 3194681
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- 3195981
普通自動車免許一種

(1) 9時00分～17時30分
150,000円～240,000円 (2) 9時00分～15時00分

正社員 59歳以下 03030- 3196581
普通自動車免許一種
自動車整備士（３級） (1) 9時00分～17時30分

180,000円～220,000円 (2) 9時00分～15時00分

正社員 59歳以下 03030- 3197481
理容師又は 変形（１年単位）

美容師
135,000円～230,000円

正社員 59歳以下 03030- 3198781
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
196,000円～228,000円

正社員 不問 03030- 3199881
車両系整地掘削用運転 変形（１年単位）

(1) 8時00分～20時00分
160,000円～250,000円 (2)20時00分～ 8時00分

正社員 64歳以下 03030- 3200981
中型一種（８ｔ限定）

(1) 8時00分～17時00分
156,000円～196,000円

正社員 59歳以下 03030- 3202481
普通自動車免許ＡＴ 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 不問 03030- 3203781
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
180,000円～220,000円

正社員 不問 03030- 3204881

7

土木作業員「建設」

2人

土木工事部にて各現場で土木作業を行っていただ
きます。
１チーム３～５人で土木現場を完成させる仕事で
す。各現場の世話役が指導いたします。
現場への移動は社用車にて乗合となりますが、直

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字合の山１２－４

株式会社　西倉工
務店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

土木施工管理技士

2人

土木工事部にて現場管理を中心に、工事の書類・
写真管理等を担当して頂きます。パソコンは、
ワード・エクセルのほかに、専用ソフトを使用し
ます。現場ではトランシット・レベルなどをお願
いします。使用方法は指導します。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字合の山１２－４

株式会社　西倉工
務店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

集配ドライバー

1人

荷物の配達および集荷（２～４トン車を使用し、
宮古・下閉伊・釜石地区全般への集配を行ってい
ただきます）。積み降ろし作業（主に手積みで重
量物もあります。パレット等積載の荷物は、
フォークリフトを使用し作業します）。フォーク

岩手県宮古市津軽石１０
－３５－３７

東北西濃運輸株式
会社　宮古営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

パソコン操作(ワード・エ
クセルを使って定型フォー
ムへの入力ができること)

発電維持・運搬作業（ボイ
ラー管理）

2人

木質バイオマス発電所内で、機械への燃料の投入
作業および構内での木材の運搬作業を行います。
バックホー、ローダー等を運転します。また、装
置の運転・操作・点検・保守等の業務にも従事し
ていただきます。

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

塗装工「建設」

2人

建築塗装作業全般の業務です。宮古市内の各現場
において、一般住宅や集合住宅の建築塗装作業を
していただきます。現場への移動は社用車を使用
し、乗り合いでの移動等相談に応じます。


岩手県宮古市大字山口４
丁目１－１

有限会社　菊池塗
装店

雇用期間の定めなし

塗装経験者 岩手県宮古市

美容師または理容師

1人

ヘアカット、カラー、パーマ、お顔そりなど理美
容に関する一般的な仕事および補助が主な業務で
す。技術に不安な方、経験の浅い方などは社内教
育マニュアルにより指導いたしますので、安心し
て応募してください。

岩手県下閉伊郡山田町中
央町６－２

有限会社　カット
インみなと

雇用期間の定めなし

又は 9時00分～18時30分
の間の8時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

整備士（有資格者）

1人

スズキ自動車、ダイハツ自動車の新車や中古車、
その他軽自動車などの車検整備、修理業務です。
中型自動車免許がある方は、納車業務の際にト
ラックを運転していただきます。


岩手県宮古市崎山第７地
割１番地５

有限会社　オート
センター梅沢

雇用期間の定めなし

整備士経験者 岩手県宮古市

自動車販売営業員（見習い
可）

1人

スズキ自動車、ダイハツ自動車の新車や中古車を
販売することが主な仕事です。納車の際にトラッ
クを運転する為、中型自動車の運転免許をお持ち
の方は尚よろしいですが、入社後の取得も可能で
す。

岩手県宮古市崎山第７地
割１番地５

有限会社　オート
センター梅沢

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

サービススタッフ

2人

ホテルおいて利用客に対する接客業務全般（フロ
ント、客室、レストラン等）に従事していただき
ます。
【フロント】チェックイン・チェックアウト時の
受付、清

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

パソコンの基本操作
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（寿司業務）

1人

ホテル厨房（メイン厨房及びダイニングキッチ
ン）で、寿司の業務を担当していただきます。食
材の仕込み・調理・盛り付け等・その他付随する
業務全般に従事していただきます。

岩手県宮古市日立浜町３
２－４

株式会社　浄土ヶ
浜パークホテル

雇用期間の定めなし

寿司業務経験者 岩手県宮古市

一般事務（本社・やすらぎ
ホール）≪急募≫

1人

葬儀依頼受付（電話、来客対応）、パソコンを使
用して葬儀の日程表、掲示物の作成、見積書、請
求書作成、清掃等になります。本社ホール間の物
品の届をお願いする事もあります。（社用車使
用）ホールで、セレモニー後片付け、清掃があり

