
車両系整地掘削用運転
不整地運搬車運転技能 (1) 8時00分～17時00分
普通自動車免許一種 172,500円～275,000円 (2) 8時00分～10時30分

正社員 不問 02080- 3665281
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 03010-29241381
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 03010-29292381
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

普通自動車免許一種
正社員 59歳以下 03010-29293681

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 03010-29294981
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 03010-29302881
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 03010-29304181
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
又は 220,000円～450,000円

建築施工管理技士２級

正社員 64歳以下 03020- 2458681
普通自動車免許一種

土木施工管理技士２級 (1) 8時00分～17時00分
又は 231,000円～359,000円

土木施工管理技士１級

正社員 59歳以下 03030- 4142281
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
194,400円～216,000円

正社員 59歳以下 03030- 4143181
変形（１ヶ月単位）

132,000円～170,000円

正社員 不問 03030- 4144081
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- 4145381
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- 4146681
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- 4147981
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
160,000円～210,000円

正社員 不問 03030- 4148581
普通自動車免許一種

社会福祉士 (1) 8時00分～16時45分
介護福祉士 143,000円～157,000円

精神保健福祉士
いずれか

正社員 64歳以下 03030- 4153381
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- 4155981

1

事務全般

1人

・建設業に関する事務業務全般
・一般住宅や土木、公共工事に関する各種書類作
成（ＰＣ入力）
・電話、来客対応
・事務所内外掃除、ポスティング等

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

職業指導員兼生活支援員

1人

利用者の方（約１６名）の生活支援、作業支援を
行います。
・リサイクル回収作業、缶、古紙等の仕分け作業
・日常の生活支援
・利用者の送迎（町内でハイエースＡＴ、ＭＴあ

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

自動車整備工員

1人

・車検、法定点検、一般整備、オイル交換、タイ
ヤ交換
・洗車、納車、その他付随する業務
車検チェーン全国５００店舗以上の「車検のコ
バック」でのお仕事になります。

岩手県下閉伊郡田野畑村
和野１５－２４

有限会社　佐々木
自動車整備工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

フロント業務

1人

フロント業務全般
・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
・売店、喫茶の対応など

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

総合職

1人

漁業協同組合の仕事全般
・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）

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

移動式クレーンオペレー
ター

3人

建設現場（トンネル、橋工事など）等での作業
・重量物のつり上げ、降ろし作業移動式クレーン
のオペレー
　ター


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

一般事務

1人

一般事務業務全般に従事
・パソコンを使用して日報等へのデータ入力、各
種書類等の　作成、電話応対、来客対応
・事務所内の清掃、その他付随する業務


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

又は 9時00分～19時00分の
間の8時間

岩手県下閉伊郡田野畑村
パソコン基本的操作（ワー
ド・エクセル入力程度）

普通作業員「建設」

1人

土木工事、舗装工事、管工事全般
・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
　細部の手作業
・その他付随する業務

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

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
・安全管理、パソコンを使用し書類の作成
・現場状況の写真管理、完成図書の作成


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 岩手県宮古市、他

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

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

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

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

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

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

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

事業所名
求人番号

重機オペレーター

2人

建設業全般の重機オペレーター　（主に公共工
事）　　　　（舗装工事・土木・配管工事等）
他　土木作業

※体力を必要とする仕事です

青森県三沢市大字三沢字
大津５８－２４３

巻工業

雇用期間の定めなし

重機運転経験者（年数不
問）【必須】

岩手県宮古市、他

     （12月7日時点の内容です）

　　１２月３日　から　１２月７日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　１２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。 

◎ すでに、募集を締め切っている場合もありますので、ご注意ください。 

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す。 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。 

◎ すでに、募集を締め切っている場合もありますので、ご注意ください。 

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す。 フルタイム 

平成３０年１２月１３日発行  



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

129,340円～129,340円

正社員 59歳以下 03030- 4156581
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- 4157481
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- 4158781
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- 4160181
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 パソコン操作出来る方 03030- 4161081
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- 4163681
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- 4164981
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- 4165581
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
132,000円～148,000円

正社員 59歳以下 03030- 4166481
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- 4167781
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- 4169281
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- 4170381
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

土木施工管理技士１級 (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- 4171681
土木施工管理技士１級 変形（１年単位）
普通自動車免許一種 (1) 8時00分～17時00分

230,000円～270,000円

正社員 59歳以下 03030- 4172981
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
161,250円～193,500円

正社員 不問 03030- 4173581
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- 4175781
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
258,000円～279,500円

正社員 不問 03030- 4176881
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
140,000円～140,000円

正社員 不問 03030- 4177281
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
140,000円～280,000円

正社員 不問 03030- 4178181
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- 4179081
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

133,403円～133,403円

正社員以外 59歳以下 03030- 4180981
2

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）
・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


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

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３４名を８名で保育しております
・日常の遊び、保育記録、年行事など


