
普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～17時00分

162,000円～180,000円

正社員 59歳以下 03030- 4079881
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
172,800円～216,000円

正社員 不問 03030- 4080181
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

135,135円～155,925円

正社員 59歳以下 03030- 4082381
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

141,000円～250,000円 (2)20時00分～ 5時00分

正社員 18歳～59歳 03030- 4084981
変形（１年単位）
(1) 5時00分～20時00分

162,750円～162,750円

正社員以外 不問 04030- 5936981
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
158,410円～325,500円

正社員 不問 25011- 1735181
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分
155,000円～155,000円

正社員以外 59歳以下 03010-28310181
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分
200,000円～250,000円

正社員以外 59歳以下 03010-28315581

(1) 8時00分～17時00分
164,160円～164,160円

正社員以外 不問 03030- 4072081
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
135,000円～168,000円 (2) 9時00分～18時00分

(3) 7時00分～16時00分

正社員 64歳以下 03030- 4073381

(1) 8時30分～17時15分
125,657円～175,392円

正社員以外 不問 03030- 4074681
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

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

(3)12時00分～21時00分

正社員 45歳以下 03030- 4075981
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 7時30分～16時00分
165,000円～170,000円

正社員 59歳以下 03030- 4076581
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
328,261円～526,343円

正社員 64歳以下 04010-77514981
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
328,261円～526,343円

正社員 64歳以下 04010-77525781
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
265,000円～400,000円

正社員 64歳以下 04010-77538381

(1) 8時30分～17時15分
124,644円～143,208円

正社員以外 不問 03030- 4058681
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- 4059981

1

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

事務補助員／税務課（臨時
職員）

2人

宮古市役所税務課に勤務となります。　　　
○市税等の申告に来庁した方の受付、申告書・世
帯台帳・申　告資料等の整理
○その他庶務等職員補助業務（市税等申告に係る
業務補助）

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

測量技術者補助［気仙沼
市・宮古市］

2人

工事竣工まで測量補助及び現場管理補助をするお
仕事です。
測量及び土木現場施工管理補助になります。
＜主な仕事内容＞
測量補助、現場管理補助、丁張り、写真管理、安

宮城県仙台市宮城野区榴
岡３丁目１０－７　サン
ライン第６６ビル７階

株式会社　ナス
キー　仙台東口支
店雇用期間の定めなし 測量の実務経験のある方

　ご経験が浅い方も可能
です（ご相談くださ

い。） 岩手県宮古市、他

土木施工管理補助［宮古
市・山田町・釜石市　現場

3人

工事竣工までの現場管理をするお仕事です。
土木現場施工管理補助になります。
＜主な仕事内容＞
現場管理、測量、丁張り、写真管理、安全管理、
書類作成等

宮城県仙台市宮城野区榴
岡３丁目１０－７　サン
ライン第６６ビル７階

株式会社　ナス
キー　仙台東口支
店雇用期間の定めなし 施工管理経験ある方希望

　ご経験が浅い方も可能
です（ご相談くださ

い。） 岩手県宮古市、他

土木施工管理補助［久慈
市・岩泉町　現場別］

2人

工事竣工までの現場管理をするお仕事です。
土木現場施工管理補助になります。
＜主な仕事内容＞
現場管理、測量、丁張り、写真管理、安全管理、
書類作成等

宮城県仙台市宮城野区榴
岡３丁目１０－７　サン
ライン第６６ビル７階

株式会社　ナス
キー　仙台東口支
店雇用期間の定めなし 施工管理経験ある方希望

　ご経験が浅い方も可能
です（ご相談くださ

い。） 岩手県下閉伊郡岩泉町、他

ごみ収集作業員（助手）≪
急募≫

1人

ゴミ収集車運転手の助手として、宮古市委託の廃
棄物の収集及び運搬を行う仕事です。
・集積場所で手作業でゴミを集積車に積み込みま
す。
・助手の仕事がメインですが、収集車の運転をお

