
普通自動車免許一種
フォークリフト技能者 (1) 8時00分～16時45分

155,000円～155,000円

有期雇用派遣 不問 03010-25192681
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～233,000円

正社員 39歳以下 03011-  835581
玉掛技能者 変形（１年単位）

普通自動車免許一種 (1) 8時00分～17時00分
233,000円～279,600円

正社員 不問 03011-  836481
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- 3682781

(1) 8時00分～17時30分
146,914円～158,096円

正社員以外 不問 03030- 3683881
変形（１年単位）
(1) 8時00分～16時30分

135,600円～135,600円

正社員以外 不問 03030- 3688681
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時50分～18時10分
135,708円～135,708円 (2)11時00分～20時20分

正社員以外 59歳以下 01230-20670181
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 9時00分～17時30分
157,000円～192,000円

正社員 59歳以下 03010-25126681
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 9時00分～17時30分
177,000円～222,000円

正社員 59歳以下 03010-25129481
自動車整備２級ジゼ 変形（１年単位）
普通自動車免許一種 (1) 9時00分～17時30分

159,000円～204,000円

正社員 59歳以下 03010-25130281
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分
124,176円～167,160円

正社員 35歳以下 03030- 3666781
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

140,000円～220,000円 (2)20時00分～ 5時00分

正社員 18歳～59歳 03030- 3667881
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～16時30分
149,175円～157,950円

正社員以外 不問 03030- 3668281
中型自動車免許一種 変形（１年単位）
小型移動式クレーン (1) 8時00分～17時30分

玉掛技能者 210,000円～230,000円

正社員 64歳以下 03030- 3669181
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時15分～17時15分

133,000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- 3671981
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- 3672581
調理師又は 変形（１ヶ月単位）

栄養士 (1) 8時00分～16時30分
153,800円～165,000円 (2) 8時00分～13時00分

正社員以外 不問 03030- 3673481
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- 3674781

1

     （10月15日時点の内容です）

　　１０月５日　から　１０月１５日　までに受理した求人です。　　　＜次回発行日は　１０月２５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

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

型枠大工（職人見習い）
　　　　　　　　　　「建

2人

ビル・マンション等の集合住宅の型枠工事

入社後は現場の準備・片付け、資材運搬など型枠
大工職人の全体的なサポートをしながら、型枠加
工・取り付け作業等のノウハウを覚えていただき

岩手県岩手郡葛巻町葛巻
第２８地割６３番地２３

株式会社　集和建
工

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

型枠大工（職人）【急募】
　　　　　　　　　　「建

2人

ビル・マンション等の集合住宅の型枠工事

型枠を作製し、現場に搬入・設置し工事を行いま
す。


岩手県岩手郡葛巻町葛巻
第２８地割６３番地２３

株式会社　集和建
工

雇用期間の定めなし

型枠大工経験がある方
（必須）

岩手県宮古市、他

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

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

合板加工工

1人

工場内において、床板（フローリング）や型枠
（コンパネ）の元となる合板に、表面研磨加工や
塗装加工を施す機械のオペレーター、フォークリ
フトによる加工工程の段取り等を担当していただ
きます。

岩手県宮古市磯鶏二丁目
６－１

ホクヨーコート株
式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

（パ）販売員（岩手県下閉
伊郡）

1人

商品販売、陳列、発注業務、本部への諸届け業務
などを行っていただきます。

＊就業時間（１）・（２）のシフト制勤務
＊勤務時間応相談

北海道札幌市厚別区厚別
中央３条２丁目１－４０
マルシンビル

株式会社　ホー
マックニコット

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

部品販売業務

1人

トラック・バスの部品の販売業務を行っていただ
きます。
部品は乗用車のものより少し重いので、ガッツの
ある方を
お待ちしています。

岩手県滝沢市大釜中道３
８－２

岩手三菱ふそう自
動車販売　株式会
社雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

営業及び営業事務

2人

当社において、大型・中型・小型トラック及びバ
スの新車販売等の営業業務を行っていただきま
す。
・見積り作成からお客様との商談、受注、販売、
納車、アフ　ターセールス等の活動