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

月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

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。
・各現場清掃や資材の準備、運搬
・道具の手入れ


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
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
・主に岩泉町内への訪問看護業務（社用車使用）


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）

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

岩手県下閉伊郡岩泉町

建築施工管理・土木施工管
理

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（移動社用車使
用）
・積算見積作成
・パソコンでの工事関連書類作成

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

調理員（洋食担当）

1人

ホテル厨房（メイン厨房及びダイニングキッチ
ン）で、洋食を担当していただきます。
・朝食はビュッフェメニ－、昼食はランチメ
ニュー、夕食はビュッフェ及び部屋食メニュー
・食材の仕込み・調理・盛り付け等・その他付随

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

洋食経験者
又は 6時30分～21時00分の
間の7時間程度

岩手県宮古市

一般事務

1人

一般事務に従事
・パソコンを使用しての書類作成、請求書作成、
データ入力
・来客対応、電話対応
・役所などへの書類提出、銀行回り、集金など

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

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
・現場へは、社有車または私有車での移動。私有

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

販売員（河南店）

1人

お菓子、ケーキ、パン等の販売
・来店したお客様応対、レジ、品出し
・箱詰め、ラッピング
・店内の清掃

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
土木作業員「建設」

2人

土木工事部での業務
・土木工事（基礎工事、資材の運搬など）
・水道工事（漏水工事、風呂、キッチン、トイレ
等の配管工
　事や器具の取り付け作業など）

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

販売員（ドラ店）

1人

お菓子、ケーキ、パン等の販売
・来店したお客様応対、レジ、品出し
・箱詰め、ラッピング
・店内の清掃


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

土木施工管理技士「建設」

1人

土木工事現場においての、工事の監督・指導全
般。
・主に公共工事を請負っており、施工計画の立
案、工事監理、打ち合わせなど
・使用する資材、機械の手配や管理

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字村木７４

横屋建設　株式会
社

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

土木工事部での業務
・現場管理、工事の書類・写真整理

※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。

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

PC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）

大工（経験者）「建設」

2人

建築工事全般に従事します。
・建前骨組み
・外壁、屋根下地
・床、壁、天井の下地
基本社用車に乗り合いで現場に向かいますが、場

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

型枠大工（見習い可）「建
設」

2人

型枠工事、擁壁工事等を行います。主に宮古市、
山田町、岩泉町内の建設工事現場での型枠組ばら
しの施工、加工場における資材の加工、パネル製
作などを行っていただきます。見習の方も歓迎し
ます。

岩手県宮古市崎山第６地
割２－６

黒武工業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木作業員「建設」

5人

住宅やアパートの基礎工事、足場組立、工作物等
解体工事、土砂等の掘削、盛り上げ工事などに従
事していただきます。現場は宮古市、山田町、釜
石市となり、直行直帰となりますが、通勤車がな
い方は乗合も相談可能です。

岩手県宮古市田の神１丁
目２－２６

飯岡興業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

型枠大工（経験者）「建
設」

2人

型枠工事、擁壁工事等に従事していただきます。
現場は宮古市、山田町、岩泉町内となり、主に型
枠組立、解体、片付けの作業となります。増員に
よる募集で、経験者を希望します。

岩手県宮古市崎山第６地
割２－６

黒武工業　株式会
社

雇用期間の定めなし

経験者 岩手県宮古市、他

土木作業（見習可）「建
設」

1人

・住宅の基礎工事土砂掘削
・型枠工事、型枠作り
・公共事業などの土木作業全般
・車両系有資格者は重機操作あり
主な現場は宮古市、山田町内

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

土木作業員／経験者「建
設」

5人

住宅やアパートの基礎工事、足場組立、工作物等
解体工事、土砂等の掘削、盛り上げ工事などに従
事していただきます。現場は宮古市、山田町、釜
石市となり、直行直帰となりますが、通勤車がな
い方は乗合も相談可能です。

岩手県宮古市田の神１丁
目２－２６

飯岡興業　株式会
社

雇用期間の定めなし

建設業で働いた経験がある
方

岩手県宮古市、他

水産加工員

1人

・魚類の加工食品
・スケソウダラ、サバ等の前浜魚の処理作業
・イカの冷凍食品加工
・秋サケの加工
・選別ラインに沿った製造

岩手県宮古市日立浜町８
番２３号

株式会社　おがよ
し

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市



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- 4182481
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- 4185281
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
車両系建設機械免許 (1) 8時00分～17時30分

184,800円～346,500円

正社員 不問 03030- 4188381
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
車両系建設機械免許 (1) 8時00分～17時30分

184,800円～346,500円

正社員 不問 03030- 4190481
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
車両系建設機械免許 (1) 8時00分～17時30分

184,800円～346,500円

正社員 不問 03030- 4191781
普通自動車免許ＡＴ
介護支援専門員又は (1) 8時30分～17時30分

社会福祉主事 210,000円～260,000円

正社員 64歳以下 03030- 4196381
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- 4197681
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- 4198981
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- 4200081
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