岩手県宮古市藤の川１４
番１５号

有限会社　ニコニ
コ総合企業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ガソリンスタンド販売員

1人

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



岩手県宮古市築地２丁目
１－４

株式会社　菊長商
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

医療クラーク≪急募≫

1人

・診療記録への代行入力（電子カルテ）
・医療の質向上のための事務作業（医療事務補
助）
・診断書等医療文書の作成支援
（生命保険診断書、介護主治医意見書、生活保護

岩手県下閉伊郡山田町飯
岡第１地割２１番地１

岩手県立　山田病
院

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコンの基本操作
（ワード・エクセル） 岩手県下閉伊郡山田町

介護職員「介護」

1人

地域密着型特別養護老人ホームと併設ショートス
テイ利用者の介護を担当していただきます。
○入浴、食事、排泄、更衣、口腔ケア、レクリ
エーション、　アクティビティー、看取り介護、
認知症ケア、施設内環境　整備、見守り、利用

岩手県下閉伊郡田野畑村
奥地１３番地

社会福祉法人　山
栄会　特別養護老
人ホーム　リアス
倶楽部

雇用期間の定めなし

老人介護の経験者
又は 7時00分～22時00分
の間の8時間

岩手県下閉伊郡田野畑村

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

町営住宅の管理業務全般
（山田町）

2人

山田町町営住宅の指定管理者として町営住宅の管
理を担当していただきます。
・入居者より修繕依頼を受付け、協力業者手配、
工事管理
・修繕、保守工事管理

岩手県盛岡市南大通２丁
目８－１【求人票郵送先
指定あり】

株式会社　寿広

雇用期間の定めなし
ＰＣ基本操作（ワード・

エクセル等）
住宅設備工事等 岩手県下閉伊郡山田町

一般事務（山田町）

1人

山田町町営住宅の指定管理者として、町営住宅に
関する一般事務を担当していただきます。
・電話応対
・入居者への対応
・窓口対応

岩手県盛岡市南大通２丁
目８－１【求人票郵送先
指定あり】

株式会社　寿広

雇用期間の定めなし

ＰＣ基本操作（ワード・
エクセル等）



岩手県下閉伊郡山田町

法面工事作業員、法面アン
カー施工作業員（岩手エリ

2人

＊山林での荷運び。
　山林での重機オペレーション作業（法切りがで
きる方）。
　平地での草刈り作業。


滋賀県高島市安曇川町北
船木１８１２－２

有限会社　高出物
産

雇用期間の定めなし

法面工事経験者、または
法面アンカー施工経験者 岩手県宮古市、他

調理〔宮古市茂市〕（住み
込み）

1人

◇現場宿舎にて調理業務に従事していただきま
す。

　５０名程度の３食の炊事補助（盛付け、洗物
等）

宮城県多賀城市笠神４丁
目３－３７

有限会社　三山食
品

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

プレス金型メンテナンス

2人

電子部品のプレス金型のメンテナンスを行いま
す。
・プレス金型の修理
・倣研削盤
・平面研削盤、加工業務

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

岩手県宮古市

水産加工員

1人

水揚げされた鮮魚や冷凍している魚の加工作業と
なります。
時期により取り扱う魚が異なります。
・加工処理は切り身、開き、衣を付けての冷凍加
工など

岩手県宮古市藤原二丁目
２－１７

有限会社　佐々京
商店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

現場主任兼事務

1人

当社において現場主任及び事務業務に従事しま
す。
・当社採石プラント（同就業場所）の見回り
・砂利や採石の進捗状況や在庫の確認
・社長からの指示の伝達や確認

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根第２地割３６‐１

有限会社　高橋建
材

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

事業所名
求人番号

生産・出荷管理

1人

特殊鋼鋳物の生産出荷管理に従事します。
・生産出荷管理ＰＣデータ入力（オフィス）
・図面の確認
・出荷伝票作成、注文書等書類整理
・現場での製品進捗状況、出荷確認業務

