
調理師又は
食品衛生責任者

184,800円～288,000円

正社員以外 18歳以上 01240-23403981
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
198,050円～349,500円

正社員 64歳以下 03030- 4019581
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- 4020881
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- 4022181
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～207,900円

正社員 59歳以下 03030- 4023081
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
165,000円～190,000円

正社員 35歳以下 03030- 4024381
大型自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
小型移動式クレーン (1) 7時00分～16時00分

玉掛技能者 140,800円～149,600円 (2) 8時00分～17時00分

正社員 64歳以下 03030- 4025681
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
480,000円～552,000円

正社員以外 18歳以上 27150-23016481
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
432,000円～480,000円 (2)19時00分～ 5時00分

正社員以外 18歳以上 27150-23017781
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 9時30分～18時00分
159,000円～173,500円

正社員 59歳以下 03010-27329981
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 9時00分～17時30分
135,300円～135,300円

正社員以外 不問 03010-27012981

(1) 8時00分～17時00分
220,000円～320,000円

正社員 不問 03010-27024881
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 9時30分～18時30分
138,000円～200,000円

正社員以外 35歳以下 03010-27078681
測量士又は 変形（１年単位）
測量士補 (1) 8時30分～17時30分

普通自動車免許一種 155,000円～240,000円 (2) 8時30分～12時00分

正社員 不問 03030- 4010481
看護師又は 変形（１ヶ月単位）
准看護師 (1) 6時30分～15時15分

177,000円～309,000円 (2) 7時00分～15時45分
(3) 9時00分～17時45分

正社員以外 不問 03030- 4011781
変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～15時45分

135,200円～190,400円 (2) 9時00分～17時45分
(3)10時00分～18時45分

正社員以外 不問 03030- 4012881

(1) 8時30分～17時15分
143,313円～191,955円

正社員以外 不問 03030- 3990081

1

事務補助

1人

東北地方整備局三陸国道事務所において、文書の
作成、管理、保管、電話対応、来客対応（お茶出
し）、パソコン（ワード、エクセル等）を使用し
ての書類の浄書等の一般事務（補助）となりま
す。

岩手県宮古市藤の川４番
１号

国土交通省　東北
地方整備局　三陸
国道事務所雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県宮古市

パソコン（ワード、エク
セル等）が容易に扱える

こと

介護職「介護」

2人

施設入所者の生活介護業務を行います。入所者の
日常生活の車椅子、歩行、食事介助や水分補給、
口腔清拭、手洗い、排泄介助、オムツ交換、入
浴、更衣介助、寝具交換、臥床介助、ふれあいケ
アなどになります。パソコン使用し業務報告もあ

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中家４０

社会福祉法人　恩賜
財団済生会支部岩手
県済生会　特別養護
老人ホーム　百楽苑

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン入力ができるこ
と（初級程度）

岩手県下閉伊郡岩泉町

看護師又は准看護師「看
護」

1人

介護老人福祉施設の利用者の健康管理及び衛生指
導、投薬管理、経管栄養の実施、内服薬の準備、
外来受診に関する業務を担当していただきます。
処方箋の受付、分包に関すること、看取りケアに
関すること、看護記録（ＰＣ入力）、オンコール

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中家４０

社会福祉法人　恩賜
財団済生会支部岩手
県済生会　特別養護
老人ホーム　百楽苑

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）

又は10時15分～19時00分
の間の7時間以上

岩手県下閉伊郡岩泉町

測量士・測量士補

1人

測量業務全般。土木・建築工事にあたり、土地の
位置・形状を測量する仕事です。専門の機器や技
術を使いますので、測量業務の経験がある方から
の応募をお待ちしています。また、測量データの
入力などパソコンを使う仕事もあります。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字三本松１

有限会社　岩泉測
量設計

雇用期間の定めなし
測量経験

パソコン操作（ワード・
エクセル） 岩手県下閉伊郡岩泉町

総合職（盛岡市・宮古市・
久慈市・一戸町）

1人

営業、企画、添乗、事務業務を行っていただきま
す。
・旅行営業（企業・学校へのルート営業）
・旅行企画（募集旅行の広告作成等）
・一般事務（納品書・請求書等の作成、集金等）

