
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時00分

127,064円～127,064円

正社員 69歳以下 03030- 3774081
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

140,000円～200,000円

正社員 64歳以下 03030- 3775381
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1) 8時30分～17時30分
133,056円～155,520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- 3776681
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- 3778581

(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- 3779481
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
160,000円～230,000円

正社員 59歳以下 03030- 3780281
普通自動車免許ＡＴ

(1)10時00分～21時00分
133,000円～250,000円

正社員 40歳以下 03030- 3781181
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
132,000円～140,000円

正社員 64歳以下 03030- 3782081
変形（１年単位）
(1) 8時00分～16時50分

130,873円～134,652円

正社員 59歳以下 03030- 3783381
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～18時00分
160,000円～210,000円

正社員以外 不問 03100- 2779781
変形（１ヶ月単位）

168,100円～235,000円

正社員以外 不問 10020-18504781

(1) 8時30分～17時15分
126,895円～146,985円

正社員以外 不問 03030- 3762781
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時20分～17時00分
133,300円～133,300円

正社員 65歳以下 03030- 3764281
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
138,880円～160,059円 (2) 6時00分～15時00分

(3)15時00分～ 8時30分

正社員 64歳以下 03030- 3766081
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- 3767381

(1) 9時00分～17時00分
150,000円～170,000円

正社員 30歳以下 03030- 3773181
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

268,400円～341,600円

正社員 59歳以下 04010-70406481
土木施工管理技士２級

(1) 8時30分～17時30分
400,000円～550,000円

正社員 59歳以下 04010-70428381
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     （10月22日時点の内容です）

　　１０月１６日　から　１０月２２日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は　１１月１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

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

介護員（通所）「介護」

1人

通所リハビリテーション（デイケア）の介護業務
を行います。おおよそ２０名の利用者を介護（食
事、入浴、排せつ、健康管理、自立支援、レクリ
エーション、送迎等）いたします。現在５名の介
護員で担当しています。

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

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

金型設計者

1人

当社は電化製品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。金型設計者は、コネ
クタ製造に必要なモールド金型・プレス金型の設
計をするお仕事です。設計ソフト（ＣＡＤ）を
使って必要な部品設計をしていただきます。

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

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

営業（宮古）≪急募≫

1人

一般住宅・マンション・アパート等建築物の外
壁・屋根塗装工事の営業です。また塗装工事が必
要と思われる住宅等へのポスティング作業も担当
していただきます。パソコンによる見積書等の作
成も行います。

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

パソコン操作（ワード・
エクセル）の出来る方 岩手県宮古市

調理スタッフ（見習い可）
／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

岩手県下閉伊郡山田町

事務員

1人

事務員として、パソコン（ワード・エクセル）を
使用しての各種書類の作成、郵便物収受、銀行や
郵便局への用務などに従事していただきます。



岩手県宮古市鍬ケ崎上町
１－２５

マルヨシタクシー
有限会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務

1人

当社はゴムパッキンの製造を行っております。事
務所内において電話・来客対応、パソコンを使用
し納品書作成、製品梱包作業、発送、清掃等行い
ます。慣れるまでは、指導しますので、安心して
ご応募下さい。経理関係は予定しておりません。

岩手県下閉伊郡山田町大
沢４－２０－１４０

ツインスターテク
ノロジー株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

営業職

1人

◆事業所を拠点とし、営業全般業務を担当してい
ただきま　　す。

＊顧客をメインとし、青森県八戸市～岩手県宮古
市の範囲を　自家用車使用にて訪問していただき

岩手県久慈市川貫５－２
０－１７０

有限会社　第一ラ
イフトラスト

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

簡単なＰＣ操作（ワー
ド・エクセル） 岩手県宮古市、他

エリア社員／店舗スタッフ
／宮古店／３０１６／急募

1人

主に次のような店舗内業務をお願いします。
　＊販売業務
　　（小物家電製品、理美容用品、調理家電な
ど）
　＊店内の各売り場でのレジ会計

群馬県高崎市栄町１番１
号

株式会社　ヤマダ
電機

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は10時00分～21時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