岩手県宮古市長町二丁目
８－２２

株式会社　小西鋳
造

雇用期間の定めなし

図面を読み理解できる方 岩手県宮古市

     （11月19日時点の内容です）

　　１１月１２日　から　１１月１９日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は　１１月２９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１１月２２日発



変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～16時00分

137,600円～146,200円

正社員 不問 03030- 4060781
変形（１年単位）
(1) 8時10分～17時10分

170,000円～170,000円

正社員 40歳以下 03030- 4061881
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
184,800円～277,200円

正社員 不問 03030- 4063181
中型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
173,250円～231,000円

正社員 不問 03030- 4064081
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～138,600円

正社員 不問 03030- 4066681
大型自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
200,000円～230,000円

正社員 不問 03030- 4071181
土木施工管理技士１級

(1) 8時00分～17時00分
230,000円～550,000円

正社員 不問 24050- 8724681
土木施工管理技士１級

(1) 8時00分～17時00分
210,000円～500,000円

正社員 不問 24050- 8728781

(1) 8時00分～17時00分
350,000円～400,000円

正社員 不問 24050- 8738881

(1) 8時00分～17時00分
300,000円～400,000円

正社員 不問 24050- 8741681
土木施工管理技士１級

(1) 8時00分～17時00分
400,000円～600,000円

正社員 不問 24050- 8744481
登録販売者（医薬品） 交替制あり

175,000円～305,000円

正社員 59歳以下 01240-23860281
薬剤師 交替制あり

(1) 9時00分～16時00分
315,000円～315,000円 (2)10時00分～17時00分

正社員以外 不問 01240-23937481
薬剤師 交替制あり

(1) 9時00分～18時00分
305,000円～550,000円 (2)10時00分～19時00分

正社員 59歳以下 01240-23938781
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
自動車整備士（２級） (1) 9時30分～18時30分

158,000円～224,000円

正社員 34歳以下 03010-27976781
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1)18時00分～ 9時00分
140,500円～146,500円 (2) 9時00分～18時00分

正社員以外 18歳以上 03010-27997381
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時15分
123,800円～172,800円

正社員以外 不問 03030- 4051481
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- 4052781
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

192,100円～226,000円

正社員 59歳以下 03030- 4056081
交替制あり
(1) 6時00分～14時45分

144,320円～154,365円 (2)11時30分～20時15分
(3)13時15分～22時00分

正社員以外 不問 03030- 4057381

2

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
・分別作業
・収集時等の収集車の車両誘導
・運転業務はありません


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

ミシン保全兼裁断工

1人

ミシン７０台の保全と裁断工程を行います。
・ミシンの修理調整
・メーカーに問合せ（必要時）
・ロール状（２０～３０キロ）の生地を自動裁断
機セット

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

大型運転手／田老工場

1人

大型トラック１０ｔ車を運転し、石巻～宮古間か
ら魚あら等を回収し、当社宮古営業所に運搬する
業務となります。運転手１名乗務での運行になり
ます。


岩手県宮古市田老字西向
山１０－２

株式会社　丸才
丸才田老工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

トラック運転手／田老工場

1人

トラックを運転し、釜石市～宮古市間の水産加工
工場やスーパーでの廃棄物を回収し、当社工場ま
で運搬をしていただきます。

大型自動車免許や、フォークリフト技能資格があ

岩手県宮古市田老字西向
山１０－２

株式会社　丸才
丸才田老工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般事務／宮古営業所

1人

宮古営業所において、一般事務を担当していただ
きます。パソコンを使用して、請求書他各種書類
作成、電話・来客応対、社内外清掃等を行いま
す。田老工場他宮古市内への配達をお願いするこ
ともあります。外出用務の際は社用車を使用しま