岩手県宮古市板屋二丁目
７－２１

合同会社　さかき
仏具葬儀社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

マシンオペレーター

5人

当社は電化製品や自動車関係で使用されるコネク
タという電子部品を造っている会社です。マシン
オペレーターとは、コネクタを製造するために使
う機械の操作をするお仕事です。機械は、プレス
機、成形機、組立機械など様々です。

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

歯科衛生士

1人

歯科衛生士として、患者さんの口腔衛生指導、診
療介助・診療補助、治療器具の殺菌・消毒、院内
の清掃など付随する業務及び医師から指示された
業務全般に従事していただきます。


岩手県宮古市田老三王１
丁目１番３－２号

山本歯科医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

保育士「保育」

1人

保育所に入所している乳幼児（０～６歳）の保育
業務となります。現在入所児童３１名を８名で保
育しております。日常の遊び、保育記録、年行事
等も行います。


岩手県下閉伊郡山田町八
幡町７－１

社会福祉法人光明
福祉会　山田第二
保育所雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

看護師「看護」

2人

当院において看護業務に従事していただきます。
外来及び入院病棟での看護業務や、診療の補助及
び療養上の介助などを行います。また、主に岩泉
町内への訪問看護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１９－１

社会福祉法人　恩
賜財団　岩手県済
生会　岩泉病院雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

販売員（惣菜部門・正社
員）

1人

●商品売場の管理（パソコンを使用しての発注や
商品の陳列　業務など）　　　　　　　　　　
●部門の計数管理（売り上げの数値など）

●接客業務（お客様からの注文や商品場所案内な

岩手県下閉伊郡山田町山
田５－４１－１

株式会社　キクコ
ウストア　山田イ
ンター店雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

トラック運転手

1人

大型トラックの運転（運行範囲：宮古市内～東北
各地）をしていただきます。ベニヤ板・製材等の
建築資材や肥料等の荷物の積卸作業やトラックの
整備点検を行います。フォークリフト免許あれば
尚可ですが、なくても応募は可能です。

岩手県宮古市刈屋１４－
２０－１９

大信運送株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

幼稚園教諭・保育士「保
育」

3人

平成２７年１１月より「認定こども園宮古ひか
り」として開園いたしました。０歳から５歳児の
保育を行っています。経験によっては、クラス担
任として業務を行っていただきます。


岩手県宮古市西町３丁目
３－２６

学校法人　岩手キ
リスト教学園　認
定こども園　宮古
ひかり

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

歯科衛生士／健康課（小山
田）

1人

宮古保健センター健康課（小山田）に勤務となり
ます。乳幼児健康教室、健康相談、健康診査等に
かかる歯科保健指導業務をしていただきます。そ
の他、職員の指示のもと文書作成、郵便物発送・
収受、電話・来客対応となります。

岩手県宮古市新川町２－
１

宮古市役所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン（ワード・エク
セル）操作ができること 岩手県宮古市

セレモニースタッフ≪急募
≫

2人

本社ではセレモニーの打ち合わせ、場合によりご
自宅に訪問し打合せ（社用車使用）もあります。
ホールではセレモニーを行う為の準備、祭壇組
立、お花整理、香典返し品発注、参列者の誘導案
内、ホール清掃業務になります。

岩手県宮古市板屋二丁目
７－２１

合同会社　さかき
仏具葬儀社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市



普通自動車免許一種
(1) 8時30分～17時00分

182,000円～312,000円

正社員 59歳以下 03030- 3205281

(1) 0時00分～ 9時00分
155,000円～165,000円

正社員以外 18歳以上 03030- 3206181
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
140,000円～140,000円

正社員 59歳以下 03030- 3208381
看護師又は 変形（１年単位）
准看護師 (1) 8時30分～17時30分

175,000円～205,000円 (2) 8時30分～12時30分

正社員 59歳以下 03030- 3209681
調理師 変形（１年単位）

150,000円～180,000円

正社員 64歳以下 03080- 3245381
普通自動車免許ＡＴ
警備員指導教育責任者 (1) 9時00分～18時00分

258,000円～350,000円

正社員 18歳～59歳 04010-58531781
大型自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
195,300円～195,300円

正社員 不問 04080- 3603681
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時30分
160,000円～200,000円

正社員 40歳以下 05070- 2426581
建築大工技能士２級
型枠施工技能士２級 (1) 8時00分～17時00分

346,500円～462,000円

正社員以外 不問 07121- 1456881
車両系整地掘削用運転

(1) 8時00分～17時00分
369,600円～462,000円

正社員以外 不問 07121- 1457281

(1) 8時00分～17時00分
240,000円～300,000円

正社員以外 59歳以下 46060- 3290381
普通自動車免許ＡＴ

介護支援専門員 (1) 9時00分～18時00分
202,850円～202,850円

正社員 不問 03010-21790181
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
140,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03010-21836281
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
140,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03010-21839381
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
140,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03010-21843881
自動車整備２級ガソ 変形（１年単位）
自動車整備２級ジゼ (1) 8時00分～17時00分
自動車整備士（２級） 140,000円～200,000円