岩手県滝沢市大釜中道３
８－２

岩手三菱ふそう自
動車販売　株式会
社雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

自動車整備士

2人

トラックやバスの一般整備及び車検整備業務を行
います。
・三菱自動車のトラック、バス等の整備業務とな
ります。
・車検業務もあります。

岩手県滝沢市大釜中道３
８－２

岩手三菱ふそう自
動車販売　株式会
社雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

税務会計コンサル

1人

税理士補助業務の仕事を行います。顧問先の巡回
や書類作成など。税理士のアシスタント業務、サ
ポートを行っていただきます。外出用務の際は自
家用車使用となります（交通費別途支給）。


岩手県宮古市長町１丁目
３－１４

山崎仁志　税理士
事務所

雇用期間の定めなし
パソコン（ワード・エク
セル）基本操作ができる

方 岩手県宮古市

プレスオペレーター

1人

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


岩手県宮古市津軽石１
４ー９７－２

ジュピター工業
株式会社

雇用期間の定めなし

パソコン操作（基本入力
程度） 岩手県宮古市

配達員（灯油・重油）

1人

宮古・山田地域に、灯油・重油の配達および取扱
商品のご案内を行います。営業所内において、伝
票等の事務処理業務を行います。また、船舶への
油の積込作業も行っていただきます。


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

配送運転手≪急募≫

2人

住宅用建材の配送業務を行います。配送車は４ｔ
車（小型移動式クレーン付）で、積込み、荷下ろ
し作業も行います。エリアは岩手県内全体、場合
によって宮城県県北方面があります。宮城県県北
方面への配送の際は、早朝勤務で日帰りとなりま

岩手県宮古市実田１丁目
５－１３

株式会社　ヤマウ
チ

雇用期間の定めなし

小型移動式クレーン操作 岩手県宮古市

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

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

調理員≪急募≫

1人

宮古保育園において給食調理をしていただきま
す。決められた給食献立表に沿って、担当者２名
で入園児６０名のおやつ及び昼食時の給食調理を
行います。


岩手県宮古市保久田１－
５

社会福祉法人　三
宝会　宮古保育園

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

調理経験のある方 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

◎ 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１０月１８日発



普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時15分

125,657円～145,551円

正社員以外 不問 03030- 3675881

(1) 8時00分～16時45分
120,176円～141,245円

正社員以外 不問 03030- 3676281
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- 3677181
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- 3678081
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
161,250円～215,000円

正社員 不問 03030- 3679381

(1) 9時00分～17時00分
124,600円～124,600円

有期雇用派遣 不問 04010-68542081
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

162,800円～182,000円

正社員 61歳以下 03010-24849881
大型自動車免許二種 変形（１ヶ月単位）

124,000円～134,000円

正社員以外 不問 03010-24855581

(1) 9時00分～17時00分
154,000円～154,000円

有期雇用派遣 不問 03010-24699081
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
127,600円～220,000円

正社員以外 不問 03010-24706981

(1) 9時00分～17時00分
112,000円～119,000円

正社員 64歳以下 03030- 3660081
普通自動車免許ＡＴ

136,512円～136,512円

正社員以外 不問 03030- 3663981

(1) 8時30分～17時15分
125,657円～145,551円

正社員以外 不問 03030- 3664581

(1) 8時30分～17時15分
123,800円～143,400円

正社員以外 不問 03030- 3665481
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～235,000円

正社員 59歳以下 03030- 3648981
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～235,000円

正社員 59歳以下 03030- 3649581
看護師 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
172,200円～270,100円 (2) 9時30分～18時30分

(3) 7時30分～16時30分

正社員 59歳以下 03030- 3651281

(1) 8時00分～17時00分
164,160円～164,160円

正社員以外 不問 03030- 3655681
電気工事士（第１種）

準中型自動車免許 (1) 8時00分～17時30分
560,000円～576,000円

正社員以外 不問 11020- 9369281
交替制あり
(1) 7時00分～16時00分

175,000円～250,700円 (2)12時00分～21時00分
(3)15時00分～ 0時00分

正社員 35歳以下 13040-20479982

2

一般事務／歴史民俗資料館

1人

地域文化伝承事業ー岩泉町歴史民俗資料館にて、
資料調査収集及び整理（分類、清掃、記録、保
存、展示）等に係る業務をおこなっていただきま
す。
業務では、パソコン（ワード・エクセル）を使用