岩手県宮古市田老字西向
山１０－２

株式会社　丸才
丸才田老工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

運転手

2人

大型ダンプの運転手としての業務に従事。
・砕石等の運搬
・土砂等の運搬
・積み込み作業
・車両の点検、洗車など

岩手県宮古市太田１丁目
５－１２

株式会社　栄光

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

現場代理人／岩手県

1人

現場の責任者です。
現場で管理業務を行います。
営業所へ出社後、各現場（岩手県とその周辺地
域）へ向かいます。


三重県桑名市下深谷部８
０８番地３

ＴＯＴＡＬＭＡＳ
ＴＥＲＳ　株式会
社雇用期間の定めなし

経験者 岩手県宮古市

現場主任者／岩手県

1人

現場の責任者（現場代理人の補助）です。
現場で管理業務を行います。
営業所へ出社後、各現場（岩手県とその周辺地
域）へ向かいます。


三重県桑名市下深谷部８
０８番地３

ＴＯＴＡＬＭＡＳ
ＴＥＲＳ　株式会
社雇用期間の定めなし

経験者 岩手県宮古市

３Ｄ設計責任者／岩手県

1人

３Ｄでの設計（建築）の管理担当者です。

３Ｄでの設計業務の経験者の方の募集となりま
す。


三重県桑名市下深谷部８
０８番地３

ＴＯＴＡＬＭＡＳ
ＴＥＲＳ　株式会
社雇用期間の定めなし

３Ｄでの設計（建築）業
務の経験必須

岩手県宮古市

３Ｄ測量士／岩手県

1人

ＵＡＶでの測量を担当していただきます。

ＧＮＳＳでの測量での測量の経験のある方を募集
します。


三重県桑名市下深谷部８
０８番地３

ＴＯＴＡＬＭＡＳ
ＴＥＲＳ　株式会
社雇用期間の定めなし

ＧＮＳＳでの測量経験 岩手県宮古市

事業所長／岩手県

1人

事業所長としてのお仕事を担当していただきま
す。

各事業所の所長として経営全般の責任を持てる方
で、１級土木施工管理技士をお持ちの方の募集で

三重県桑名市下深谷部８
０８番地３

ＴＯＴＡＬＭＡＳ
ＴＥＲＳ　株式会
社雇用期間の定めなし

現場経験者 岩手県宮古市

登録販売者（宮古市、紫波
町、盛岡市）

1人

　ドラッグストアにおける
＊医薬品・日用品等の接客販売
＊商品管理
などの業務全般に従事していただきます。
＊登録販売者の資格を有する者に限る

札幌市東区北２４条東２
０丁目１番２１号

株式会社　ツルハ
（ツルハドラッ
グ）雇用期間の定めなし

又は 8時30分～23時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市、他

（パ）調剤薬剤師（宮古中
央店）

2人

　調剤薬局における
＊調剤業務全般
＊第１類医薬品販売業務
に従事していただきます。

札幌市東区北２４条東２
０丁目１番２１号

株式会社　ツルハ
（ツルハドラッ
グ）雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）
又は 9時00分～17時00分
の間の6時間程度

岩手県宮古市

薬剤師（宮古中央店／調
剤）

1人

　調剤薬局において、
＊調剤業務全般
に従事していただきます。

札幌市東区北２４条東２
０丁目１番２１号

株式会社　ツルハ
（ツルハドラッ
グ）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

整備（県内）

3人

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

＊勤務場所については、盛岡市・奥州市・花巻

岩手県盛岡市南仙北１丁
目２２－７０

株式会社　スズキ
自販岩手

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

警備職（夜勤あり／宮古
市）

1人

契約先に設置した警報機器が侵入・火災等の情報
を感知した際に出動し対応する業務及び付随する
業務。

＊夜間の勤務があり、体力を要します。

岩手県盛岡市津志田西一
丁目２４－１５

ＡＬＳＯＫ岩手
株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

事務員

1人

総務課にて、庶務係を担当していただきます。

【主な担当業務】
・物品管理
・パソコンを使用したデータ入力

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）
パソコン操作（ワード・

エクセル） 岩手県下閉伊郡岩泉町

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

台船作業員「建設」

1人

工事台船での作業に従事していただきます。
○宮古下閉伊地区の湾内（現場）での工事　　　
○工事資材や機材の運搬作業　　　
○その他、台船上における作業助手及び陸上での
土木作業