いずれか

正社員 59歳以下 03010-21846081
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 7時30分～16時30分
145,000円～220,000円 (2) 8時00分～17時00分

(3) 8時30分～17時30分

正社員 59歳以下 03010-21847381
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時45分～17時15分
154,000円～370,000円

正社員 59歳以下 03010-21937481

(1) 8時30分～17時15分
124,644円～143,208円

正社員以外 不問 03030- 3301281土木施工管理技士1級又
は

土木施工管理技士2級 (1) 8時00分～16時30分
普通自動車免許一種 200,000円～250,000円

正社員 不問 03030- 3307581

8

甲板員（起重機船での作
業）

1人

　
○北日本・東日本地区における各港の防波堤復旧
工事　　　　・北日本及び東日本地区の大震災等
で被災した防波堤の　　　復旧工事で起重機船に
よる海上での甲板員での復旧　　　　作業です。

鹿児島県いちき串木野市
汐見町５６番地

株式会社　マリン
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

5人

一般土木における建設車輛運転
・コンクリート工事現場
・除染作業（道路、農地等）現場
・型枠組み立て工事現場
・その他関連する現場

福島県相馬市尾浜字細田
２０９－５

福丸建設　株式会
社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

土木工事の経験者 岩手県宮古市、他

建設現場における型枠及び
大工作業

5人

一般土木による建設現場大工作業
・コンクリート工事現場型枠業務
・型枠組み立て現場、除染作業（道路、農地等）
現場での
　型枠作業

福島県相馬市尾浜字細田
２０９－５

福丸建設　株式会
社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市、他

営　業（宮古店）

1人

◎仏壇、墓石の営業、販売業務を行っていただき
ます。　　

＊担当エリアのお客様宅への訪問や、お店にいら
したお客様　に店頭で接客販売していただきま

秋田県湯沢市川連町字掵
の下１５１

株式会社　天治堂

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

大型ダンプ運転手

1人

〇大型ダンプによる運搬業務に従事して頂きま
す。

　・大型ダンプ（１０ｔ）で土砂や砕石等の運搬
業務

宮城県気仙沼市最知北最
知１９７－９

株式会社　ナダベ

雇用期間の定めなし

運転経験者 岩手県下閉伊郡田野畑村、他

営業所長候補［宮古市］

1人

警備関係の営業・業務・管理全般を行って頂きま
す。
具体的には
・新規顧客の開拓
・各種契約書の作成、契約の締結

宮城県仙台市青葉区国分
町１丁目７－１８　白蜂
広瀬通ビル２階

東洋ワークセキュ
リティ　株式会社

雇用期間の定めなし

営業経験者 岩手県宮古市

調理師（アイルーム山田
町）

1人

ホテル「アイルーム山田町」に宿泊するお客様に
提供する朝食及び夕食の調理業務を担当していた
だきます。

・簡単な調理、盛付け、配膳、食器洗浄、後片付

岩手県陸前高田市竹駒町
字館６３

株式会社　アグ
リ・フードシステ
ム雇用期間の定めなし

又は 5時00分～21時00分
の間の8時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

看護師「看護」

1人

院内において、医師の補助や患者さんのお世話
等、看護業務全般を担当して頂きます。診療介
助、処置、検査介助、注射、血圧、検温、服薬指
示対応等になります。その他に雑務も若干ありま
す。

岩手県宮古市西町三丁目
３番７号

林整形外科・内科
医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務員（正社員）

2人

経理、労務、人事業務の書類作成を担当していた
だきます。主にパソコンを使ってデータ入力、一
般会計、給与計算、予算決算、税務関係に関わる
書類作成、資材生産管理に係る事務処理、電話応
対など行っていただきます。その他付随した業務

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

パソコン（エクセル）操
作のできる方 岩手県宮古市

販売員／宮古千徳店

1人

コンビニエンスストア（ローソン宮古千徳店）で
の販売に係る業務です。接客やレジ、商品の品出
し、整理、店舗内外の清掃などを行います。仕事
に慣れてきた方には、商品の発注などの在庫管理
をお願いすることもあります。深夜時間帯は２名

岩手県宮古市上村１丁目
９番３５号

有限会社　かなざ
わ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

内装工（見習い可）「建
設」

1人

当社において主に久慈から陸前高田までの建設現
場における内装工事として天井・壁の軽量鉄骨の
下地組み・ボードなどの仕上げ工事及び付随する
業務を行っていただきます。工事エリアは東北一
円となります。社用車の運転業務もあります。

