
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-  343691
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-  176391
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-  177691
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
162,000円～187,000円

正社員 35歳以下 03010-  206091
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
162,000円～187,000円

正社員 35歳以下 03010-  207391
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
162,000円～187,000円

正社員 35歳以下 03010-  210891
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

介護福祉士又は (1) 9時00分～18時00分
看護師 171,420円～174,850円

正社員 不問 03010-  331891

(1) 8時30分～17時15分
124,644円～143,208円

正社員以外 不問 03030-    2491
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
148,000円～178,000円

正社員 不問 03030-    4891

(1) 8時30分～17時00分
118,900円～123,000円

正社員以外 不問 03030-    5291
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

車両系基礎工事用運転 (1) 8時00分～17時00分
184,000円～299,000円

正社員 不問 03030-    6591
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
172,500円～195,500円

正社員 不問 03030-    7191
介護職員初任者研修 交替制あり

(1) 6時00分～15時00分
142,000円～148,000円 (2) 8時15分～17時15分

(3)10時15分～19時15分

正社員以外 不問 03030-    8091
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

125,730円～125,730円

正社員以外 不問 03030-    9391
普通自動車免許ＡＴ

保健師又は (1) 8時30分～17時15分
助産師 143,616円～153,612円

正社員以外 不問 03030-   10791
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-   11891

(1) 8時30分～17時00分
145,800円～157,950円 (2) 8時30分～12時00分

正社員以外 不問 03030-   12291
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
159,600円～250,800円

正社員 64歳以下 03030-   14191

1

土木作業員「建設」

1人

一般住宅から道路・河川などの公共事業現場にお
いて、土木作業全般となり、体力を必要とした仕
事です。
・資格がある方には、除雪オペレーター、機械・
車両の運転　も行っていただきます。

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

岩手県下閉伊郡田野畑村、他

一般事務

1人

総務課または業務課の事務を行っていただきま
す。　　　　
・パソコンを使用した書類作成、伝票整理、電算
入力　　　
・電話・来客対応等

岩手県下閉伊郡田野畑村
島越１０４－２

田野畑村漁業協同
組合

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）操作可能な方

岩手県下閉伊郡田野畑村

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
・園内清掃や備品消毒など
・担当クラスや児童数は、勤務する保育所によっ

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
月未満）

岩手県宮古市

保健師又は助産師、看護師
／健康課（臨時職員）「看

1人

健康課（宮古保健センター）への勤務となりま
す。　　　　
・母子保健事業における健康診査及び健康相談、
健康教育等の実施及び付随する事務補助等の業務
・訪問の際は公用車を使用

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
月未満）

岩手県宮古市

水産加工員

4人

サケ・タラ等鮮魚の水産加工作業をしていただき
ます。
○時期的に水揚げとなった魚を取り扱い、手捌き
で切り身・開き等の加工処理
○４～６月は若布ボイルと箱詰め作業、又サンマ

岩手県宮古市光岸地４番
４０号

宮古漁業協同組合

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護員（交代制／養護老人
ホーム清寿荘）「介護」

1人

当施設において介護業務に従事
・食事、入浴、排せつ等の日常生活全般に対する
介助・介護
・その他レクリエーションなど
・入所者おおよそ５０名を約１５名の介護員で

岩手県宮古市小山田２丁
目９番２０号

社会福祉法人　宮
古市社会福祉協議
会雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県宮古市

土木普通作業員「建設」
≪急募≫

3人

・道路工事、公共工事（復旧、復興関連）土木工
事、一般住宅や公営住宅の基礎工事の現場作業
・トラック２ｔ車や社用車の運転あり
・初心者の方でも体力に自信がある方を希望
・現場は宮古市内、山田町、大槌町、釜石市を予