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字松橋２１－１

岩泉町教育委員会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

パソコン操作（ワード・
エクセルを使って文書作
成・印刷・フォームへの
入力ができること）

用務員／小川小学校

1人

学校訪問者の対応、電話応対、除草、草刈りや清
掃のほか、冬期は駐車場や通路の除雪作業等も
行っていただきます。学校敷地内の環境整備が主
な仕事となります。


岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字松橋２１－１

岩泉町教育委員会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

鉄筋工「建設」

1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

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

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

（派）生保事務［宮古市］

1人

大手生命保険会社営業所での生保事務全般に従事
いただきます。

【主な業務】
・各保険契約の新規・解約・変更処理入力

宮城県仙台市青葉区中央
１丁目３－１　アエルビ
ル１７階

株式会社　エイ
ジェック　仙台オ
フィス雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

ＰＣ操作可能な方 岩手県宮古市

バス運転士（宮古地区各営
業所）

5人

乗合バス、貸切りバスの運行による旅客輸送
（５５人乗大型）

※未経験の方もご応募受付ます。
※大型自動車第２種運転免許取得者歓迎

岩手県盛岡市厨川１－１
７－１８

岩手県北自動車
株式会社

雇用期間の定めなし

又は 0時00分～23時59分
の間の7時間以上

岩手県宮古市、他

普通自動車運転免許取得
後３年以上経過している

こと

バス運転士（嘱託運転士）

5人

乗合バス又は貸切バスの運転業務を行っていただ
きます。

＊配属先については本人の希望を考慮し決定


岩手県盛岡市厨川１－１
７－１８

岩手県北自動車
株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

バスの乗務経験者
又は 0時00分～23時59分
の間の7時間以上

岩手県宮古市、他

部署アシスタント（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。
損保会社での事務のお仕事です。
保険申込書の内容チェック、整理、データ入力、
ファイリング、電話対応、郵便物発送、その他、

岩手県盛岡市盛岡駅西通
２－９－１　マリオス
１３階

株式会社　パソナ
パソナ・盛岡

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

葬儀、法事の施行補助（宮
古山田葬祭センター）

1人

当社「宮古山田葬祭センター」において下記の業
務を行っていただきます。
・祭壇、花環等の設置
・通夜、葬儀等の準備
・会葬品等の手配、配達

岩手県滝沢市鵜飼向新田
７－７５

株式会社　ＪＡラ
イフセレモ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

一般事務

1人

パソコンを使用して基本的な事務作業を行ってい
ただきます。出勤簿等の整理、データ入力、来
客・電話対応などに従事していただきます。新築
物件のハウスクリーニングを月１，２回程度手
伝っていただく亊もあります。

岩手県下閉伊郡山田町織
笠第１２地割３－７２

北成興業　株式会
社

雇用期間の定めなし

パソコン（ワード・エク
セル）基本操作できる方 岩手県下閉伊郡山田町

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

一般事務／地域整備課

3人

地域整備課にて、災害復旧事業、道路維持管理、
町営住宅管理等に係る事務補助をしていただきま
す。業務にはパソコン（ワード・エクセル）を使
用します。文書作成・印刷・フォームへの入力を
行います。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字惣畑５９－５

岩泉町役場

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

パソコン操作（ワード・
エクセルを使って文書作
成・印刷・フォームへの
入力ができること）

事務補助／林務室（期限付
臨時職員）

1人

林務室において、一般事務補助としてデータ入
力、資料整理、郵便物の発送、電話対応等を行っ
ていただきます。主にパソコンを使用した業務と
なりますので、入力操作の出来る方を希望しま
す。