岩手県宮古市実田二丁目
４－４

有限会社　マルゼ
ン建装

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ケアマネジャー（八木沢）
「介護」

2人

ニチイケアセンター八木沢においての業務となり
ます。
・相談受付
・アセスメント、居宅サービス計画作成
・モニタリング

岩手県盛岡市盛岡駅西通
２－９－１　マリオスビ
ル　１２Ｆ

株式会社　ニチイ
学館　盛岡支店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

運搬作業とホダの品質管理
（菌床培養センター）

2人

（株）ミナカワ菌床培養センターにおいて、下記
の業務を行っていただきます。

・ホダの移動や品質管理
・工場から工場へホダの運搬作業（トラック使

岩手県盛岡市向中野２丁
目１９番３８号【求人票
郵送先指定あり】

株式会社　ミナカ
ワ　菌類栽培部

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

菌床の管理としいたけ栽
培、運搬作業（穴沢工場）

2人

（株）ミナカワ穴沢工場において、菌床の管理と
菌床しいたけの栽培や収穫作業を担当していただ
きます。合わせて品質管理等も行っていただきま
す。


岩手県盛岡市向中野２丁
目１９番３８号【求人票
郵送先指定あり】

株式会社　ミナカ
ワ　菌類栽培部

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

菌床の管理としいたけ栽
培、運搬作業（大川工場）

2人

（株）ミナカワ大川工場において、菌床の管理と
菌床しいたけの栽培や収穫作業を担当していただ
きます。合わせて品質管理等も行っていただきま
す。


岩手県盛岡市向中野２丁
目１９番３８号【求人票
郵送先指定あり】

株式会社　ミナカ
ワ　菌類栽培部

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

自動車整備（オートサービ
ス）

2人

（株）ミナカワ　オートサービスにおいて自動車
整備の業務を担当していただきます。
・自動車の修理・整備
　故障車両の修理及び車検点検、オイル交換、タ
イヤ交換等　の一般整備

岩手県盛岡市向中野２丁
目１９番３８号【求人票
郵送先指定あり】

株式会社　ミナカ
ワ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

ガソリンスタンドスタッフ
（小川バイパス給油所）

1人

小川バイパス給油所において、下記業務を行って
頂きます。
・スタンドでのサービス業務（給油・タイヤ交換
等）
・灯油の配達業務（岩泉町近郊エリア）

岩手県盛岡市向中野２丁
目１９番３８号【求人票
郵送先指定あり】

株式会社　ミナカ
ワ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

現場監督（宮古支店）「建
設」

1人

住宅建築現場の
・安全管理
・品質管理
・工程管理（材料等の手配）
・予算管理（発注等）

岩手県盛岡市北飯岡１丁
目１－８２

パルコホーム
（株式会社　日盛
ハウジング）雇用期間の定めなし

現場監督経験者「建設」 岩手県宮古市、他

事務補助員／総務課（臨時
職員）

1人

宮古市役所総務課に勤務となります。平成３０年
住宅・土地統計調査、２０１８年漁業センサスの
事務補助業務で主に調査票のチェック、調査区地
図の整理などや電話対応業務を行っていただきま
す。

岩手県宮古市新川町２－
１

宮古市役所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

パソコン（ワード・エク
セル）操作ができること 岩手県宮古市

土木施工管理技士「建設」

1人

現場管理業務全般となります。主に土木現場にて
管理業務となり、道路・水路・上下水道等におい
ての土木工事現場において、施工計画の作成・工
程管理、安全管理等を行います。各現場への移動
は、社有車を使用します。

岩手県下閉伊郡岩泉町二
升石字坂の下３－１

有限会社　三上建
設

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

現場管理経験
パソコン操作（エクセ
ル・ワード）できる方



普通自動車免許一種 変形（１年単位）
(1) 8時20分～17時00分

128,105円～128,105円

正社員 65歳以下 03030- 3308481
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
159,600円～193,800円

正社員 30歳以下 03030- 3309781
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

140,000円～149,000円 (2) 9時00分～18時00分
(3) 9時30分～18時30分

正社員 60歳以下 03030- 3310081
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
145,000円～145,000円

正社員以外 不問 03030- 3312681
土木施工管理技士１級 変形（１ヶ月単位）
普通自動車免許一種 (1) 8時00分～17時00分

250,000円～300,000円

正社員 64歳以下 03030- 3313981
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
140,000円～149,000円

正社員 60歳以下 03030- 3315481
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

195,000円～300,000円 (2)13時00分～22時00分
(3)22時00分～ 8時00分

正社員 64歳以下 03030- 3321981
変形（１年単位）
(1) 8時10分～17時10分

126,936円～126,936円

正社員 64歳以下 03030- 3322581
変形（１年単位）
(1)10時00分～20時00分

180,000円～180,000円

正社員 不問 03030- 3323481
変形（１年単位）
(1)10時00分～20時00分

150,000円～150,000円

正社員 不問 03030- 3324781
大型自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
184,000円～230,000円

正社員 69歳以下 03050- 6274381
移動式クレーン運転士
大型自動車免許一種 (1) 8時00分～17時00分

230,000円～345,000円

正社員 69歳以下 03050- 6276981
移動式クレーン運転士

(1) 8時00分～17時00分
230,000円～345,000円

正社員 69歳以下 03050- 6291981
大型自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
184,000円～230,000円

正社員 69歳以下 03050- 6292581
準中型自動車免許 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
173,250円～184,800円