136,500円～139,500円

正社員 64歳以下 03030- 4201381
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- 4202681
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

136,500円～139,500円

正社員 64歳以下 03030- 4204581
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- 4205481

170,000円～170,000円

正社員以外 不問 03030- 4208281
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- 4209181
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- 4210681
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- 4211981
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- 4212581
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- 4213481
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
132,284円～132,284円

正社員 64歳以下 03030- 4214781
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- 4215881
3

歯科衛生士

1人

・口腔衛生指導
・診療介助、診療補助
・治療器具の殺菌・、毒、院内の清掃
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

重機オペレーター「建設」

1人

建設現場において
・車両系機械操作
・大型ダンプへの積み込み等の業務を行っていた
だきます。


岩手県下閉伊郡山田町境
田町１１地内　岩手県山
田町仮設店舗Ａ棟７

佐々総業　株式会
社

雇用期間の定めなし

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

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。
・店舗において商品作り、陳列
・接客業務等に従事していただきます。


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

クレーンオペレーター「建
設」

1人

建設現場において、
・クレーン機械操作
・一般新築住宅材料吊
・防潮堤建設現場等の積み込みなどの業務に従事


岩手県下閉伊郡山田町境
田町１１地内　岩手県山
田町仮設店舗Ａ棟７

佐々総業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

ＣＡＤオペレーター

1人

事務所または建設現場において、
・図面作成のためのＣＡＤ作業業務に従事となり
ます。



岩手県下閉伊郡山田町境
田町１１地内　岩手県山
田町仮設店舗Ａ棟７

佐々総業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

調理師

1人

調理業務全般　　　　　　　　　　　　　　　
・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
・山口病院では、概ね３００人の調理を１７名で
担当

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

生活相談員「介護」

1人

当社が運営する小規模デイサービス（利用者１５
人程度）における相談業務全般に従事していただ
きます。
・利用者、家族、関係機関との相談業務
・連絡調整全般

岩手県宮古市田鎖３－８ 株式会社　みやこ
ケアセンターみや
こ雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

出荷業務及び事務業務

1人

出来上がった製品を出荷する業務及び現場の生産
データを集計し、パソコンへ入力する業務

【出荷業務】
・出荷予定表にあわせ出来上がった製品を集める

【郵送先は別住所】下閉
伊郡田野畑村奥地向６９
番地

有限会社　菊地電
子工業

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・

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
水質管理員

1人

・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
・オイルシール製造工（状況により）



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

事務業務

1人

・現場の生産データを集計し、パソコンへ入力
・購買事務（見積、発注）
・勤怠集計（勤務時間等の集計）
・必要に応じ、工場間の移送


【郵送先は別住所】下閉
伊郡田野畑村奥地向６９
番地

有限会社　菊地電
子工業

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

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

販売員／契約社員≪急募≫

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


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

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
・状況により洗濯、雑務等

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

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

現場代理人「建設」

1人

工事現場での管理業務全般を行います。
・現場代理人の業務を担当
・現場は主に宮古市内

弊社は公共工事（道路・ダム・下水道など）か

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

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

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

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
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全般を行っ
ていただきます。
・一般住宅から公共事業の電気工事現場施工
・工事の見積・積算や、施工管理業務
・その他付随した業務

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

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
・病棟の介護スタッフは１０～１５名となり、シ
フトでの勤務
・他職種と共働で患者様の身体機能障害からの回

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



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～150,000円

正社員以外 不問 03030- 4216281
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- 4218081
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- 4219381
大型自動車免許二種又は 変形（１ヶ月単位）

普通自動車免許二種
普通自動車免許一種 161,200円～244,400円

正社員 64歳以下 03030- 4220581
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- 4221481
変形（１年単位）
(1) 6時00分～21時00分

143,000円～220,000円 (2)12時00分～21時00分
(3) 6時30分～15時30分

正社員 30歳以下 03030- 4222781
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- 4224281
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- 4227381
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- 4228681
土木施工管理技士２級
普通自動車免許一種 (1) 8時00分～16時30分

200,000円～250,000円

正社員 不問 03030- 4229981
交替制あり
(1) 7時00分～16時00分

154,300円～154,300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- 4230781
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 04010-81096881
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 04010-81098181
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- 4716281
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- 3251581

(1) 8時00分～17時00分
277,200円～369,600円

正社員以外 不問 07121- 1951081
車両系建設機械

(1) 8時00分～17時00分
369,600円～462,000円

正社員以外 不問 07121- 1953681
建築大工技能士
型枠施工技能士 (1) 8時00分～17時00分

346,500円～462,000円

正社員以外 不問 07121- 1954981
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 17010-33320381
変形（１ヶ月単位）
(1)10時00分～19時00分

186,000円～320,000円

正社員 不問 01040-14200481
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 03010-29657881
4

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。
・レジ、接客業務
・商品の品出し、商品の陳列、商品の補充業務
・店内清掃業務など