岩手県宮古市田の神一丁
目２－３７

株式会社　佐々木
建設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

重機オペレーター「建設」
≪急募≫

3人

・主な工事は道路工事、復旧・復興関連の公共工
事、土木工事、一般住宅や公営住宅の基礎工事
・重機運転等
・現場は宮古市内、山田町、大槌町、釜石市を予
定

岩手県宮古市田の神一丁
目２－３７

株式会社　佐々木
建設

雇用期間の定めなし

車両系建設機械運転 岩手県宮古市、他

事務（岩泉）

1人

畜産業務関係の事務全般を担当していただきま
す。
・電話受付、接客対応
・事務作業では専用システムでのパソコン入力及
び伝票、帳票等の整理等

岩手県宮古市宮町一丁目
三番五号

新岩手農業協同組
合　宮古支所

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

岩手県下閉伊郡岩泉町

営業及び事務（それに伴う
現場作業含む）

2人

・工場で扱う丸太製品・枕木等の営業、それに伴
う現場作業
・事務処理はパソコンを使用（ワード、エクセ
ル、専用ソフト）。専用ソフトの使用方法は指導
します。

岩手県宮古市茂市第２地
割日向１９４

株式会社　小林三
之助商店　岩手工
場雇用期間の定めなし

パソコン（ワード、エクセ
ル）

岩手県宮古市

事務補助員／税務課（臨時
職員）

1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
月未満）

岩手県宮古市

福祉用具専門相談員（宮
古）

1人

お客様のお宅を訪問しての仕事になります。
・福祉用具に関する相談業務
・営業
・福祉用具の納品
・フィッテング

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

営業（岩泉営業所）

1人

＊ＬＰガスの販売（検針、集金、配送等）
＊灯油の販売
＊ガス器具等、付帯設備器具の販売
＊配管設備工事
＊顧客先消費設備機器点検調査等の業務がありま

岩手県盛岡市内丸１４－
４

泉金物産　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

営業（山田）

1人

＊ＬＰガスの販売（検針、集金、配送等）
＊ガス器具等、付帯設備器具の販売
＊配管設備工事
＊顧客先消費設備機器点検調査等の業務がありま
す。

岩手県盛岡市内丸１４－
４

泉金物産　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（宮古支店）

1人

＊ＬＰガスの販売（検針、集金、配送等）
＊灯油の販売（宮古近隣地域、ＭＴ車による）
＊ガス器具等、付帯設備器具の販売
＊配管設備工事
＊顧客先消費設備機器点検調査等の業務がありま

岩手県盛岡市内丸１４－
４

泉金物産　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ホールスタッフ・カウン
タースタッフ（磯鶏店）

2人

パチンコ店「ユニオン磯鶏店」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

岩手県宮古市

ホールスタッフ・カウン
タースタッフ（宮古店）

2人

パチンコ店「ユニオン宮古店」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

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

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

     （1月4日時点の内容です）

　　１２月２５日　から　１月４日　までに受理した求人です。　　　＜次回発行日は　１月１７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。 

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３１年１月１０日発行  



普通自動車免許一種 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

182,400円～250,800円

正社員 64歳以下 03030-   15091
土木施工管理技士１級 変形（１年単位）

又は (1) 8時00分～17時00分
建築施工管理技士１級 182,400円～246,240円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03030-   16391

(1)15時00分～23時00分
150,000円～280,000円

正社員 18歳以上 03030-   17691
中型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 7時30分～16時30分
150,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03030-   20291
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-   22191

(1)10時00分～18時00分
150,000円～160,000円

正社員 35歳以下 03030-   24391
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 7時30分～16時30分
155,100円～162,600円 (2) 9時00分～18時00分

(3)12時00分～21時00分

正社員以外 不問 03030-   27491
栄養士 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
161,600円～197,200円 (2) 5時30分～14時30分

(3) 7時30分～16時30分

正社員以外 不問 03030-   28791
介護支援専門員 変形（１ヶ月単位）

普通自動車免許ＡＴ (1) 7時30分～16時30分
162,600円～197,200円 (2) 9時00分～18時00分

(3)12時00分～21時00分

正社員以外 不問 03030-   29891
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
189,200円～223,600円 (2)15時30分～ 0時30分

正社員以外 18歳以上 03030-   30191

(1) 9時00分～17時00分
150,000円～170,000円

正社員 30歳以下 03030-   31091
変形（１年単位）
(1) 8時15分～17時15分

132,017円～132,017円

正社員以外 64歳以下 03030-   32391
普通自動車免許一種

140,000円～180,000円

正社員 64歳以下 03030-   33691
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-   34991
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-   35491
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） 170,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03030-   36791
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-   37891