岩手県宮古市宮町一丁目
３－４３

大坂建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

児童指導員

2人

入所児童（知的障害児）の生活支援を行います。
入所児童１８名の支援を分担して行います。
　・食事介助
　・入浴介助


岩手県宮古市崎山５－８
８

岩手県沿岸知的障
害児施設組合（は
まゆり学園）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）操作のできる方 岩手県宮古市



普通自動車免許ＡＴ
(1) 9時15分～18時00分

131,877円～139,635円

正社員以外 不問 07020-10624481
変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～16時00分

141,200円～158,700円 (2) 9時30分～18時30分
(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030- 4041981
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
自動車整備士３級 (1) 9時00分～17時40分

145,000円～200,000円

正社員 不問 03030- 4042581
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～16時30分
186,250円～198,000円

正社員 不問 03030- 4043481
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

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

正社員 40歳以下 03030- 4045881
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- 4047181
大型自動車免許一種
小型移動式クレーン (1) 8時00分～17時00分

玉掛技能者 193,500円～193,500円

正社員 64歳以下 03030- 4048081
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
236,240円～440,640円

正社員 59歳以下 04010-76533181
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
236,240円～440,640円

正社員 59歳以下 04010-76534081
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時15分
180,000円～210,000円

正社員以外 不問 04010-76667681
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

183,200円～343,500円

正社員 不問 37030- 7627681
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～276,000円

正社員以外 不問 02010-22182081
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 9時00分～17時50分
150,000円～159,000円

正社員 40歳以下 03030- 4085581
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- 4090381

180,000円～200,000円

正社員 64歳以下 03030- 4091681
中型一種（８ｔ限定）
フォークリフト技能者 (1) 8時00分～17時00分

162,048円～162,048円

正社員 59歳以下 03030- 4095781
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時45分
250,000円～250,000円

正社員以外 不問 22020-31601481
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時45分
250,000円～250,000円

正社員以外 不問 22020-31660481

3

一般事務（岩泉町）

2人

以下の業務等を行っていただきます。
・パソコン（主にエクセル・ワード）による書類
作成
・各帳簿付け、現金および預金管理
・来客対応（お茶出し含む）、電話対応

福島県いわき市常磐湯本
町天王崎１番地３８　Ｓ
ビル２階

株式会社　ショウ
ビ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

介護職／グループホーム
「介護」

1人

９名の要介護高齢者である利用者の方の、日常生
活介護となります。
・食事の調理、入浴、排せつの介助、レクリエー
ション等
・社用車（軽自動車）を運転し、利用者の方と買

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
４地割１－２０

社会福祉法人　若
竹会　サンホーム
みやこ雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

自動車整備

2人

自動車整備業務全般
・軽自動車、小型・中型自動車および大型自動車
などの車検　整備や一般点検整備、修理など
・整備関係書類（整備記録）作成、お客様の車の
入庫、引取　りロードサービス

岩手県下閉伊郡田野畑村
菅窪２２３－７５

丸奥自動車工業株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村、他

普通土木作業員「建設」

1人

土木作業業務全般に従事してます。
・道路、水路、上下水道等において手作業による
整地
・コンクリートの練りや充填
・側溝付けなどの構造物の設置作業

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

カウンター及びホールス
タッフ

3人

パチンコ、スロット店のカウンタースタッフ及び
ホールスタッフとして、お客様に快適に遊戯をし
ていただくためのサービスを提供する仕事です。
管理者候補としての採用となります。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中家２６－１

株式会社　ジェッ
ク

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

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。
〇製造機械に材料（ゴム）を流し込んでプレス
〇製品になって出てきたものを取り込む作業
〇その他関連する作業