岩手県宮古市五月町１番
２０号　宮古地区合同庁
舎内

岩手県沿岸広域振
興局

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン（ワード・エク
セル）操作の出来る方 岩手県宮古市

溶接工（宮古工場）

1人

弊社工場内での各種プラント機器の溶接作業及び
製缶作業　に従事して頂きます。鋼材等を取り扱
うため力仕事等があります。業務に慣れて来た
ら、将来は工場内で製作した製缶品の据え付け作
業等で社用車（２トン～４トン平ボディート

岩手県宮古市小山田１丁
目７

五菱工業　株式会
社　宮古作業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

溶接工（山田工場）

1人

弊社工場内での各種プラント機器の溶接作業及び
製缶作業　に従事して頂きます。鋼材等を取り扱
うため力仕事等があります。業務に慣れて来た
ら、将来的には工場内で製作した製缶品の据え付
け作業等で社用車（２トン～４トン平ボディート

岩手県宮古市小山田１丁
目７

五菱工業　株式会
社　宮古作業所

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

看護職（正看護師）「看
護」

1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、健康相談等に従事
していただきます。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
業務に当たっています。

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）や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

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

電工「建設」

2人

各現場における以下の業務をお願いします。
１．高圧受変電設備工事（工事用）
２．低圧電気設備工事（工事用）
３．電気設備の保守工（工事用）
４．上記の他、弱電設備工事　等

埼玉県熊谷市赤城町３－
１６３－７

株式会社　東電工
業社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 

電気工事の実務経験のあ
る方

岩手県宮古市、他

接客・販売／全国勤務可能
正社員／マリンコープ宮古

1人

＊モスバーガー店舗での店舗業務

・開店準備、接客、調理、レジ、閉店準備業務な
ど。　　　
・将来的には、店長として経営的な視点に立って

東京都品川区大崎２－１
－１　ＴｈｉｎｋＰａｒ
ｋ　Ｔｏｗｅｒ３階

株式会社　モスス
トアカンパニー
（モスバーガー）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

150,000円～165,000円

正社員 40歳以下 03010-25425681
車両系基礎工事用運転 変形（１年単位）
大型特殊自動車一種 (1) 8時00分～17時00分

玉掛技能者 233,000円～279,600円

正社員 不問 03011-  847281
ボイラー技士（１級）
ボイラー技士（２級） (1) 7時05分～15時35分

いずれか 181,230円～181,230円

正社員以外 不問 03030- 3717081
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00分～17時00分

137,000円～165,000円

正社員 64歳以下 03030- 3719681
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 6時30分～15時00分
150,000円～200,000円 (2)13時30分～22時00分

(3)15時00分～23時30分

正社員 18歳～59歳 03030- 3722881
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～18時00分
133,056円～133,056円 (2) 9時00分～13時00分

正社員以外 不問 03030- 3723281
普通自動車免許ＡＴ
ボイラー技士（２級） (1) 7時00分～15時30分

181,230円～181,230円

正社員以外 不問 03030- 3725081
変形（１ヶ月単位）
(1) 5時00分～14時00分

137,700円～137,700円 (2)10時30分～19時30分

正社員以外 不問 03030- 3726381
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- 3727681
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～160,000円

正社員 59歳以下 03030- 3728981
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 9時00分～17時20分
140,000円～150,000円

正社員 59歳以下 03030- 3729581
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
自動車整備士（３級） (1) 9時00分～17時20分
自動車整備士（２級） 160,000円～180,000円

正社員 59歳以下 03030- 3730881
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
344,000円～423,000円

正社員 59歳以下 03060- 6448581
薬剤師

(1) 8時30分～17時15分
236,100円～236,100円

正社員 59歳以下 03070- 6282781
看護師

(1) 8時30分～17時15分
190,500円～211,100円 (2)16時30分～ 1時15分

(3) 0時30分～ 9時15分

正社員 59歳以下 03070- 6283881
理学療法士又は

作業療法士 (1) 8時30分～17時15分
175,700円～187,000円

正社員 59歳以下 03070- 6284281
看護師

(1) 6時30分～15時15分
190,500円～211,000円 (2) 7時00分～15時45分

(3) 8時30分～17時15分

正社員 59歳以下 03070- 6285181
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 04010-69712181
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 04010-69713081
大型自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
172,800円～259,200円