(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-   38291
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
161,700円～254,100円

正社員 64歳以下 03030-   39591
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
200,000円～450,000円

正社員 不問 03030-   40391
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
220,000円～280,000円

正社員 59歳以下 03030-   41691
2

理学・作業療法士

1人

当施設において入所・通所者の方へのリハビリ
テーション業務に従事していただきます。
・基本機能の回復サポート
・日常生活に必要な能力を高めるためのリハビリ
テーション　等

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

土木施工管理技士「建設」

1人

大手、民営建設現場にて、土木施工管理を行って
いただきます。
・現場に常駐していただき、品質・工程・施行・
原価管理等
・経験の無い方は世話役として経験を積んでいた

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

ダンプ運転手「建設」

2人

工事現場において、ダンプによる土砂運搬業務全
般に従事していただきます。
・運転業務がない場合は、土木作業
・基本的に作業場（宮古市長沢第７地割）または
事業所所在　地まで出勤し、大型ダンプにて現場

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

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

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

経理事務兼商品検査

1人

〇経理事務
・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）

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

自動車整備士

2人

自動車の整備全般に従事していただきます。
・車検整備、点検整備、分解整備の作業
・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

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。
・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

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

食品加工員

1人

〇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
〇ラインにおいては包装業務

通勤の際は、送迎用バスを利用していただきま

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

水産加工員

1人

水産加工作業（ホタテ、ウニ、鮮魚）を行ってい
ただきます。あわせて、トラックで山田魚市場他
近郊の市場から事業所まで運搬業務もお願いしま
す。


岩手県下閉伊郡山田町境
田町４９５番地１

貫長水産　株式会
社

雇用期間の定めなし

又は 6時00分～16時00分の
間の6時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

水産加工員

2人

主に生イカの加工業務を行います。
・イカの生処理作業（皮むき、腹割り等）
・刺身作り工程での計量や盛り付け
・パック・包装や箱詰め作業


岩手県宮古市長町二丁目
３－１

共和水産　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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
助業務に従事していただきます。
・修理は自社工場修理と現場修理
・現場修理の移動は社用車使用
・主な取引先は、漁師の方

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

ホール及びカウンター

3人

店内でのお客様サービススタッフ業務に従事して
いただきます。
〇ホール業務
・ホールでの接客、スロットコインの補充、空き
パチンコ台　の清掃など

岩手県宮古市長町一丁目
３－２９

株式会社　セント
ラル伸光　セント
ラル宮古店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は 8時00分～ 0時30分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

介護支援専門員（臨時職
員）「介護」

2人

利用者の支援、健康管理業務、ケアプランの作
成、相談業務に従事します。
・利用者への支援や関係機関への連絡調整など
・訪問外出用務の際は施設車（ＡＴ車）を利用
・シフトにより（１）～（４）の時間の交替勤務

岩手県下閉伊郡山田町山
田１－１１－３

社会福祉法人　親
和会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

栄養士（臨時職員）

1人

施設利用者の食事全般の栄養指導と献立の作成を
行います。
・４施設の共同献立（朝食、昼食、夕食約３００
食他弁当）　の作成と栄養指導
・食材の発注業務

岩手県下閉伊郡山田町山
田１－１１－３

社会福祉法人　親
和会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

支援員・介護職（臨時）
「介護」

2人

利用者の支援及び介護業務を行います。
・日常の食事、入浴、レクレーション等の介助
・施設車を運転し送迎（各施設により使用車は異
なります　　が、軽自動車、ハイエースなど）
・シフトにより（１）～（４）の時間の交替勤務

岩手県下閉伊郡山田町山
田１－１１－３

社会福祉法人　親
和会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

販売員及びホール係

2人

洋服販売とホール係の仕事をしていただきます。
・商品の陳列やレジ
・その他付随する業務
・喫茶コーナーでは注文を取り、料理やコーヒー
を運んだ　　り、食器の片付けなども担当してい

岩手県宮古市保久田３－
８

有限会社　鈴屋

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

岩手県宮古市、他

コンクリート圧送オペレー
ター「建設」

1人

一般、公共等各建設現場において、コンクリート
圧送作業を行います。
・コンクリートポンプ車を使用し、油圧により所
定の型枠内　に生コンクリートを送る作業になり
ます。