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

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

電気工事士（見習可）「建
設」

1人

電気工事業務（見習可）全般を行っていただきま
す。
・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）
・現場は、主に宮古市内

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

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

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

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

理学療法士または作業療法
士

1人

利用者の機能訓練に従事します。
・デイサービス利用者１０名～１５名の方の機能
訓練と、家　庭（３件～４件）訪問し、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

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

営業係（フロント及びレス
トラン係等）／正社員

1人

【セールス活動及びフロント業務】
・チェックイン・チェックアウト業務、売店・ラ
ウンジ担当
・電話応対（予約管理・受付）、その他付随する
業務

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎１
８－２５－３

休暇村　陸中宮古

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

月未満）

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
・現場代理人として施工管理及び指揮監督業務


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

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
・１ユニット１０名、夜勤は２ユニット２０名の

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

土木施工管理技士「建設」

1人

現場管理業務全般に従事していただきます。
・主に土木現場にて管理業務
・道路・水路・上下水道等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
・各現場への移動は、社有車を使用

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

岩手県宮古市、他

現場管理経験
パソコン操作（エクセル・

ワード）できる方

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）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

（契約）土木作業員

5人

○一般土木工事及び除染作業
　・コンクリート工事（防潮堤等）
　・型枠組み立て工事
　・その他、関連する業務

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 岩手県宮古市、他

建設現場における型枠及び
大工作業

3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

重機オペレーター

3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）

岩手県宮古市、他
 

土木工事の経験者

携帯電話販売／正社員（宮
古バイパス）

3人

携帯電話の接客・販売の業務を行っていただきま
す。

◯ソフトバンクの携帯電話、スマートフォン、タ
ブレット等の接客販売業務をお任せします。

北海道帯広市東２条南６
丁目２０番地　長谷川産
業株式会社３階

株式会社　Ｈ・
Ｏ・Ｃ

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

会員事業スタッフ（宮古支
店）

3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



普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分

213,000円～228,000円

正社員 59歳以下 03010-29661981
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

203,500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 18歳～64歳 03030- 4312281
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- 4316681
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
155,520円～155,520円

正社員以外 不問 03030- 4317981
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 18歳～64歳 03030- 4318581
交替制あり
(1) 8時30分～17時30分

128,544円～197,760円 (2)19時10分～ 4時10分

正社員以外 59歳以下 03030- 4319481
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

普通自動車免許ＡＴ 194,100円～210,200円 (2) 9時30分～18時30分

正社員 64歳以下 03030- 4320281
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
133,000円～200,000円

正社員 不問 03030- 4324681
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- 4326581
看護師又は
准看護師 (1) 8時30分～17時30分

180,000円～200,000円 (2) 8時30分～12時30分

正社員 59歳以下 03030- 4329881
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- 4331081
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- 4332381
社会福祉士 変形（１ヶ月単位）

社会福祉主事任用資格 (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- 4333681
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- 4334981
普通自動車免許一種

(1) 8時45分～17時20分
160,000円～200,000円

正社員 64歳以下 03030- 4335581
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- 4336481
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

138,600円～190,575円

正社員以外 不問 03030- 4337781
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時00分
127,127円～165,165円 (2) 8時30分～12時00分

正社員 不問 03030- 4338881
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- 3209281
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- 3235081
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 27080-33975381
5

フューネラルディレクター
（宮古典礼会館）

2人

典礼会館にてお迎えから内容のお打合せまで、心
に寄り添うご提案を行なって頂きます。具体的に
は、ご連絡の受付、儀式内容のご提案、通夜・葬
儀の運営、アフターフォロー等になります。故人
様・ご遺族様についてのヒアリングを行ない、故

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

塗装工≪急募≫「建設」

2人

宮古市内の各現場において、建築塗装作業全般の
業務です。
・一般住宅や集合住宅の建築塗装作業
・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

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を行っていただきます。
【主な業務内容】
○フロント業務
○電話対応
○予約受付、確認（パソコン使用）

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

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において、
・機械への燃料の投入作業
・構内での木材の運搬作業
・バックホー、ローダー等の運転
・装置の運転、操作、点検、保守等の業務

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

塗装工補助≪急募≫「建
設」

2人

宮古市内の各現場で、建築塗装工の補助作業を行
います。
・建築塗装前のサンダーケレン作業（はがれか
かっている旧　塗膜やサビを電動工具で落とす作
業）

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

岩手県宮古市

看護師「看護」

1人

施設利用者の看護業務及び他職種（介護職員、生
活相談員、施設ケアマネ、栄養士等）との連携業
務を行います。特養（２９床）、併設ショートス
テイ（１０床）において、バイタルチェック、服
薬管理、健康管理、嘱託医との連携、通院（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

岩手県下閉伊郡田野畑村

自動機及び成形オペレー
ター

1人

主に下記業務を行っていただきます。
・自動機へのワーク供給及び完成品のトレイ収
納、ユニット　を分解しメンテナンスを行う
・ＰＣでの生産履歴・現品票の作成、測定データ
入力