正社員以外 59歳以下 03100- 2371481
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
土木施工管理技士２級 (1) 8時00分～17時00分

180,000円～240,000円

正社員 59歳以下 03100- 2372781
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
184,000円～195,500円

正社員 59歳以下 03100- 2375181
普通自動車免許ＡＴ

(1) 5時00分～ 7時30分
180,000円～200,000円 (2)17時00分～21時00分

正社員 不問 27080-24956581
普通自動車免許ＡＴ

(1) 5時00分～ 7時30分
280,000円～300,000円 (2)17時00分～21時00分

正社員 不問 27080-24963681
普通自動車免許ＡＴ

(1) 5時30分～ 8時00分
280,000円～300,000円 (2)16時00分～20時00分

正社員 不問 27080-24965581
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経理事務兼商品検査

1人

経理事務は給与計算、請求書作成（パソコン操
作）、納品伝票作成（手書き）保険手続き、電話
来客対応、銀行用務（社用車使用空きがない場合
は自家用車）、その他商品検査を行います。検
品、数量確認、出荷業務となります。

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

土木施工管理補助「建設」

1人

土木施工における現場管理の補助を行いながら業
務を覚えていただきます。一般住宅から道路・河
川などの公共事業の工事現場において測量補助、
品質・工程管理やそれに伴う書類作成を行いま
す。

岩手県下閉伊郡田野畑村
羅賀２６８－１

佐藤建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード・
エクセル）のできる方

岩手県下閉伊郡田野畑村、他

厨房調理／正社員

1人

レストランにてメニュー（麺類、定食等）の仕込
み、食材処理、調理業務全般を行います。スタッ
フは４名おります。他法事料理、弁当の調理もあ
ります。


岩手県宮古市川内８－２ 株式会社　川井産
業振興公社

雇用期間の定めなし

調理経験 岩手県宮古市

品質管理／宮古工場／契約
社員

1人

マイクロコネクタの評価をしていただきます。新
製品、既存製品、金型検定、品質解析などの品質
管理業務をおこないます。社用車を使用した外出
用務があります。（範囲は市内等）

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
場雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

土木技術者「建設」

1人

土木工事の現場管理を行います。主に道路工事、
治山工事などを請け負っています。書類作成の
他、現場代理人として施工管理及び指揮監督業務
を行っていただきます。


岩手県宮古市小山田三丁
目６－７

三浦重機　株式会
社

雇用期間の定めなし

経験者 岩手県宮古市

配達員兼製造係／正社員

1人

配達は商品仕分け、箱入れ商品の箱作り、伝票出
し、商品積込み（ワンボックス車）、得意先へ注
文を取りながら配送、エリアは盛岡市、宮古市、
山田町等になり、百貨店、ホテル道の駅などにな
ります。帰社後は商品整理、日報記入（ＰＣ入力

岩手県宮古市川内８－２ 株式会社　川井産
業振興公社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

フロントスタッフ
（正社員広域職）

1人

ホテルに関する業務全般、フロント業務、電話対
応、予約受付、確認（パソコン使用）フロント業
務が中心となりますが、状況によりレストラン業
務（接客、配ぜん、片付け等）も行って頂きま
す。

岩手県宮古市藤の川１５
番地３８号

ルートインジャパ
ン株式会社　　ホ
テルルートイン宮
古

雇用期間の定めなし

パソコン入力操作程度 岩手県宮古市、他

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
場雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理兼ホール（王将）

1人

中華料理店での調理業務全般を行います。食材の
仕込み、調理、盛り付け、食器洗い、清掃などに
なります。餃子が看板商品ですが、その他に定
食、麺類、ご飯物、揚げ物、サイドメニュー、デ
ザートなどの調理もあります。

岩手県宮古市大通４丁目
４－２０　２Ｆ

株式会社　マルセ
イユ　大阪王将宮
古店雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理見習い（王将）

1人

中華料理店での調理業務全般を行います。食材の
仕込み、調理、盛り付け、食器洗い、清掃などに
なります。餃子が看板商品ですが、その他に定
食、麺類、ご飯物、揚げ物、サイドメニュー、デ
ザートなどの調理もあります。