岩手県宮古市長町二丁目
７番１４号

有限会社　三　東

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理補助・ホール

1人

厨房内において調理の補助的作業及びホールにお
いて接客業務を行っていただきます。
○厨房内において調理の補助的作業
・調理者の指示により、野菜カットや調理の下ご
しらえ、準　備、盛付け、飲み物作り、食器・調

岩手県宮古市大通１－４
－１３

居酒屋　大ちゃん

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木施工管理「建設」

1人

土木施工における現場管理業務全般を行います。
・一般住宅から道路・河川などの公共事業の土木
工事現場に　おいて、施工・安全・品質・工程管
理など、工事の監理を　行います。
・パソコンを使用しての書類作成等もあります。

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

経験者
パソコン操作のできる方

岩手県下閉伊郡田野畑村、他

法面作業員「建設」

1人

道路や河川など、各現場において法面作業全般を
行います。
・主に斜面から降りながらの高所作業やその他現
場作業とな　り、体力を必要とします。
・現在、田野畑・岩泉・宮古が主な現場となりま

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

岩手県下閉伊郡田野畑村、他



準中型自動車免許 変形（１年単位）
(1) 7時30分～16時30分

130,000円～135,000円

正社員 40歳以下 03030-   46291
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-   48191
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

136,500円～170,000円

正社員 64歳以下 03030-   49091
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-   50991
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-   51491
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-   52791

(1) 8時00分～17時30分
146,914円～158,096円

正社員以外 不問 03030-   56191
普通自動車免許一種

介護福祉士 (1) 8時00分～17時00分
150,000円～160,000円

正社員 64歳以下 03030-   57091
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
156,000円～204,000円

正社員 64歳以下 03030-   58391
普通自動車免許ＡＴ

136,512円～136,512円

正社員以外 不問 03030-   62891
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
140,062円～140,062円

正社員以外 不問 03030-   65191
看護師

(1) 8時00分～17時15分
250,000円～320,000円 (2) 8時00分～15時00分

正社員 64歳以下 03030-   67391
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

玉掛技能者 (1) 8時00分～17時00分
アーク溶接技能基本 170,000円～255,000円

正社員 64歳以下 03030-   68691
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～220,000円

正社員 40歳以下 03030-   69991
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-   70891

その他社会福祉専門職 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-   71291
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
電気工事施工管理２級 195,000円～260,000円

無期雇用派遣 59歳以下 03040-    5791
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

フォークリフト技能者 (1) 8時30分～17時30分
160,000円～220,000円

正社員 59歳以下 03040-   38791
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
162,000円～450,000円

正社員 不問 03060-   19291
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

204,300円～272,400円

正社員 不問 03060-   20091
技術士又は 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
普通自動車免許ＡＴ 300,000円～450,000円

正社員 不問 03060-   21391
3

土木技術者（盛岡市・岩泉
町）（砂防・治山）

2人

＊土木工事現場、主に砂防・治山工事の施工管理
全般
　安全管理・品質管理・工程管理・出来形管理・
原価管理・　積算


岩手県胆沢郡金ケ崎町西
根矢来１９番地

株式会社　板宮建
設

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他
土木業務（地元建設会社、

ゼネコン、役所ＯＢ）

大型ダンプ・ミキサー車
（金ヶ崎町・岩泉町）「建

2人

建設現場において、
　大型ダンプ、ミキサー車（生コン）を運転する
仕事です。

※各種資格の取得についても、会社負担で積極的

岩手県胆沢郡金ケ崎町西
根矢来１９番地

株式会社　板宮建
設

雇用期間の定めなし

ダンプまたはミキサー車の
運転

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

建築技術者（宮古市）
「建設」

2人

○建築工事現場の施工管理全般
　安全管理・品質管理・工程管理・出来形管理・
原価管理
○パソコンを使った、資料の作成・図面作成（Ｃ
ＡＤ）

岩手県胆沢郡金ケ崎町西
根矢来１９番地

株式会社　板宮建
設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

サービスセールス（宮古
店）

1人

◎整備工場での農業機械の整備、修理作業の実施
・メンテナンス作業に必要な資格等は会社負担で
取得して頂　きます。
・必要な工具や作業着等は貸与いたします。
・農業機械等の搬送もあります。