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

大型運転手

1人

大型トラック（７ｔ）車によるブロック運搬を主
に担当していただきます。積み降し作業は自らク
レーンで行います。

【運行範囲】宮古～前沢、北上、遠野

岩手県宮古市田老字乙部
２４７－２８

有限会社　平内運
送

雇用期間の定めなし

大型運転業務１年以上の
経験

岩手県宮古市

現場監督補助（電気設備分
野）［岩手県］

1人

電気設備工事における管理業務（現場監督）を
行っていただきます。
・工事における写真の撮影及び管理業務
・作業員への作業内容の伝達及び確認・現場での
安全確認業　務・ミーティング

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

岩手県宮古市、他

現場監督補助（空調・衛生
設備分野）［岩手県］

1人

空調・衛生設備工事における管理業務（現場監
督）を行って頂きます。
・工事における写真の撮影及び管理業務
・作業員への作業内容の伝達及び確認
・現場での安全確認業務　・ミーティング

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

岩手県宮古市、他

（請）道路巡回運転員［宮
古市／釜石市／大船渡市］

1人

陸前高田市から宮古市管内の国　道４５号線（自
動車専用道路含む）をスケジュールに従ってパト
ロール車で巡回するため、巡回車両の運転を行う
ものです。
（釜石管内が７割程度、近隣が３割程度で勤務配

宮城県仙台市青葉区八幡
１丁目４－１６

みちのくコンサル
タント　株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

運転経験が２年以上ある
こと 岩手県宮古市、他

型枠大工

3人

＊コンクリート建造物の建設

・主にマンション、病院、橋梁、水門等



香川県綾歌郡宇多津町１
８９５番地６

株式会社　篠原組

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木作業員（宮古市）

3人

岩手県宮古市においての土木作業
（東日本大震災の復興工事に伴う太平洋沿岸の防
潮堤工事）



青森県青森市緑３丁目８
－２

株式会社　平井建
設工業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ショールームスタッフ（宮
古店）

1人

日産販売会社のショールームにおいて、主に下記
業務を担当していただきます。
・受付業務（来店されたお客様の対応など）
・営業補助業務（商品説明、営業担当者のサポー
トなど）

岩手県宮古市長町二丁目
１番３９号

日産チェリー岩手
販売株式会社　宮
古店雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ＰＣを操作できる方
（Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ

実務経験者）

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
・外出用務の際は、基本的に社用車使用

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

商品企画、販売

1人

宮古駅に新規オープンするケーキやクッキーなど
を販売するパティスリーで新商品を一緒に楽しく
作ったりご来店されるお客様に楽しく接客してい
ただく仕事です。
専門のパティシエがいますのでケーキやお菓子作

岩手県宮古市田老字小堀
内１９－１５

しあわせ乳業　株
式会社

雇用期間の定めなし

又は 9時00分～20時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

運転手

1人

・当社車両（４ｔ車）による総合建設資材（セメ
ント、配　　管、住宅設備等）の配送
・配送は、田野畑村・岩泉町コース、山田町コー
ス、川井地
　区コース

岩手県宮古市西町一丁目
７－３２

有限会社　東北物
流運輸

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

新築戸建て住宅基礎工事一
式

2人

当社新築戸建住宅の基礎施工。
一年を通じて同県内で安定した仕事が出来ます。
（作業着貸与・作業靴貸与）



静岡県浜松市西区大久保
町１２２７－６（浜松技
術工業団地内）

株式会社　一条工
務店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

【必須経験】
住宅基礎工事経験（年数

不問）
車両系建設機械（整地）

経験（年数不問）

建方作業及び建方作業の指
揮・指導（岩手県）

1人

建方作業及び建方作業の指揮・指導

入社後、当社研修施設にて当社基準・ルールに
則った建方工事方法を習得して頂きます。
その後実際の建築現場にて建方作業等に従事して

静岡県浜松市西区大久保
町１２２７－６（浜松技
術工業団地内）

株式会社　一条工
務店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

木造建築物の組立等の作
業経験２～３年以上（免

許取得の為）