正社員 不問 09110- 3256181

3

消防用設備の点検作業及び
工事（宮古営業所）

1人

・社用車（普通車）にて、事業所（ビル、工場、
店舗）の消　防用設備の点検作業及び工事全般を
行います。
・その他、指示された業務及び付随する業務。


岩手県盛岡市上堂３－６
－３３

株式会社　ダイト
ク

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

コンクリートポンプ車オペ
レーター・型枠大工等

2人

＊コンクリートポンプ車に乗り、工事現場へ行
き、
　コンクリートを型枠に流し込む作業。

＊ビル・マンション等の集合住宅の型枠工事、

岩手県岩手郡葛巻町葛巻
第２８地割６３番地２３

株式会社　集和建
工

雇用期間の定めなし


　＊型枠、基礎工事の経
験は不問 岩手県宮古市、他

ボイラー技士兼学校技術員
（期限付臨時職員）

1人

校舎暖房用ボイラーの運転・暖房器具への給油等
を行っていただきます。校舎内外の環境整備とし
て、清掃や小破修理、駐車場や通路の除雪作業等
を行っていただきます。その他、学校諸行事の準
備等諸用務もあります。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字松橋４

岩手県立岩泉高等
学校

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

ボイラー取扱経験 岩手県下閉伊郡岩泉町

訪問介護員「介護」

1人

利用者宅を訪問し、介護サービス全般（入浴・排
泄・食事の介助・調理・清掃等の生活全般にかか
る援助）の業務に従事していただきます。利用者
宅へは私用車で移動となります。最初は二人一組
での研修期間があります。

岩手県宮古市黒森町６－
３０

株式会社　ファミ
リング

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業フロント係

1人

ホテルフロントでのお客様への対応、精算業務
（パソコン使用）、電話による予約業務を行いま
す。また、お客様の送迎（普通自動車）や、法事
等の配達、時には宴会時の飲食サービスもありま
す。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字府金４８

株式会社　岩泉総
合観光

雇用期間の定めなし

パソコン（ワード・エク
セル）基本操作

岩手県下閉伊郡岩泉町

一般・経理事務

1人

キャンプ場、宿泊者等利用者の人数集計、診療所
給食数集計データー入力、報告書作成、検便検査
依頼、給与計算（１２名分会計ソフト導入予
定）、請求書作成、電話対応、予約管理、事務室
清掃、外出用務（社用車使用）等になります。ま

岩手県宮古市鈴久名４－
５－４

特定非営利活動法
人かわい元気社

雇用期間の定めなし

又は10時00分～19時00分
の間の8時間

岩手県宮古市

ボイラー技士兼学校技術員

1人

校舎のボイラー操作のほか、校舎内外の簡易な修
繕などの環境整備、除雪作業など、学校用務員と
しての業務をお願いします。職員住宅や艇庫の修
繕など、校舎から離れた場所での作業をお願いす
る可能性もあります。（公用車はありません）

岩手県下閉伊郡山田町織
笠８－６－２

岩手県立山田高等
学校

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

調理員

1人

入院患者２３５名の食事調理にあたり、主に盛り
付け、配膳、下膳、食器洗浄機による作業をして
いただきます。調理員は２０名で交代勤務です
が、勤務時間などについては相談に応じます。入
職後は、業務を行いながら責任を持って指導しま

岩手県宮古市板屋一丁目
６－３６

医療法人財団　正
清会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

看護師「看護」

1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

事務≪急募≫

1人

チラシ作成及び事務一般の仕事を行っていただき
ます。チラシ作成は社長が作った原案を基にパソ
コンで作成します。その他、電話・来客対応、社
内外清掃など、付随する業務を行います。外出用
務（配達や集金）は社用車を使用します。