岩手県盛岡市厨川１丁目
１７－１８

株式会社　岩手県
北観光

雇用期間の定めなし

パソコン操作できる方
（ワード・エクセル） 岩手県宮古市、他

ＣＡＤオペレーター（経験
者）

2人

建設現場でのＣＡＤオペレーター
・ＣＡＤによる図面の作成、修正
・ワード、エクセルでの書類作成、ファイリング

＊Ｖ－ｎａｓ、ＡｕｔｏＣＡＤ経験者優遇

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

ＣＡＤ（建設系）実務経
験者

パソコン操作（エクセ
ル・ワード）

建設会社での実務経験

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

洗車スタッフ（宮古店）

1人

『トヨタカローラ岩手　宮古店』において、洗車
業務全般を行っていただきます。
・洗車作業
・室内清掃
・その他、洗車関連業務及び指示された業務

岩手県盛岡市上堂４丁目
６－５

トヨタカローラ岩
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

営業販売スタッフ（宮古
店）

1人

「宮古店」において下記業務を行っていただきま
す。
・新車、中古車の販売
・顧客へのアフターフォロー
　（点検、車検修理等の誘致活動）

岩手県盛岡市東仙北２丁
目１３－３５

ネッツトヨタ岩手
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

安全監視員（宮古市）

2人

安全監視員

　＊掘削中のトンネル切羽で、地山の崩壊の危険
および
　　重機器の移動時に人との接触事故防止の安全

大阪府高槻市郡家新町４
１－２

吉岡建設株式会社
高槻作業所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

トンネル覆エ作業（宮古
市）

2人

トンネル覆エ作業

　＊セントル（移動式型枠）を運用し、型枠の設
置と
　　コンクリート打設を繰り返す作業です。

大阪府高槻市郡家新町４
１－２

吉岡建設株式会社
高槻作業所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

廃棄物・一般廃棄物の収集
運搬

1人

大型車を運転し廃棄物の収集と一般廃棄物の収集
を行います。廃棄物は主に市内受注先となり、積
込は移動式クレーン操作となります。廃棄物は県
内にある処分場までの運搬も行います。


岩手県宮古市長町１丁目
９－１７

リアス環境管理
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

現場担当責任者（候補）

1人

フカヒレの加工作業に従事していただきます。初
めは現場作業を覚えながら、将来は現場担当責任
者を目指していただきます。

原料のフカヒレの

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根１３－８０－２１

株式会社　萬平
東北工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

パソコン（ワード・エク
セル）の基本操作の出来

る方

大型ダンプ運転手

1人

大型ダンプ車（１０トン）の運転業務に従事して
いただきます。運搬する物は、砂利、砕石、合材
などとなります。就業場所は、主に岩泉地区、田
野畑地区、宮古地区となります。


岩手県下閉伊郡田野畑村
真木沢８６－１５

株式会社　岩手企
業

雇用期間の定めなし

経験１年以上 岩手県下閉伊郡田野畑村

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、各種機械等に使用される部品
で、機械や手作業での仕上げ加工作業となりま
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

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

一般土木作業員「建設」

1人

公共工事が主体の道路や林道の築造・補修、砂防
堰堤の築造などの土木作業に従事していただきま
す。建設業は多くの資格や免許が必要になります
が、その場合は会社で支援しますのでキャリア
アップができます。

岩手県宮古市八木沢三丁
目１１－５

株式会社　菊地建
設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

事業所名
求人番号

建設会社寮の住込調理員
（岩手県宮古市）

2人

建設会社寮にて、食事（４０食～６０食）の提供
を３名から４名の従業員で行います。

・厨房内の清掃もあります。

札幌市北区屯田５条１０
丁目１０番２４号

株式会社　ホク
ショク

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 3時00分～20時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

     （11月9日時点の内容です）

　　１１月５日　から　１１月９日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は　１１月２２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１５日発



変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～16時00分

138,500円～188,300円 (2) 9時00分～18時00分
(3)10時00分～19時00分

正社員 64歳以下 03030- 3991381
変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～16時00分

134,280円～134,280円 (2) 9時00分～18時00分
(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030- 3992681
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

160,000円～200,000円

正社員 35歳以下 03030- 3994581
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
231,000円～346,500円