岩手県花巻市東宮野目第
１３地割９

株式会社　みちの
くクボタ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木・又は電気技術者「建
設」

1人

◎派遣先にて、岩手県および県内市町村が発注す
る土木及び　電気の工事積算又は工事監督。

・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

岩手県宮古市、他

　
パソコン操作：ワード、エ

クセル、ＣＡＤ

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に従
事。
・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）など


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

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
・施設内での食事介助、排せつ介助、清掃
・通院介助（社用車使用）

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

溶接工／トライアル雇用併
用

2人

当社は建築鉄骨やステンレス製品などの設計・製
作をしております。工場製作９割、現場組立１割
の工程になります。
・工場内で鉄骨加工、レーザー加工機操作し切断
工、組立工

岩手県宮古市臨港通１番
７号

有限会社　佐々木
鉄工所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

溶接工

2人

当社は建築鉄骨やステンレス製品などの設計・製
作をしております。工場製作９割、現場組立１割
の工程になります。
・工場内で鉄骨加工、レーザー加工切断、組立工
・溶接工、刷毛やエアースプレー塗装

岩手県宮古市臨港通１番
７号

有限会社　佐々木
鉄工所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師「看護」

1人

当医院において、外来患者への看護業務全般に従
事
・医師の指示に基づき、来院患者の診察介助



岩手県宮古市大通一丁目
５－２

岩見神経内科医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般事務／田野畑

1人

一般事務全般に従事します。
・パソコンを使用して手配書類等のデーター入力
・電話、来客対応
・営業活動に関わる書類作成、見積書、請求書作
成

岩手県下閉伊郡田野畑村
菅窪３３－１４

東日本交通株式会
社　田野畑営業所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

事務経験
パソコン操作

岩手県下閉伊郡田野畑村

接客販売員

1人

靴の接客販売に従事していただききます。
・紳士靴、婦人靴、子供靴、スニーカー等の販売
・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

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

溶接工

2人

ステンレス製プールの製作・工程で、切断・組
立・本付溶接に従事して頂きます。主に、公共
（学校等）のプール設置で、全国広域出張があり
ます。その他に建設物等の鉄骨工事もあります。


岩手県下閉伊郡山田町豊
間根５－３１－７

有限会社　小原工
業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

訪問介護員「介護」

1人

町内の利用者の方のお宅に訪問し、生活援助、身
体介護等の業務を行います。
・移動は自家用車を使用していただき、交通費は
別途支給と　なります。
・未経験の方には担当者が同行いたします。

岩手県下閉伊郡山田町川
向町７番４号

有限会社　山崎タ
クシー

雇用期間の定めなし

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
・収穫、箱詰め、パック詰め、箱作りなどの集出
荷にかかる
　作業
・菌床の製造、培養にかかる作業

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

介護員／えくぼ「介護」

1人

「グループホームえくぼ」において、介護業務全
般に従事していただきます。
・利用者の食事の介助、入浴の介助、排泄の介助
・レクレーション活動の企画・運営などの業務
・施設車で病院への送迎

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／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
・普通自動車免許（ＡＴ限定可）のある方は施設

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

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
・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

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

金型エンジニア

1人

コネクター用精密金型の設計業務に従事していた
だきます。
・金型設計、研削加工、金型組立を行い、量産現
場で使用す　る金型を立ち上げる業務です。
・量産時の生産性を考え、経験と発想が必要な業

【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

経験者 岩手県宮古市

自動機オペレーター

4人

組立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コネクターの
自動組立機操作です。立ち仕事ですので体力が必
要です。
工程としては、

【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

水産加工員

1人

鮮魚、冷凍魚、貝類等の水産物加工の補助的な作
業に従事していただきます。
・鮮魚を選別し箱詰めする作業が中心となり立ち
仕事で体力　が必要です。
・その他、２ｔトラックを運転し市場から会社加

岩手県宮古市小山田二丁
目４－３

有限会社　佐々寛
商店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市



普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

162,000円～450,000円

正社員 不問 03060-   23991
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-   55091
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-   56391
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-   57691
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-   58991
中型一種（８ｔ限定） 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
161,000円～250,000円