岩手県下閉伊郡山田町石
峠３－１７－４

和田工業株式会社
東北工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

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、以下の業務を
行っていただきます。
・個別、一斉指導による学習指導
・進路指導
・各種イベントの企画、運営

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

事務兼配達／仕出しいっぷ
く

1人

仕出しいっぷくにて一般事務、経理事務や配送業
務に従事
【事務】
・パソコンを使用しての伝票作成、集金など
【配送】

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

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（現在７５名位）への看護業務全般を
行います。
・入所利用者に対するバイタルチェック
・服薬管理、健康管理及び医療処置

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

正看護師・准看護師「看
護」

1人

・外来患者さまへの看護業務
・医師の指示のもと、注射や採血、点滴などの業
務

＊パートタイム希望の方について、時間帯・日数

岩手県宮古市新町４－３
１

松井内科医院

雇用期間の定めなし

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」にて、以下の業
務を行っていただきます。
・利用希望者やご家族に対しての相談業務
・入所に伴う事前調査
・入所退所の調整

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
・レクリエーションの実施

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

美容師または理容師

1人

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。
・ヘアカット、カラー、パーマ、お顔そりなど
・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

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

営業及び事務補助

1人

営業を中心とした業務となります。
○新車・中古車の販売
○損害保険関係に係る業務
○上記業務に付随する接客作業

岩手県宮古市藤原一丁目
２－３２

有限会社　福士
モータース

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

介護支援専門員（ケアマネージャー）として、主
に以下の業務を行っていただきます。
・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

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

一般事務及び歯科技工業務
補助≪急募≫

1人

当事業所において、
・一般事務
・歯科技工業務補助
・パソコンを使用し納品書、請求書等の書類作成
・作業に使用した器具の洗浄等

岩手県下閉伊郡山田町北
浜町１０４－４

マリンデンタル株
式会社

雇用期間の定めなし

パソコン基本操作 岩手県下閉伊郡山田町

水産加工員（１）≪急募≫

2人

鮮魚やサケ等の、
・選別
・切断　を手作業・手捌き行います。
・９月頃からは鮭の加工が主になり、衛生工場で
の作業とな　る事があります。

岩手県宮古市田老字古田
７５－２１

まるいち　沼田商
店　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

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

大型ダンプ運転手

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



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 27080-33976681
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 27080-33979481
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
160,000円～320,000円

正社員 64歳以下 02020-18424981
車両系基礎工事用運転 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
216,000円～241,920円

正社員 64歳以下 02020-18428881
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 03010-29482181
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- 4233181
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- 4234081
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- 4236681
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- 4237981
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- 4238581
変形（１年単位）
(1) 8時00分～16時30分

130,480円～163,100円

正社員 59歳以下 03030- 4239481
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- 4240281
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
131,500円～200,000円

正社員 64歳以下 03030- 4245981
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
131,500円～200,000円

正社員 64歳以下 03030- 4251081
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
131,500円～200,000円

正社員 64歳以下 03030- 4252381
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- 4253681
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時30分
162,000円～237,600円

正社員以外 不問 03030- 4255581
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- 4256481
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) 7時00分～16時00分

危険物取扱者（丙種） 169,200円～206,800円 (2) 8時00分～17時00分

正社員以外 不問 03030- 4257781
幼稚園教諭免許

(1) 7時30分～16時15分
148,000円～163,000円 (2) 7時45分～16時30分

(3) 9時00分～18時00分

正社員 59歳以下 03030- 4259281
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 配管工経験者 03030- 4262981
6

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

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

重機オペレーター【宮古営
業所】

1人

◇合材プラントにて、アスファルトガラ、コンク
リートガラ　の処理を重機使用にて行っていただ
きます。

＊経験者、ガス・アーク溶接の資格ある方は優遇

青森県八戸市西白山台五
丁目１３－１３

株式会社　大興

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業（宮古営業所）

2人

・輸送提案、製品（砕石等）販売、廃棄物処理提
案等を各担　当に分けて業務にあたっていただき
ます。固定の得意先が　多く、新規開拓は少ない
です。


青森県八戸市西白山台五
丁目１３－１３

株式会社　大興

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

・コネクタ部品の生産、組立機械の操作

＊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。


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

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 岩手県宮古市

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

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
・足場組立、解体作業、鉄骨組立
・重量物の搬入、土木作業

※主な現場は沿岸地域となり、現場へは会社より

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
月未満）

建設経験者 岩手県宮古市

リハビリ職員

2人

当施設利用者への機能訓練業務。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

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。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

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

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

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１０ｋｇくらいの荷物の運搬もありま

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

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、それに伴う整備

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

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）
に従事していただきます。
・レンタル機械の配達回収
・移動には社用車を使用