岩手県宮古市大通４丁目
４－２０　２Ｆ

株式会社　マルセ
イユ　大阪王将宮
古店雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

大型ダンプ運転手（宮古営
業所）

1人

◇建設工事用資材や関連部材の荷積み・荷降ろし
の　　　
　配送業務全般



岩手県一関市弥栄字下谷
起６６－２

一般社団法人　東
北労働支援組合

雇用期間の定めなし

経験者 岩手県宮古市

移動式クレーンオペレー
ター（宮古営業所）

1人

◇移動式クレーンを使用し各現場での資材・機械
などの　　　吊り上げ作業

◇建設現場でクレーン操作業務


岩手県一関市弥栄字下谷
起６６－２

一般社団法人　東
北労働支援組合

雇用期間の定めなし

２５ｔ・５０ｔ以上のク
レーンを操作経験者 岩手県宮古市

移動式クレーンオペレー
ター（宮古営業所）

1人

◇移動式クレーンを使用し各現場での資材、機械
などの
　つり上げ作業。
・建設現場でのクレーン操作業務。
・管理者の指示に従って資材の運搬等の作業をし

岩手県一関市城内６－１
２

一般財団法人　建
設工事共同企業体
Ｔ・Ｂ・Ｉ雇用期間の定めなし

２５ｔ、５０ｔクレーン
経験者 岩手県宮古市

大型ダンプ運転手（宮古営
業所）

1人

◇建設工事用資材や関連部材の荷積み、積み降ろ
しの
　配送業務全般。

・土木工事現場、建設工事現場にてダンプによる

岩手県一関市城内６－１
２

一般財団法人　建
設工事共同企業体
Ｔ・Ｂ・Ｉ雇用期間の定めなし

経験者 岩手県宮古市

土木作業員　　　　　「建
設」

3人

◆土木、建築、公共工事による土木作業の業務を
行っていた　だきます。

　・河川、道路工事の土木作業
　・重機の手元作業

岩手県久慈市大川目町１
３－１０４－１７

有限会社　十門地
建設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

現場代理人　　　　　「建
設」

1人

◆現場の管理・監督（公共土木工事等）業務を
行っていただ　きます。

・公共工事施工管理、工程管理
・発注者との打合わせ事務

岩手県久慈市大川目町１
３－１０４－１７

有限会社　十門地
建設

雇用期間の定めなし

現場経験者
「建設」 岩手県宮古市、他

大型ダンプ運転手
　　　　　　　　　　「建

2人

【主な業務内容】

・大型ダンプ（１０ｔ車）にて久慈管内（久慈
市、野田村、　洋野町、普代村）及び田野畑の工
事現場間を土砂、コン　　クリートなどの運搬作

岩手県久慈市川貫７－５
９－２７

有限会社　普代貨
物自動車工業

雇用期間の定めなし

大型ダンプ経験者【必
須】

岩手県下閉伊郡田野畑村、他

寮の管理・賄い（津軽石
寮）　（岩手県宮古市）

2人

○管理業務
・入退寮の把握
・簡単な事務処理

○調理業務

堺市堺区出島海岸通２丁
３番２４号

青雲産業　株式会
社

雇用期間の定めなし

調理経験者 岩手県宮古市

寮の管理・賄い（下条地区
大沢寮）

1人

○宿舎の管理業務
・入退寮の把握
・簡単な事務処理

○調理業務

堺市堺区出島海岸通２丁
３番２４号

青雲産業　株式会
社

雇用期間の定めなし

調理経験者 岩手県下閉伊郡山田町

寮の管理・賄い（大沢第二
寮）

2人

○宿舎の管理業務
・入退寮の把握
・簡単な事務処理

○調理業務

堺市堺区出島海岸通２丁
３番２４号

青雲産業　株式会
社

雇用期間の定めなし

調理経験者 岩手県下閉伊郡山田町



普通自動車免許一種
(1) 8時00分～16時45分

155,000円～155,000円

有期雇用派遣 不問 03010-22147981
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 9時00分～18時00分
135,000円～175,000円

正社員 59歳以下 03030- 3325881
看護師

准看護師 (1) 8時30分～17時15分
122,800円～205,800円

正社員以外 不問 03030- 3326281
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～140,000円

正社員 59歳以下 03030- 3327181
移動式クレーン運転士
大型特殊自動車一種 (1) 8時00分～17時00分
普通自動車免許一種 164,800円～247,200円

正社員 不問 03030- 3328081
普通自動車免許一種

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 231,000円～359,000円

正社員 59歳以下 03030- 3329381
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

自動車検査員 (1) 8時30分～17時30分
200,000円～212,500円

正社員 不問 03030- 3331481
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
自動車整備士（３級） (1) 8時30分～17時30分

184,800円～200,000円

正社員 不問 03030- 3332781
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
172,800円～216,000円

正社員 59歳以下 03030- 3333881
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
215,100円～215,100円

正社員以外 不問 03030- 3334281
車両系基礎工事用運転 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

203,150円～215,100円

正社員 59歳以下 03030- 3335181
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
130,000円～150,000円

正社員 64歳以下 03030- 3336081
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) 8時00分～17時00分

140,000円～180,000円

正社員 64歳以下 03030- 3337381
建築施工管理技士２級 変形（１ヶ月単位）
土木施工管理技士２級 (1) 8時00分～17時00分

建築士（２級） 180,000円～350,000円
いずれか

正社員 64歳以下 03030- 3338681
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) 8時00分～17時00分

209,700円～300,000円

正社員 64歳以下 03030- 3339981
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) 8時00分～17時00分

160,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030- 3340781
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
143,720円～300,000円

正社員 不問 03030- 3341881
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時15分
130,000円～130,000円

正社員以外 不問 03030- 3342281
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
159,422円～188,822円

正社員 40歳以下 03030- 3343181
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
159,422円～188,822円

正社員以外 不問 03030- 3345381
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スーパーマーケットの販売
スタッフ