事務補助（臨時職員）

1人

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

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字松橋２４－３

沿岸広域振興局
土木部　岩泉土木
センター雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
パソコン操作（ワード・
エクセル）のできる方 岩手県下閉伊郡岩泉町

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

介護員（グループホーム職
員）

1人

認知症介護全般を行います。主な仕事は食事、入
浴、排泄の介助やレクの支援、通院介助などを行
います。９名の入居者の方を、職員８名で対応し
ています。通院介助の際は社用車（ＡＴ車）を使
用します。経験者優遇します。

岩手県下閉伊郡山田町大
沢４－３８－５

有限会社ヘルパー
はうす

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

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

船舶機械修理員補助

1人

小型船舶、レジャーボート等のエンジン修理等補
助を行います。修理は自社工場修理と現場修理と
なります。現場修理の移動は社用車となります。
主な取引先は、漁師の方となり、エリアは宮古市
（重茂地区、田老地区）山田町となります。未経

岩手県宮古市神林８－１ ヤマザキマリン株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木作業員［盛岡市／釜石
市／宮古市］

3人

主に護岸工事、道路改良、造成などに伴う土木作
業・ダンプ積み込み、吊り作業になります。


＊現場は岩手県（釜石・宮古）です。

宮城県仙台市青葉区北目
町２－３９　東北中心ビ
ル６Ｆ

株式会社　ファー
イーストマネジメ
ント雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

発注者支援業務

1人

国土交通省東北地方整備局による公共工事の発注
者支援、
施工管理、工事関係資料作成、積算等の補助業務
に従事して頂きます。


宮城県仙台市青葉区小田
原５丁目２－５６　スタ
ジオサイキビル２階

株式会社　エム
エーシー　仙台支
店雇用期間の定めなし

国交省発注土木工事の施
工管理経験者 岩手県下閉伊郡田野畑村、他

◎ 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
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平成３０年１０月２５日発



(1) 9時00分～17時30分
166,700円～245,680円

正社員 59歳以下 04010-70540681

(1) 9時00分～17時30分
166,700円～245,680円

正社員 59歳以下 04010-70561881
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～18時30分
146,200円～146,200円

正社員以外 不問 13130-33906681
変形（１年単位）
(1) 8時00分～18時00分

184,000円～414,000円

正社員 59歳以下 03010-25674881
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～18時00分
180,000円～400,000円

正社員 59歳以下 03010-25676181

(1)10時00分～19時00分
168,000円～168,000円

有期雇用派遣 不問 03010-25677081
変形（１年単位）
(1) 8時00分～16時50分

130,873円～134,652円 (2)17時00分～ 1時50分

正社員 18歳～59歳 03030- 3754781

(1) 8時30分～17時15分
124,644円～143,208円

正社員以外 不問 03030- 3757181
変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～16時00分

138,240円～146,880円

正社員 不問 03030- 3760581
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
282,000円～325,000円

正社員 59歳以下 03060- 6480981
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
282,000円～325,000円

正社員 59歳以下 03060- 6484881

(1) 8時00分～17時30分
172,500円～172,500円

正社員 45歳以下 03100- 2762881
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 04010-70118481
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 04010-70122681
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
200,000円～380,000円

正社員 不問 13010-30151082

(1) 9時00分～17時45分
135,856円～184,058円 (2) 8時30分～17時15分

(3) 5時30分～14時15分

正社員以外 不問 03030- 3733081

(1) 9時00分～17時00分
150,000円～160,000円

正社員 不問 03030- 3734381
保育士 変形（１ヶ月単位）

幼稚園教諭免許 (1) 7時00分～16時00分
いずれも 179,600円～199,600円 (2) 8時00分～17時00分

(3) 8時30分～17時30分

正社員以外 不問 03030- 3737581
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
200,970円～231,000円