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

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

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

牧場管理／長嶺牧場

2人

長嶺牧場において、育成牛の飼養業務全般と牧草
収穫に従事していただきます。
・その他、業務報告として日報記入があります。
・直行直帰となり現在２名体制で行っておりま
す。

岩手県下閉伊郡田野畑村
尾肝要３９－１

一般社団法人　田
野畑村産業開発公
社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

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

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

燃料の配達業務（船越Ｓ
Ｓ）

1人

灯油・軽油等の配送業務を担当していただきま
す。
・１～２ｔのタンクローリーにて、山田町及び近
隣市町村へ　の配送・給油業務


岩手県下閉伊郡山田町船
越６－１４２－１２

株式会社　サカモ
ト

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

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

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
・上記に付帯する業務

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

幼稚園教諭

1人

当法人が運営する幼稚園において、保育業務全般
をお願いします。
・クラス担任補助
・バス添乗（登降園時）
・降園後の預かり保育のお手伝い

岩手県下閉伊郡山田町八
幡町１２－２１

学校法人光明学園
山田幼稚園

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町



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- 4263581
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- 4264481
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- 4265781
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- 4266881
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- 4267281
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- 4268181
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- 4269081
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時15分～17時15分
132,000円～142,000円 (2) 9時00分～18時00分

(3)17時00分～ 9時00分

正社員 64歳以下 03030- 4270981
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- 4276181
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- 4277081
変形（１年単位）
(1) 8時10分～17時10分

131,064円～131,064円

正社員 64歳以下 03030- 4278381
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

136,500円～139,500円 (2)20時00分～ 5時00分

正社員 18歳～64歳 03030- 4279681
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- 4280481
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- 4281781
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- 4282881
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- 4284181
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時30分
169,900円～174,040円

正社員以外 不問 03030- 4287681
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 7時00分～16時00分
135,680円～135,680円 (2) 9時00分～18時00分

(3)10時30分～19時30分

正社員以外 不問 03030- 4289581
中型自動車免許一種

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- 4290881
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 7時30分～16時30分
165,000円～220,000円

正社員以外 不問 03030- 4296981

7

現場作業員「建設」

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

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

営業管理職候補

1人

営業管理職候補として次の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

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

土木作業「建設」

2人

公共事業、水道配水管工事などの現場における土
木作業を行います。
・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
・手作業での掘削やコンクリート打ち、運搬作業

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

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・現場へは直行
直帰または乗合・社用車の貸与も可能

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

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

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

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）

岩手県宮古市、他

介護員または介護補助員
「介護」≪急募≫

2人

「グループホームひなた」において、介護業務全
般に従事していただきます。
・食事・入浴・排泄の支援
・見守り、介助、レクリエーション
・病院受診時の同行等

岩手県宮古市津軽石第１
３地割２０８番地１６０

株式会社　風和璃

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

研削盤オペレーター及び生
産管理

1人

研削盤オペレーター及び生産管理業務を行ってい
ただきます。
・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
・パソコンを使って納期や受発注のデータ入力や

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
クセル入力程度）

岩手県下閉伊郡山田町

土木工事監督「建設」

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、写真管理等
・パソコンを使用しての計画書作成
・報告書などの書類作成

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

運転手

2人

大型ダンプを使用し、以下の業務を行っていただ
きます。
・アスファルト合材をプラントから積んで現場へ
の運搬業務
・材料、残土、産業廃棄物等の運搬業務

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

プレス機、成形機オペレー
ター

1人

プレス機、成形機オペレーション業務
主に、スマートフォンや電子機器向けのコネク
ターのプレス機、成形機操作です。
工程としては、
１・材料を機械へセット

【郵送先は別住所】下閉
伊郡田野畑村奥地向６９
番地

有限会社　菊地電
子工業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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
・各パーツ担当（１３名）で、ライン作業
＊未経験でも担当が指導しますので、安心してご
応募下さい

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

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、
自動車整備全般を行います。
・車検・点検・一般整備
・車両の引取り及び納車、洗車
・そのほか指示された業務

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

パソコン操作(基本入力)
自動車整備経験

営業

1人

宮古、山田、岩泉、田野畑を中心に、以下の業務
を行っていただきます。
【営業内容】
・建設機械のリース及び販売のルートセールス
【営業業務に付随する事務処理内容】

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

クリンクルー（田老）

1人

当社請負先の館内の清掃全般び従事していただき
ます。
・トイレ掃除、玄関掃除、フロアーのモップ掛
け、ごみの回収など
・原則として直行直帰となりますので、自力で通

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
月未満）

岩手県宮古市

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

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

介護職員「介護」

2人

施設入所者数１８名（認知症の方）を対象とした
入所者の介護を行います。
・身の回りの世話、食事、排泄、入浴の介助
・その他移動介護、掃除、調理、洗濯など
・入居者を、受診のため病院へ社用車で送迎する

岩手県下閉伊郡田野畑村
机２９９

中城興産株式会社

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

自動販売機オペレーター補
助

1人

ルート担当者（自動販売機の補充、売上管理者）
の助手業務
・製品仕訳、補充、売上金、空容器の回収、自動
販売機の清掃活動となり、徐々にルート車３ｔト
ラックの運転も行っていただきます。