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

パソコン操作（ワード・
エクセル）の出来る方 岩手県宮古市

自動車整備士補助

1人

自動車の整備全般の補助に従事していただきま
す。主に洗車・納車・その他自動車整備士に関す
る業務の補助に従事していただきます。



岩手県宮古市田鎖１３－
２６－１

有限会社　丸正
カーサービス

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

自動車整備士

1人

自動車の整備全般に従事していただきます。主に
車検整備、点検整備、分解整備の作業となりま
す。積載車の運搬・車両の引き取りや納車・洗車
等付随する業務に従事していただきます。


岩手県宮古市田鎖１３－
２６－１

有限会社　丸正
カーサービス

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業（宮古営業所）

1人

当事業所において、建設会社への建設機械・車両
（油圧ショベル、トラック等）レンタル販売の
ルート営業業務に従事ていただきます。

○営業範囲：県内

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

薬剤師（岩泉町）

2人

■岩泉病院において調剤及び製剤、患者さんへの
服薬指導等　を行っていただきます。

○院内又は外来においての薬剤師業務全般
・調剤及び製剤業務

岩手県北上市花園町一丁
目６番８号

社会福祉法人　恩
賜財団　済生会支
部　岩手県済生会雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

看護師（岩泉町）
　　　　　　　　　　「看

5人

■岩泉病院において病棟及び外来患者さんへの看
護業務及び　医療の補助等を行っていただきま
す。

・病棟、外来においての看護業務全般

岩手県北上市花園町一丁
目６番８号

社会福祉法人　恩
賜財団　済生会支
部　岩手県済生会雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

理学療法士又は作業療法士
（岩泉町：百楽苑）

1人

■機能訓練業務及び利用者への包括的な援助

・入所者が食事や着替えなどで自立した生活を送
れるように
　援助を行う。

岩手県北上市花園町一丁
目６番８号

社会福祉法人　恩
賜財団　済生会支
部　岩手県済生会雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

看護師（岩泉町：百楽苑）
　　　　　　　　　「看

1人

■特別養護老人ホーム百楽苑において利用者さん
への
　看護業務全般を行っていただきます。

・特別養護老人ホームでの看護業務全般。

岩手県北上市花園町一丁
目６番８号

社会福祉法人　恩
賜財団　済生会支
部　岩手県済生会雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

現場監督（空調・衛生設
備）［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
様々な現場での空調・衛生設備施工管理を行って
いただく仕事です。


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（電気設備）［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
様々な現場での電気設備施工管理を行って頂く仕
事です。


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

運転手

1人

港湾工事に関する、大型ダンプでの運搬作業で
す。
プラントからアスファルト合材を積み、道路新設
工事現場まで運搬します。また、残土・砕石等も
運搬します。

栃木県日光市清滝３－７
－１６

株式会社　明和

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市



変形（１年単位）
(1) 6時00分～15時00分

192,000円～350,000円 (2)12時00分～21時00分
(3)16時00分～ 1時00分

正社員 18歳～44歳 01190- 9611481
普通自動車免許一種 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- 3692281
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 59歳以下 03030- 3693181
社会福祉主事任用資格 変形（１ヶ月単位）
普通自動車免許ＡＴ (1) 8時30分～17時30分

165,000円～185,000円

正社員 59歳以下 03030- 3694081
社会福祉主事任用資格 変形（１ヶ月単位）
又は介護支援専門員 (1) 8時30分～17時30分
普通自動車免許ＡＴ 165,000円～185,000円

正社員 59歳以下 03030- 3695381
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

138,000円～200,000円

正社員 61歳以下 03030- 3696681
変形（１ヶ月単位）
(1) 5時00分～14時00分

132,000円～162,000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- 3697981
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- 3699481
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

135,000円～150,000円

正社員 59歳以下 03030- 3700381
調理師 変形（１ヶ月単位）

普通自動車免許一種
160,250円～217,000円

正社員 不問 03030- 3701681
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分

133,056円～164,160円 (2) 7時00分～16時00分
(3) 9時30分～18時30分

正社員以外 不問 03030- 3708181
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

133,056円～164,160円 (2) 7時00分～16時00分
(3) 9時30分～18時30分

正社員以外 64歳以下 03030- 3710981
普通自動車免許一種

(1) 7時00分～16時30分
145,288円～152,533円

正社員 不問 03030- 3712481
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
151,400円～300,000円