1人

生鮮（青果、水産、食肉、惣菜）、グロサリー
（日配、食品、雑貨）のいずれかの部門に配属
し、店舗において商品作り、陳列、接客業務を
行ってもらいます。配達等がある為、社用車（Ｍ
Ｔ・ＡＴ）を運転する場合があります。入社後、

岩手県下閉伊郡山田町中
央町５－６

びはん　株式会社

雇用期間の定めなし

又は 7時00分～21時30分
の間の8時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

スーパーマーケットの販売
スタッフ／正社員以外

1人

生鮮（青果、水産、食肉、惣菜）、グロサリー
（日配、食品、雑貨）のいずれかの部門に配属
し、店舗において商品作り、陳列、接客業務を
行ってもらいます。配達等がある為、社用車（Ｍ
Ｔ・ＡＴ）を運転する場合があります。入社後、

岩手県下閉伊郡山田町中
央町５－６

びはん　株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 7時00分～21時30分
の間の8時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

現場作業員「建設」

1人

一般住宅の給排水設備工事全般及び地盤調査。一
般住宅（新築及びリフォーム物件）の上水道・下
水道に関連する水回りの給排水工事と、住宅建築
に伴う土地の状態調査を行っていただきます。現
場は主に宮古市及びその近郊となります。社用車

岩手県宮古市田鎖第５地
割３４－７

有限会社ジオニッ
ク・フロント

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般事務

1人

一般事務業務を行っていただきます。電話対応、
来客対応（お茶出しあり）、簡単な清掃業務、会
議資料・ワード、エクセルを使った簡単な書類の
作成、総務事務補助、その他関連する業務をお願
いします。

岩手県宮古市大字津軽石
第１３地割４８８－１

岩手県農業共済組
合　宮古地域セン
ター雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）
パソコン操作（ワード・
エクセル基本操作） 岩手県下閉伊郡岩泉町

大工（経験者）「建設」

2人

建築工事全般に従事していただきます。現場は主
に宮古・山田地区となります。基本として社用車
に乗り合いで現場に向かいますが、場合により直
行・直帰となることがあります。


岩手県宮古市太田一丁目
８番２０号

有限会社　乙戸建
設

雇用期間の定めなし

大工経験 岩手県宮古市

土木作業（見習可）「建
設」

1人

住宅の基礎工事、型枠工事、その他公共事業など
の土木作業全般を担当していただきます。現場は
主に宮古・山田地区となります。車両系資格お持
ちの方には重機操作もお願いします。資格の無い
方の応募も可能ですのでご相談ください。

岩手県宮古市太田一丁目
８番２０号

有限会社　乙戸建
設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

大工見習い「建設」

2人

一般住宅の建築工事全般に従事します。各現場に
おける大工の見習いを募集します。現場の清掃や
資材の準備、運搬などの作業から始めていただき
ます。


岩手県宮古市太田一丁目
８番２０号

有限会社　乙戸建
設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

建築施工管理・土木施工管
理（見習可）「建設」

2人

工事現場の施工管理業務を行います。土木工事と
建築工事の現場管理、積算見積、パソコンでの工
事関連書類作成、ＣＡＤを使用しての図面作成、
お客様との打合せなどを行っていただきます。基
本として、１人１つの現場を受け持ちます。

岩手県宮古市太田一丁目
８番２０号

有限会社　乙戸建
設

雇用期間の定めなし

パソコン操作出来る方 岩手県宮古市

重機オペ運転手及びとび土
工

1人

各工事現場において、重機による掘削等土工事を
行っていただくほかに、とび・土工作業員として
工事作業全般に従事していただきます。主な工事
現場は沿岸地域となります。


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

重機運転経験 岩手県宮古市

事務全般

1人

建設業に関する事務業務全般を行っていただきま
す。一般住宅・土木や公共工事に関する各種書類
作成、パソコン入力、電話・来客対応、掃除、ポ
スティング等です。年に数回程度、イベント等で
日曜・祝日出勤の場合があります。経験のない方

岩手県宮古市太田一丁目
８番２０号

有限会社　乙戸建
設

雇用期間の定めなし

パソコン（ワード・エク
セル）出来る方 岩手県宮古市

普通作業員「建設」

1人

土木工事、舗装工事、管工事全般に従事します。
主に公共工事で、重機の手元として機械では対応
できない細部の作業などの手作業となり、その
他、付帯する手作業全般を行っていただきます現
場移動は、社用車乗合となります。

岩手県下閉伊郡岩泉町袰
綿字浦場６５－１

有限会社　澤里土
木工業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

鳶工及び土工／経験者「建
設」≪急募≫

3人

各現場において、工事作業全般に従事していただ
きます。鳶土工工事作業員を主としています。主
な現場は沿岸地域となり、現場へは会社より社用
車での移動となります。


岩手県宮古市山口一丁目
４－２５

株式会社　オガサ
ワラ産業

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

建設経験者 岩手県宮古市

自動車検査・自動車整備

2人

自動車検査員業務を中心に行っていただくほか、
自動車整備全般（車検・点検・一般整備）を行い
ます。また、車両の引取り及び納車、洗車、その
ほか指示された業務を行っていただきます。