岩手県宮古市田鎖第９地
割６０－６

みちのくコカコー
ラボトリング株式
会社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

生コンクリートオペレータ
補助

1人

生コンクリートプラント内外の維持管理作業に従
事していただきます。
・プラント内の清掃、洗浄（洗車機使用）
・生コンクリート練り水の管理
・ボイラー管理補助

岩手県下閉伊郡山田町織
笠１４－３２

株式会社　阿部組

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

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）
○積み降ろし作業（主に手積みで重量物もあり。
パレット等積載の荷物は、フォークリフトを使
用）。フォークリフト免許がなくても応募可能で

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



美容師 変形（１ヶ月単位）
(1) 9時00分～18時00分

176,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030- 4299781
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- 4300581
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- 4301481
歯科衛生士

(1) 8時30分～18時00分
150,000円～180,000円 (2) 8時30分～12時00分

正社員 不問 03030- 4304281
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分
192,000円～240,000円

正社員以外 不問 04010-81686881

(1) 8時00分～17時00分
140,400円～183,600円

正社員 18歳～64歳 03030- 4365081
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

122,301円～137,709円

正社員以外 59歳以下 03030- 4372181
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 不問 03030- 4373081
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- 4374381
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- 4375681
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

151,200円～216,000円

正社員 18歳～64歳 03030- 4376981
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- 4378481
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 04010-82813281
変形（１ヶ月単位）

132,912円～132,912円

正社員以外 不問 06030-11176181

(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 02030-13391681

(1) 7時30分～16時30分
130,000円～150,000円

正社員以外 不問 02030-13395781
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分

160,000円～190,000円 (2)12時30分～21時30分

正社員以外 不問 03010-29740681
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分

140,000円～180,000円 (2)12時30分～21時30分

正社員以外 不問 03010-29741981
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 03010-29806981
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～18時00分
169,544円～216,315円

正社員 59歳以下 03030- 4341681
看護師又は
准看護師 (1) 8時30分～17時30分

150,000円～170,000円 (2) 8時30分～12時30分

正社員以外 不問 03030- 4343581
8

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等看
護業務

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

美容師

1人

カット、カラー、パーマ、メイクアップ等の美容
業務全般に従事します。
・店内の座席数は４席で、予約を優先しておりま
す
・その他の業務として、電話対応、店舗清掃等も

岩手県宮古市大通２丁目
２－４

ドゥ・ヒートライ
ズ　クリエイティ
ブ　株式会社雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

歯科衛生士

1人

当院において歯科衛生士業務に従事します。
・主に歯科医師の治療の補助、歯周病検査、ブ
ラッシングな　ど口腔衛生指導
・その他関連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２－１０５－１

留理歯科医院

雇用期間の定めなし

実務経験３年以上 岩手県下閉伊郡山田町

パソコン使用(ワード・エ
クセル)

理学療法士・作業療法士・
言語聴覚士

2人

利用者へのリハビリテーション業務を行います。
・入居者約８５名、通所登録者４０名（１日平均
２７名適　　所）の方のリハビリ業務
・訪問リハビリ業務。月・水・金曜日の午後、１
日２～３件　の訪問となります。

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

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

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
しいたけ菌床及び製造

1人

しいたけ菌床の製造、しいたけの栽培、出荷業務
を担当していただきます。菌床製造、種菌接種、
培養、カット管理、発生収穫、パック詰め、出荷
となります。

岩手県下閉伊郡田野畑村
松前沢５４番地８

株式会社　サン
マッシュ田野畑

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

営業事務［宮古市］

1人

・小口現預金出納業務
・受発注管理及び在庫納期管理
・請求書、納品書、見積書発行業務
・電話対応
・外出用務あり（銀行など）

宮城県仙台市若林区卸町
３丁目７－５

株式会社　植松商
会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

大型ダンプ運転手

1人

大型ダンプの運転業務に従事していただきます。
○砕石・土砂等の運搬
○車両の点検・洗車等
○その他付帯する業務
○主に宮古市内の公共工事を行っています

岩手県宮古市長沢第９地
割２８８番地

株式会社　金丸組

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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。

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

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
・原石を活條施設まで運搬する業務
・砂利と砕石の製品を、主に田野畑地区、岩泉地

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

交通誘導警備員

5人

道路工事現場や建設工事現場で歩行者や一般車
両、工事車両の安全を確保するための交通誘導を
行います。
・現場は主に宮古、下閉伊地域となります。
・他にもイベント会場での駐車場、一般来場者等

岩手県宮古市神田沢町１
番２３号

株式会社　セーフ
ティーガード

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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
・住宅建築に伴う土地の状態調査を行っていただ
きます。