正社員 64歳以下 03030- 3995481
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

161,700円～184,800円

正社員 64歳以下 03030- 3996781
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

140,000円～140,000円

正社員 39歳以下 03030- 3998281
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

145,000円～230,000円

正社員 59歳以下 03030- 3999181
採石業務管理者

火薬類取扱責任者甲種又は (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- 4000981
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～302,900円

正社員 不問 03030- 4001581
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分
132,080円～223,200円

正社員以外 不問 03030- 4002481
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時15分

160,000円～250,000円 (2)18時15分～ 3時30分

正社員 18歳～64歳 03030- 4003781
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

150,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030- 4004881
警備員検定試験２級 変形（１ヶ月単位）

原動機付自転車免許又は (1) 8時00分～17時00分
普通自動車免許一種 189,200円～189,200円 (2)21時00分～ 6時00分

正社員以外 59歳以下 03030- 4005281
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～16時30分
185,000円～190,000円

正社員 不問 03030- 4006181
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分

181,600円～231,700円 (2) 8時30分～12時30分

正社員 59歳以下 03030- 4009681
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～186,400円

正社員 35歳以下 03011-  892581
普通自動車免許一種

玉掛技能者 (1) 8時00分～17時00分
181,000円～219,000円

正社員以外 不問 03100- 2959381
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

管工事施工技士1級又は (1) 8時00分～17時15分
管工事施工技士2級 150,000円～280,000円

正社員 不問 03100- 2961481
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時00分
258,500円～317,250円

正社員 59歳以下 04080- 4421581
普通自動車免許一種
車両系整地掘削用運転 (1) 8時00分～17時00分

194,400円～237,600円

正社員 64歳以下 05041- 2039181

2

重機オペレーターおよび
土木作業員【県外】

2人

○河川改修及び道路工事などの土木作業及び重機
オペレータ
　ーに従事していただきます
＊被災地復興現場もあります
＊現場作業所に泊り込んで作業します。毎週日曜

秋田県仙北市田沢湖神代
字戸伏松原４０－３

株式会社　森元組

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

法面工事・現場作業員

2人

法面工事（現場作業）現場施工に関する業務に従
事して
頂きます。
　　
・法面工事、法面工事に係わる現場作業

宮城県気仙沼市長磯七半
沢１３７

有限会社　東北特
工

雇用期間の定めなし


 岩手県宮古市、他

配管工（見習い可）　「建
設」

2人

◆公共事業・各家庭の現場において、配管業務全
般に従事し　ていただきます。

＊給水管、排水管、給湯の配管作業全般となりま
す。

岩手県久慈市中町２－７ 株式会社　カネヨ
シ水道工業所

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
　　　　　　　　　　「建

1人

◆ＰＣ橋梁における一般土木作業全般
（高所での作業が主となり、機敏性、体力を要し
ます。）

※遠方が現場の場合、旅館や借り上げアパート等

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

戸建住宅基礎工（見習い）
　　　　　　　　　　「建

3人

個人邸の住宅基礎工事の補助作業

＊入社後は現場の準備・片付けなど、
　型枠大工職人の全体的なサポートをしながら、
　ノウハウを覚えていただきます。　

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

岩手県宮古市、他

医療事務

1人

医療事務に係る業務を行っていただきます。受付
窓口での患者様の対応（受付・精算等）、レセプ
ト入力、パソコン入力業務、電話対応、その他付
随する業務を行います。事務スタッフは他２５名
おります。

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

パソコン操作（ワード・
エクセル）可能な方 岩手県宮古市

大型運転手

1人

当社保有の大型１０ｔダンプを運転し、土砂やア
スファルト合材の工事現場間の運搬業務に従事し
ていただきます。現場は主に宮古、下閉伊地区と
なります。大型ダンプ経験者を採用面で優遇しま
す。

岩手県宮古市小山田４丁
目７番６号

富士運送　有限会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

警備員（資格者）

3人

地域の各地で安全サービスを提供する仕事です。
具体的には工事現場や店舗駐車場などの周辺で通
行車両や歩行者が交通事故に合わないよう安全に
誘導する「交通誘導」イベントや祭り会場での事
故を防ぐ「踏切警備」です。

岩手県宮古市宮町４丁目
５番１６号

東洋ワークセキュ
リティ株式会社
宮古営業所雇用期間の定めなし

警備業務 岩手県宮古市

資材管理／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。資材管理
業務の仕事が主となり他４名従事しています。主
に製品梱包、出荷業務、取扱い品の在庫管理、パ
ソコン入力もあります。