岩手県下閉伊郡山田町織
笠１２－２－７１

三陸自動車商会
有限会社

雇用期間の定めなし

自動車検査員経験
岩手県下閉伊郡山田町

フロント業務

1人

フロント業務に従事します。入庫車両の受付及び
受入業務、見積書、請求書、指示書の作成（専用
ソフトを使用）、部品発注等の手配、お客様対
応、整備士への指示などを行います。


岩手県下閉伊郡山田町織
笠１２－２－７１

三陸自動車商会
有限会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

パソコン操作（基本入
力）

自動車整備経験

移動式クレーンオペレー
ター

3人

建設現場（トンネル、橋工事）等で重量物のつり
上げ及び降ろし作業移動式クレーンのオペレー
ターの仕事です。クレーンの種類は１３、２５、
５０、６５、７０ｔがあります。


岩手県宮古市藤原一丁目
２－１１

有限会社　佐藤ク
レーン

雇用期間の定めなし

クレーンオペレーター経
験者

岩手県宮古市

土木施工管理技士「建設」

1人

土木工事、舗装工事、管工事現場の施工管理、現
場監督に従事していただきます。安全管理、パソ
コンを使用し書類作成、現場状況の写真管理、完
成図書作成なども行います。


岩手県下閉伊郡岩泉町袰
綿字浦場６５－１

有限会社　澤里土
木工業

雇用期間の定めなし

現場施工管理経験 岩手県下閉伊郡岩泉町、他

看護師「看護」

1人

患者さんの検温、血圧測定、注射、その他医師の
指示に基づき、看護業務全般を行っていただきま
す。

※国保田野畑村診療所での勤務となります。

岩手県下閉伊郡田野畑村
田野畑１４３－１

田野畑村役場

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）の操作ができる方

岩手県下閉伊郡田野畑村

一般事務

1人

パソコンを使用した書類作成、請求書作成、デー
タ入力、来客対応、電話応対などの事務業務とな
ります。また役所等への書類提出、銀行回り、集
金等に従事していただきます。その際には社用車
を使用していただきます。

岩手県宮古市上鼻二丁目
６番７５号

株式会社　伊藤礦
業所

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

肥料製造（宮古市）

1人

派遣先事業所において下記の業務を行っていただ
きます。
・肥料を製造する業務
・出荷補助、１０～１５ｋｇの肥料の積み上げ業
務

岩手県盛岡市向中野３丁
目１８番２０号　２Ｆ
アクエリアスビル

株式会社　エムア
ンドエム　盛岡営
業所雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

自動車鈑金塗装工

1人

事故車等自動車鈑金、塗装業務全般を行います。
自動車の車体のへこみやキズ等を修理し、修復箇
所を塗装する作業を行っていただきます。その他
に修理車両の引取り、納車、回送、洗車等の業務
もあります。仕事は親切丁寧に教えます。経験が

岩手県宮古市長根二丁目
５－１７

有限会社　宮古ボ
デー

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市



理学療法士又は
作業療法士 (1) 8時30分～17時30分

普通自動車免許ＡＴ 200,000円～350,000円

正社員 64歳以下 03030- 3346681
看護師又は
准看護師 (1) 8時30分～17時30分

普通自動車免許ＡＴ 220,000円～300,000円

正社員 64歳以下 03030- 3347981
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
209,000円～231,000円

正社員以外 不問 03100- 2406181

(1) 8時00分～17時00分
188,000円～305,500円

正社員 不問 44010-25694381
大型自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
188,000円～235,000円

正社員 不問 44010-25696981

11

大型ダンプ運転手（大分本
社または岩手支店）

2人

「セイエイ開発　本社（大分市松岡）または岩手
支店（岩手市宮古市藤の川）」にて、大型ダンプ
（１０ｔ）運転手業務

作業現場や災害復旧現場にて、土や砕石の運搬を

大分県大分市大字松岡５
１６２番地の１

セイエイ開発

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

型枠大工　　　　　　「建
設」

2人

◆ＰＣ橋梁における型枠、足場組立工事全般
（高所での作業が主となり、機敏性、体力を要し
ます）



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

15人

一般土木作業全般
・生コン打設
・重機オペレーター
・枠組み
・大型ダンプの運転

大分県大分市大字松岡５
１６２番地の１

幸大株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

理学療法士または作業療法
士

1人

デイサービス利用者１０名～１５名の方の機能訓
練を行います。また利用者の家庭（３件～４件）
を訪問し、状況にあった身体や作業の機能訓練を
行います。主に午前中がデイサービス、午後が訪
問サービスとなります。訪問エリアは宮古市内で

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

看護師「看護」

1人

訪問看護を行います。利用者様宅へ訪問し在宅療
養の支援をしていただきます。採用後しばらくは
２人１組での訪問となります。訪問時は社用車
（ＡＴ軽自動車）を使用します。
訪問のない時間帯には、場合によりデイサービス

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