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

岩手県宮古市

電気設備施工管理技士［岩
手県］

1人

各建設現場に伴う電気設備施工管理業務に従事し
て頂きます。
・工事現場の写真管理、品質管理
・協力会社に対し、連絡指示、工程の進捗確認
・経験が豊富な方は施主対応、定例会対応も行っ

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３年以上 岩手県宮古市、他

販売（宮古店：品出し、レ
ジ）

1人

○商品の陳列等及びレジ業務担当

※雇用期間は、採用日より直近の”４月１５
日”、もしくは
　”１０月１５日”のいずれか。その後において

遊佐町比子字白木２３－
３６２

マルホンカウボ－
イ　本間物産株式
会社雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は 7時00分～20時30分の
間の8時間

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

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

課長補佐兼業務主任［管理
職］または業務主任（宮古

1人

指定管理施設「宮古市民文化会館」にて、主に下
記の業務を行っていただきます。

・会館運営にかかる経理、庶務、日常業務の統括
・会館事業の運営

岩手県盛岡市南大通１丁
目１５－７　盛岡南大通
ビル３階

特定非営利活動法
人　いわてアート
サポートセンター雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

ＰＣ基本操作（ワード・エ
クセル・Ｗｅｂ検索及び

メール送受信等）

舞台技師（宮古市）

1人

指定管理施設「宮古市民文化会館」にて、主に下
記の業務を行っていただきます。

・舞台に係る進行管理及び音楽照明機材の管理と
操作

岩手県盛岡市南大通１丁
目１５－７　盛岡南大通
ビル３階

特定非営利活動法
人　いわてアート
サポートセンター雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

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

ＰＣ基本操作（ワード・エ
クセル・Ｗｅｂ検索及び

メール送受信等）

ルート営業

1人

ルート営業として、以下の業務を行っていただき
ます。
・当社の配置薬（置き薬）をご利用いただいてい
るご家庭や企業への定期訪問
・ご使用いただいた分の集金と補充

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

看護師又は准看護師

1人

当クリニックにおいて、看護業務全般に従事して
いただきます。
・医師の指示に基づき、患者さんの診察介助、処
置、検査
・その他付随する業務

岩手県宮古市保久田８－
１１

たかはしメンタル
クリニック

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市



普通自動車免許一種
(1) 9時00分～17時30分

150,000円～250,000円 (2) 9時00分～15時00分

正社員 59歳以下 03030- 4344481
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～230,000円 (2) 9時00分～15時00分

正社員 59歳以下 03030- 4345781
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
132,080円～230,000円

正社員 59歳以下 03030- 4346881
普通自動車免許一種 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- 4347281
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- 4348181
看護師 変形（１年単位）

准看護師 (1) 8時30分～17時30分
いずれか 175,000円～205,000円 (2) 8時30分～12時30分

正社員 59歳以下 03030- 4349081
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- 4350981
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- 4352481
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- 4354881

(1) 9時00分～16時30分
128,778円～132,080円

正社員以外 64歳以下 03030- 4358381
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- 4360481

(1) 8時30分～17時30分
137,600円～146,200円

正社員以外 不問 03030- 4362881
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 13040-45159982

9

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

整備士（有資格者）または
見習い

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

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　等の工事
・屋内の電気配線工事

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

土木作業員「建設」≪急募
≫

1人

・各現場において、土木作業に従事していただき
ます。
・屋外作業となります。
・当社では社員との連携やコミュニケーション、
協調性を大　切にする方を希望します。

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

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
・天井、壁の軽量鉄骨の下地組み、ボードなどの
仕上げ工事
・その他、付随する業務

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

看護師「看護」

1人

院内において、看護業務全般を担当して頂きま
す。
・医師の補助
・患者さんのお世話
・診療介助、処置、検査介助、注射、血圧、検

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

美容師

2人

当店舗において、美容業務全般を行っていただき
ます。
・シャンプー、ブロー、ワインディング、カット
等
・電話対応

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

配達員（ガス）

1人

配達員として以下の業務を行っていただきます。
・ＬＰガスの配達業務及び検針業務
・伝票等の事務処理作業（営業所内での勤務）
【配達エリア】宮古・山田・釜石地域
○２ｔ車を運転していただきます。

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

小学校講師

2人

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

１日の生活を共に過ごし、生徒指導上の指導支援

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
月未満）

パソコン操作（ワード、エ
クセル）できる方

岩手県下閉伊郡山田町、他

販売員≪急募≫

1人

紳士服、婦人服、子供服、肌着、寝具等を総合的
に接客販売していただきます。
・レジ作業
・商品の陳列
・商品の整理

岩手県宮古市末広町２－
８

有限会社　高幸洋
品店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

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）サービスに
おいて、介護業務全般に従事していただきます。
・利用者の食事介助、入浴介助、排泄介助
・レクレーション活動の企画・運営などの業務


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

縫製工

2人

縫製工として、以下の業務を行います。
○縫製工程としてスーツに使用する生地や材料を
縫製する作業
・工業用ミシンを使用します。


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