正社員 59歳以下 03090-  131391
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
192,000円～240,000円

正社員 64歳以下 03090-  148091
車両系基礎工事用運転 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

車両系解体用運転 132,284円～217,000円

正社員 不問 03100-   10291
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
138,000円～218,500円

正社員 64歳以下 03100-   48391
普通自動車免許一種 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 180,000円～300,000円

正社員 64歳以下 03100-   49691

(1) 8時00分～17時30分
172,500円～207,000円

正社員 不問 03100-   62591
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時30分
215,000円～420,000円

正社員 59歳以下 04010-  812891
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時30分
140,000円～245,000円

正社員 59歳以下 04010-  826691

(1) 9時00分～18時00分
165,000円～205,000円

正社員 59歳以下 04010- 1044591
栄養士 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
160,000円～230,000円

正社員以外 不問 04010- 1421591
調理師 交替制あり

(1) 5時30分～14時30分
132,288円～169,600円 (2) 6時30分～15時30分

(3) 9時30分～18時30分
正社員以外 不問 04010- 1436791

(1) 9時15分～18時15分
146,400円～146,400円

正社員以外 不問 06010-  860391
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
210,000円～330,000円

正社員 不問 13120-   84291
変形（１年単位）

200,000円～200,000円

正社員 35歳以下 14010-  373791
土木施工管理技士１級

又は (1) 8時30分～17時30分
土木施工管理技士２級 350,000円～550,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 15010-  272791
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
256,300円～419,400円

正社員 64歳以下 03030- 4488681
4

大工「建設」

1人

大工作業に従事していただきます。

・主な工事現場としては、公共工事から一般住宅
などの新設、営繕、下請けなど　　　　　
・大工の業務経験がある方を募集いたします

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

大工経験者
岩手県宮古市

土木技術者（施工管理業
務）岩手県内各現場

5人

○国土交通省他、中央官庁、地方自治体、ネクス
コ発注によ　る監督補助業務、積算補助業務に従
事。
（工事監督、積算業務、資料作成、各種協議等）
・勤務地は下記の通り複数あり。

新潟市中央区東大通２－
２－９－７０８

株式会社　エム
エーシー　新潟事
務所雇用期間の定めなし

土木実務経験半年以上 岩手県宮古市、他

携帯電話の販売受付スタッ
フ（正）／ドコモショップ

2人

店頭でのお客様対応全般をするお仕事です。
・携帯電話の販売
・故障や各種申し込みの受付
・店頭ディスプレイ変更
・在庫、売り上げ管理

横浜市西区みなとみらい
２－３－３　クィーンズ
タワーＢ２６階

アイ・ティー・
エックス　株式会
社雇用期間の定めなし

又は 9時30分～19時30分の
間の8時間

岩手県宮古市

土木作業員

5人

基礎の杭打ち作業による手元作業
油圧ショベル等、重機オペレーター（クレーン）
を行っていただく場合もあります。

・現場近くの宿泊施設（朝・夕食付）を会社で負

葛飾区西亀有　４－１７
－１６

株式会社　櫻井基
工

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

（臨）大判焼き・たこ焼き
の製造販売員（宮古市）

3人

＊　上記スーパー、ホームセンターの敷地内に、
プレハブ型
　　の店舗を設置して、大判焼き、たこ焼きの製
造販売をし　　て頂く仕事です。


山形県天童市乱川３丁目
６番１号

株式会社　あじま
ん

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

（請）調理師［宮古市］

1人

救護施設での給食提供業務




宮城県仙台市青葉区一番
町１丁目２－２５　仙台
ＮＳビル５Ｆ

ジー・エイチ・ホス
ピタリティフード
サービス東日本株式
会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

（請）栄養士［宮古市］

1人

救護施設での食事提供業務、献立作成等




宮城県仙台市青葉区一番
町１丁目２－２５　仙台
ＮＳビル５Ｆ

ジー・エイチ・ホス
ピタリティフード
サービス東日本株式
会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