正社員 59歳以下 03030- 3739781
採石業務管理者

火薬類取扱責任者甲種 (1) 8時30分～16時30分
火薬類取扱責任者乙種 294,000円～343,000円

正社員 不問 03030- 3740081

2

採石業務管理者

1人

ダイナマイトを使用しての砕石・砂利の掘削作
業、重機運転（ショベルカー、バックホー、ク
レーン等使用）をしての積み込み・整地作業、砕
石業務管理等を担当していただきます。


岩手県宮古市蟇目第８地
割９１番地２

刈田砕石有限会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ダンプ運転手

1人

大型ダンプ（１０ｔ）の運転業務を行います。建
設資材（砂利等）の運搬業務、積み込みはバック
ホーにて行い、特に手作業での積み込み作業はあ
りません。主な現場としては、田野畑・岩泉・普
代・宮古・久慈など近隣の市町村となります。

岩手県下閉伊郡田野畑村
和野１５－２４

県北運輸有限会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

保育士／豊間根保育園
「保育」

1人

保育所に入所している児童（０～６歳児）への保
育業務になります。児童の年齢により対応人数は
異なりますが、常時複数で対応します。担任は他
におりますので、担任の補助を行っていただきま
す。

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根３－１７７－１０

社会福祉法人　三
心会　豊間根保育
園雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

接客係／正社員・宮古魚菜
市場店・丼の店おいかわ

1人

丼物・定食のお店です。注文されたメニューを厨
房に伝え、料理が出来上がるまでにお膳の準備、
出来上がった料理を配膳し、食事の済んだお客様
の会計と下膳をします。この他、盛り付け等の調
理補助、皿洗い、店内外の清掃などを行っていた

岩手県宮古市板屋３丁目
２－６

株式会社　ダイニ
ング

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理補助

4人

入院患者さん（約２００食、７～８名体制）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、盛り付けのになり、食器洗
浄業務はありません。まれに欠員があった際、県
立山田病院（約１５食、４～５名体制）に出張す

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

ＣＡＤオペレーター（土
木）／岩手県宮古市

1人

官公庁より発注される土木工事の設計補助業務

＊受注が多く、増員募集しております。

＊実績については当社ＨＰをご覧下さい。

東京都千代田区神田司町
２－９－１　第一高田ビ
ル３階

株式会社　エム
エーシー

雇用期間の定めなし

実務経験１年以上
ＡｕｔｏＣＡＤのスキル 岩手県宮古市

現場監督（土木）［岩手
県］

1人

造成・舗装・橋梁・トンネル・護岸等、様々な現
場での土木施工管理を行っていただく仕事です。
多種多様な物件に携わることも可能ですので、就
業環境に関してのご相談はお気軽にどうぞ。
＊ブランクがある方も歓迎します！

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 岩手県宮古市、他

現場監督（建築）［岩手
県］

1人

マンション・オフィスビル・商業施設・病院・工
場等、様々な現場での建築施工管理を行っていた
だく仕事です。
多種多様な物件に携わることも可能ですので、就
業環境に関してのご相談はお気軽にどうぞ。

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 岩手県宮古市、他

アルミサッシ取付工見習い

1人

　・ドア、窓枠に係るアルミサッシの取付業務
　・窓枠、鋼整建具を水平に止める
　・窓枠など動かないように溶接する
　・ドアチェックをビスで取り付ける
　・作業後の清掃

岩手県久慈市天神堂第３
５ー１４－３

片岸工業　　片岸
四雄

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

修理（岩泉営業所）

1人

◆建設機械の修理、整備担当業務全般
　
　・建設機械等の修理とメンテナンス業務に従事
して
　　いただきます。

岩手県奥州市水沢工業団
地１丁目１番地

東亜リース　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

修理（宮古営業所）

1人

◆建設機械の修理、整備担当業務全般
　
　・建設機械等の修理とメンテナンス業務に従事
して
　　いただきます。

岩手県奥州市水沢工業団
地１丁目１番地

東亜リース　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

廃棄物収集車の助手（運転
業務なし）

1人

廃棄物・一般廃棄物の収集と分別作業を行いま
す。廃棄物の収集先は、旧宮古市内の取引先とな
ります。また、収集時等の収集車の車両誘導も
行っていただきます。運転業務はありません。
収集物のキロ数の手書き記録や、不燃・可燃ごみ