正社員 不問 03030- 3714881
土木施工管理技士１級
土木施工管理技士２級 (1) 8時30分～17時30分

技術士補いずれか 195,000円～260,000円

無期雇用派遣 59歳以下 03040- 5082081

4

店長候補（ミスタードーナ
ツ）【盛岡・宮古・二戸】

2人

◆盛岡市内４店舗、宮古市、二戸市のミスター
ドーナツ店に
　おいて店長候補として業務に従事

　・店舗スタッフの業務（接客、調理、レジ操

北海道苫小牧市晴海町３
２番地

株式会社　フジタ
コーポレーション

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

配送係

1人

配送と社内工程を兼務していただきます。配送車
（キャラバン・バネット）で近隣の取引先工場へ
納品・引取りおよび内職者（個人宅）へ引取り・
配送、社内工程、その他付随する業務を行いま
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

介護職員／正社員（有料老
人ホーム）「介護」《急

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ヶ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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

生活相談員

1人

有料老人ホームの入居及び家族の相談業務を行い
ます。主な業務内容は、入居者２１名の家族への
連絡・相談、通院介助（宮古市内の送迎）になり
ます。宮古市内の送迎には社用車を使用していた
だきます。

岩手県宮古市刈屋１２－
３

特定非営利活動法
人　愛福祉会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

生活相談員／デイサービス

1人

デイサービス利用者及び家族の相談業務に従事し
ていただきます。主な業務内容は、利用者１８名
の家族への連絡・相談になります。その他介護業
務、送迎（社用車使用）も行っていただきます。

岩手県宮古市刈屋１２－
３

特定非営利活動法
人　愛福祉会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

コンクリート製品補修作業
員

1人

コンクリート製品の主にＵ字形側溝を製造してい
ます。製品製造の過程で発生する製品の欠けなど
をコンクリート粉末などの補修剤で補修する作業
です。力仕事はありませんが、同じ姿勢での細か
な作業となります。

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根４－１２

有限会社　豊興

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

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

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

オイルシールの仕上げ・検
査

3人

受注製品の型に加工されたオイルシールの仕上げ
及び検査業務を行っていただきます。その他、付
随する業務となります。主に自動車エンジン部分
に使用するものを、製造しています。


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

調理担当

1人

龍泉洞温泉ホテルの厨房において、宿泊客および
日帰り宴会客に提供する料理、仕出し料理等の調
理全般を担当していただきます。（和食・洋食・
中華全般）
※社用車を使用しての仕入れの業務もあります。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字府金４８

株式会社　岩泉総
合観光

雇用期間の定めなし

又は 6時00分～20時00分
の間の7時間程度

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。普通自動車免許（ＡＴ
限定可）のある方は施設車での送迎をしていただ

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

介護員／えくぼ「介護」

1人

当法人が運営する「グループホームえくぼ」にお
いて、利用者の食事の介助、入浴の介助、排泄の
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。また、施設車
で病院への送迎をしていただきます。

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

販売員・配達員・加工員

1人

店舗において鮮魚販売、魚の加工、商品配達（宮
古市内）をしていただきます。加工は慣れるま
で、簡単な下処理からとなります。配達には保冷
車（軽トラック）を使用します。未経験の方でも
指導します。

岩手県宮古市佐原３丁目
５－６

高田魚店

雇用期間の定めなし

又は 7時00分～16時30分
の間の4時間程度

岩手県宮古市

現場作業員／経験者「建
設」

1人

一般住宅の給排水設備工事全般。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全般に従事していただきま
す。現場は主に宮古市及びその近郊となります。
社用車（マニュアル車）の運転があります。

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

給排水工事経験者 岩手県宮古市

土木技術者「建設」

1人

◎派遣先にて、岩手県および県内市町村が発注す
る土木工事　の工事積算

・予算書作成
・積算資料作成

岩手県花巻市石神町４１
７

ＭＤＤ　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、ＣＡＤ 岩手県宮古市、他