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

岩手県下閉伊郡山田町

木材加工技術者

3人

主に住宅の柱（集成材）を生産しています。原木
から柱の加工をする作業となり、ライン作業をし
ていただきます。機械操作での加工作業となりま
す。（木材乾燥機、プレス機など）


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

葬祭施行補助及び打合せ担
当／嘱託職員

2人

葬祭全般にかかわる業務
・霊柩車やハイヤーの手配、火葬場などの手配、
会葬礼状や遺影写真、生花の手配などの様々な手
配、葬儀式の進行など


岩手県宮古市小山田３丁
目３番５号

いわて生活協同組
合　葬祭部　セリ
オホールみやこ雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

塗装工「建設」

2人

建築物等の保護や美観に関わる塗装・吹き付け及
びそれに付随した作業全般に従事していただきま
す。主に一般住宅・ビル、公営住宅、病院等を
行っております。現場には事務所集合で乗合で移
動となります。年１回程度、主に東北圏内の出張

岩手県下閉伊郡山田町織
笠第１４地割３２番地２
２９

有限会社　サワダ
建装

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町、他

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

製造技術（幹部候補）

1人

電子機器基板にチップなどの電子部品を取り付け
る実装機械、またはハンダ付け等の後付け工程に
おける設備を操作していただきます。経験を積ん
で、作業の進捗状況確認や技術指導を行う管理者
となる方を求めます。

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

岩手県宮古市

製造技術（正社員）

2人

電子機器基板にチップなどの電子部品を取り付け
る実装機械、またはハンダ付け等の後付け工程に
おける設備を操作していただきます。経験を積ん
で、作業の進捗状況確認や技術指導を行うリー
ダーとなる方を求めます。

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

岩手県宮古市

足場補助作業員「建設」

1人

各現場において足場組立、解体作業に従事してい
ます。作業員の手元や資材の運搬等になります
が、将来は組立、解体も行い２～３名で作業とな
ります。その他足場作業がない場合は土木作業も
行っていただきます。屋外での作業となります。

岩手県宮古市根市第６地
割７番地１

有限会社　伊藤総
業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

足場作業員「建設」

1人

各現場において足場組立、解体作業員に従事して
います。現場では２～３名で作業を行います。そ
の他足場作業がない場合は土木作業も行っていた
だきます。屋外での作業で力仕事のため、体力に
自信のある方を希望します。　　　　　　

岩手県宮古市根市第６地
割７番地１

有限会社　伊藤総
業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

工作機械オペレーター

3人

電子部品用精密金型の部品を製造します。３種類
のＮＣ機械を操作し、±０．００１ｍｍ単位の精
度で金属加工を行います。（１）研削盤（２）放
電加工機（３）マニシングセンタ各機械１名ずつ
の募集です。ご希望と適性を踏まえて各機械をご

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

介護職「介護」

1人

福祉施設内における介護業務全般を行います。施
設入所者数５０名、ショートステイ８名の方への
身の回りの世話、食事、排泄、入浴の介助などを
行います。


岩手県下閉伊郡田野畑村
田野畑１２０－１８

社会福祉法人　寿
生会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡田野畑村

介護職「介護」／正社員

1人

福祉施設内における介護業務全般を行います。施
設入所者数５０名、ショートステイ８名の方への
身の回りの世話、食事、排泄、入浴の介助などを
行います。


岩手県下閉伊郡田野畑村
田野畑１２０－１８

社会福祉法人　寿
生会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村



変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

172,000円～172,000円 (2)21時00分～ 6時00分

正社員以外 59歳以下 03030- 4033981
大型自動車免許二種 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～18時00分
170,000円～330,000円

正社員 不問 03030- 4034581
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時25分
140,000円～230,000円 (2)10時00分～18時55分

(3)12時00分～20時55分

正社員 不問 03030- 4035481

(1) 8時30分～17時15分
129,990円～150,570円

正社員以外 不問 03030- 4036781
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
282,000円～282,000円

正社員以外 59歳以下 04080- 4464781
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
176,000円～220,000円

正社員以外 18歳以上 03010-27630881
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
176,000円～220,000円