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

事務補助員／税務課（期限
付臨時職員）

1人

税務課に勤務となります。主な仕事内容は、書類
整理や来客対応、パソコンを使用したデータ入力
等をしていただきます。その他庶務等、職員補助
業務に従事していただきます。

岩手県宮古市宮町一丁目
１－３０

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

プレスオペレーター（岩
泉）

1人

当社において、ゴムパッキンの製造業務に従事し
ていただきます。製造機械に材料（ゴム）を流し
込んでプレスし、製品になって出てきたものを取
り込む作業です。


岩手県下閉伊郡山田町大
沢４－２０－１４０

ツインスターテク
ノロジー株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

レジ接客【宮古市】

1人

派遣先事業所でのレジ接客
商品のレジ打ち、お客様からの質問（商品や点検
日程のお問い合わせ等）への回答・社員への引継
ぎ、電話対応（お客様や他店舗からの問い合わ
せ）

岩手県盛岡市盛岡駅前通
１５－２０　東日本不動
産盛岡駅前ビル　６Ｆ

アデコ　株式会社
盛岡支社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

建設業仮設足場工事の営業
その他（宮古営業所）

5人

架設足場リースの営業

・主に建設、建築、塗装業等の事業所を訪問して
いただき　　ます。
・社内での雑務、現場での写真撮り、採寸等。

岩手県盛岡市津志田２７
地割３７番地１５号【求
人票送付先指定あり】

有限会社　新鋭

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

建設業仮設足場工事の作業
員（宮古営業所）「建設」

5人

＊仮設足場の組立・撤去作業
＊社内での雑務、現場での写真撮り、採寸等

若年者また高齢者や足場作業主任者など無資格者
は高所作業はありません。現場内での資材運搬等

岩手県盛岡市津志田２７
地割３７番地１５号【求
人票送付先指定あり】

有限会社　新鋭

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

急募／軽四セールスドライ
バー（三陸営業所）宮古市

2人

＊軽四自動車（会社所有）で小口荷物を配達する
お仕事です

東京都江東区新砂２－１
－１７

佐川急便株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

［管理選考］コンサルティ
ング営業［岩手県］

1人

地域企業や自治体へのＩＣＴ（Ｉｎｆｏｒｍａｔ
ｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ
Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）のコンサルティングを行
い、複数のサービスを組み合わせ提案しながら、
お客様の課題解決を行います。

宮城県仙台市若林区五橋
３丁目２－１

株式会社　ＮＴＴ
東日本－東北

雇用期間の定めなし

営業・販売もしくはＳＥ
業務経験（業種問わず） 岩手県宮古市、他

［管理選考］システムエン
ジニア［岩手県］

1人

地域企業や自治体の経営課題の聞き取りを行い、
ネットワーク・クラウド・サーバー等の知識に基
づく技術的な解決策の検討と、システム等の設
計・構築を行い、お客様の経営課題を解決しま
す。

宮城県仙台市若林区五橋
３丁目２－１

株式会社　ＮＴＴ
東日本－東北

雇用期間の定めなし

システムエンジニアの業
務経験 岩手県宮古市、他



介護支援専門員
普通自動車免許ＡＴ (1) 8時30分～17時30分

210,000円～280,000円

正社員 64歳以下 03030- 3742681
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
161,700円～300,300円

正社員 不問 03030- 3743981
大型自動車免許一種
車両系整地掘削用運転 (1) 8時30分～16時30分

196,000円～196,000円

正社員 不問 03030- 3744581
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
161,700円～300,300円

正社員 不問 03030- 3745481
保育士

(1) 8時30分～17時15分
156,060円～172,380円

正社員以外 不問 03030- 3747881
交替制あり
(1) 6時00分～15時00分

139,900円～139,900円 (2) 8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

正社員 59歳以下 03030- 3748281
変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～16時00分

160,000円～160,000円 (2)10時00分～19時00分

正社員 59歳以下 03030- 3749181
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

128,520円～128,520円

正社員以外 不問 03030- 3752581
準中型自動車免許 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
154,800円～250,000円

正社員 59歳以下 03010-25968681
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- 3784681
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
足場組立て作業主任者 (1) 8時00分～17時00分
車両系基礎工事用運転 191,200円～215,100円

いずれか

正社員 59歳以下 03030- 3787481
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- 3788781
測量士

測量士補 (1) 9時00分～17時30分
209,360円～455,000円

正社員 不問 13130-34146581

3

水産加工員

1人

時期的に水揚げされた鮭・サンマ・鯖・イカなど
を機械捌きや手捌きにより開きや切り身などに
し、乾燥、冷凍作業を行います。その他、計量、
パック詰め、箱詰め作業、清掃などを行っていた
だきます。

岩手県宮古市築地二丁目
７－１８

有限会社　小が理
商店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理員

1人

利用者である高齢者約１００名の調理業務全般と
して、下ごしらえ・調理・盛り付け・食器の洗浄
等の業務に従事していただきます。



岩手県下閉伊郡山田町山
田１６－９－１０

社会福祉法人　正
受会　特別養護老
人ホーム平安荘雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

調理員

1人

特養老人福祉施設におけるオール電化厨房で新調
理システムの調理方法での調理業務全般を担当
・パソコンを使用した献立作成、事務処理
・入居者１１０名の食事（朝食、昼食、夕食／シ
フト対応）

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

岩手県宮古市

保育士／こども課（期限付
臨時職員）「保育」

5人

宮古市内保育所（公立保育所、へき地保育所）１
２か所のいずれかでの勤務となります。園児の日
中活動の保育や記録などを行います。また、園内
清掃や備品消毒などもお願いします。担当クラス
や児童数は、勤務する保育所によって変わりま

岩手県宮古市宮町一丁目
１－３０

宮古市役所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

土木作業員　「建設」

2人

一般土木作業全般に従事していただきます。事業
所所在地に集合し、現場までは会社の車（ワゴン
車）で乗り合いで行きます。現場は主に宮古市近
郊となります。


岩手県宮古市磯鶏３丁目
７番３４

株式会社　金子技
建

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

大型ダンプ（１０ｔ～１２ｔ）による、宮古市及
び山田町の各現場へ採石運搬を行っていただきま
す。大型車両について、簡単な整備作業や清掃作
業、その他付随する業務も担当してしていただき
ます。

岩手県宮古市蟇目第８地
割９１番地２

刈田砕石有限会社

雇用期間の定めなし

大型運転経験者 岩手県宮古市

型枠大工「建設」

3人

型枠の加工、組立、取付等の型枠工事を行ってい
ただきます。現場は主に宮古市近郊となり、事業
所所在地に集合し、現場までは社用車（主にワゴ
ン車）で乗り合いで行きます。


岩手県宮古市磯鶏３丁目
７番３４

株式会社　金子技
建

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ケアマネージャー「介護」

1人

ハートランド宮古併設の居宅介護支援事業所の介
護支援専門員業務を行います。介護サービス計画
の策定および相談業務、要介護認定の申請代行等
を行います。外出用務の際は、基本的に社用車使
用となります。

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

土木作業員「建設」

1人

一般土木に関する工事全般（エリア：岩手県内）
道路工事や河川工事の現場で、スコップ等による
掘削、地ならし、砂利の敷設、建設重機の手元、
資材の運搬、現場の準備や片付け等を行います。


岩手県盛岡市加賀野２丁
目８－１５

東野建設工業　株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

コネクター製造オペレー
ター

2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

鳶工及び土工／経験者「建
設」≪急募≫

2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

雇用期間の定めなし

建設経験者 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

測量士＜宮古営業所／岩手
県宮古市＞

1人

＜現場での業務＞
　現場に赴き、測量機器を用いて土地の形状・面
積などを
　求める。


東京都江東区木場５丁目
８番４０号　東京パーク
サイドビル４Ｆ

株式会社　八州

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市