正社員以外 18歳以上 03010-27631281
交替制あり
(1)10時00分～19時00分

168,700円～201,700円 (2) 9時30分～18時30分
(3)11時00分～20時00分

正社員 59歳以下 03030- 4026981

(1) 8時30分～17時15分
126,276円～146,268円

正社員以外 不問 03030- 4028481
理学療法士
作業療法士 (1) 8時30分～17時30分
言語聴覚士 237,031円～294,843円
いずれか

正社員 不問 13070- 7121382

3

警備員

3人

地域の各地で安全サービスを提供する仕事です。
具体的には工事現場や店舗駐車場などの周辺で通
行車両や歩行者が交通事故に合わないよう安全に
誘導する「交通誘導」イベントや祭り会場での事
故を防ぐ「踏切警備」です。

岩手県宮古市宮町４丁目
５番１６号

東洋ワークセキュ
リティ株式会社
宮古営業所雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

大型バス運転手（本社）

1人

観光バス・送迎バスの運転業務を行います。宮古
近郊～全国各地、お客様のプランや予約などに応
じ、各方面への運転を行います。送迎バスでは、
お客様の人数等により２５人乗りの小型マイクロ
バス～大型バスの運転となり、スクールバスも含

岩手県宮古市根市第２地
割３４－１

リアス観光　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

予約管理スタッフ

1人

宿泊や宴会の受付業務に従事していただきます。
・電話やインターネットでの申込に対応
・ホテルシステムを利用して受け付けた予約情報
の管理
・その他付随する業務（一般電話オペレーション

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 岩手県宮古市

一般事務補助／宮古土木セ
ンター

1人

宮古土木センターにおいて、事務補助業務を行っ
ていただきます。
・パソコン（ワード・エクセル）を使用しての
データ入力
・各種書類のコピー　　　

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
月未満）

パソコン（ワード・エク
セル）操作できる方 岩手県宮古市

土木現場作業員

2人

現場作業に関する業務に従事して頂きます。

・型枠付け、型枠移動、手元作業　
　


宮城県気仙沼市長磯七半
沢１３７

有限会社　東北特
工

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）


 岩手県宮古市

警備員Ｂ（日給／臨時社員
／山田支社）

10人

交通誘導警備、施設警備
（巡回、常駐、出入管理、列車見張）
機械警備機動要員

＊交通誘導警備、施設警備、ＪＲ列車見張などに

岩手県盛岡市大通３丁目
９番１７－２０１号

株式会社　Ｍ・
Ｋ・Ｇ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

警備員Ｂ（日給／臨時社員
／宮古支社）

10人

交通誘導警備、施設警備
（巡回、常駐、出入管理、列車見張）
機械警備機動要員

＊交通誘導警備、施設警備、ＪＲ列車見張などに

岩手県盛岡市大通３丁目
９番１７－２０１号

株式会社　Ｍ・
Ｋ・Ｇ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

店舗窓口スタッフ（正社
員）

1人

ドコモショップ宮古千徳店での店舗窓口業務を
行っていただきます。機器の説明や、最適料金プ
ランの提案、故障受付等、ドコモの携帯電話に関
連した全ての受付業務となります。


岩手県宮古市板屋１丁目
２番１０－１号

株式会社サンデッ
クス　ドコモ
ショップ宮古千徳
店

雇用期間の定めなし

パソコンのキーボード入
力 岩手県宮古市

データ整理、事務補助（期
限付臨時職員）

1人

岩泉林務出張所において事務補助作業に従事しま
す。
・窓口での来客応対、電話応対、パソコン操作
（データ入力　や図面の作成等）、その他資料整
理等。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字松橋２４－３　岩泉
地区合同庁舎２階

沿岸広域振興局宮
古農林振興セン
ター林務室　岩泉
林務出張所

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）のできる方

岩手県下閉伊郡岩泉町

訪問リハビリテーション／
宮古

1人

本財団は、日本理学療法士協会・日本作業療法士
協会・日本言語聴覚士協会が共同出資し、被災者
の支援を目的として創設致しました。
福島県・宮城県・岩手県の被災者および高齢者の
支援として、専門的な在宅での理学療法や作業療

東京都渋谷区干駄ヶ谷３
－８－５

一般財団法人訪問
リハビリテーショ
ン振興財団雇用期間の定めなし

岩手県宮古市