医療事務［下閉伊郡岩泉
町］

1人

◎調剤薬局における業務全般

・調剤薬局における医療事務
・処方箋や医薬品に関する受付、会計業務
・レセプトコンピューターによる請求事務

宮城県仙台市青葉区一番
町１丁目９－１　仙台ト
ラストタワー２４階

株式会社　アイン
ファーマシーズ
東北支店　［アイ
ン薬局］

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

サービス（宮古営業所）
［宮古市］

1人

・建設機械及び車両等（油圧ショベル、発電機、
ダンプ等）　のメンテナンス、修理業務をしてい
ただきます。

宮城県仙台市青葉区中央
３丁目２－１　青葉通プ
ラザ３Ｆ

株式会社　セント
ラル　仙台営業本
部雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

メンテナンスエンジニア
（宮古営業所）［宮古市］

1人

・建設機械及び車両等（油圧ショベル、発電機、
ダンプ等）　のメンテナンス、修理業務をしてい
ただきます。
　入出庫業務や出張整備、配達等を含みます。

宮城県仙台市青葉区中央
３丁目２－１　青葉通プ
ラザ３Ｆ

株式会社　セント
ラル　仙台営業本
部雇用期間の定めなし

建設機械のメンテナンス、
修理経験のある方

岩手県宮古市

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の係る補
助業務全般　を担当していただきます。
＊作業準備、作業後の清掃業務
　
○会社へ出勤後、会社の車で現場へ移動します。

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

現場監督　　　　　　「建
設」

2人

◆土木工事現場にて、施工管理全般の仕事を担当
していただ　きます。

【主な仕事内容】
＊土木工事現場にて施工管理・工程管理・安全管

岩手県久慈市山形町荷軽
部３－１８

有限会社　谷地林
業

雇用期間の定めなし

経験年数３年以上 岩手県下閉伊郡岩泉町、他

土木軽作業員　　　　「建
設」

5人

◆現場にて、土木作業の仕事を担当していただき
ます。

【主な仕事内容】
＊土木工事の現場にての土工作業

岩手県久慈市山形町荷軽
部３－１８

有限会社　谷地林
業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

重機オペレーター（山田営
業所）

2人

◆産業廃棄物の重機オペレーター
　
＊場内においての重機オペレーター業務が主な仕
事になりま　すが、状況に応じて作業員として、
非鉄金属の分別、選別　作業等の軽作業も行って

岩手県久慈市長内町３７
－１２－８

有限会社　陸中商
会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

養豚作業員（田野畑農場）

1人

◎田野畑農場において養豚に関する作業全般に
　従事していただきます

・豚の飼育
・飼料の給餌（手作業・自動給餌機での給餌）

岩手県九戸郡軽米町大字
上舘３０－２３２

北栄農産　有限会
社

雇用期間の定めなし

パソコンの基本操作可能な
方

岩手県下閉伊郡田野畑村

通信外線工（宮古）　「建
設」

2人

ＮＴＴ通信外線工事

１　電柱新設作業・・・穴掘建柱車か移動式ク
レーン車で
　　建柱

岩手県二戸市石切所字前
田５５－４

福岡電業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

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

土木技術者（宮古市）
　　　　　　　　　　「建

2人

＊土木工事現場の施工管理全般
　安全管理・品質管理・工程管理・出来形管理・
原価管理
・パソコンを使った資料の作成、整理・測量業
務・図面作成

岩手県胆沢郡金ケ崎町西
根矢来１９番地

株式会社　板宮建
設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市



介護福祉士又は 変形（１ヶ月単位）
介護職員初任者研修 (1) 8時30分～17時30分

134,120円～145,440円 (2)11時00分～20時00分
(3)16時00分～ 9時00分

正社員 64歳以下 03030- 4490781
大型自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
184,000円～230,000円

正社員 69歳以下 03050- 8498781
移動式クレーン運転士

(1) 8時00分～17時00分
230,000円～345,000円

正社員 69歳以下 03050- 8499881
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時00分
170,000円～239,600円 (2) 9時00分～18時00分

(3)10時00分～19時00分

正社員 59歳以下 04010-86481381
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時15分
191,400円～224,800円

正社員以外 不問 03010-31016381
普通自動車免許一種

(1) 9時00分～18時00分
193,000円～213,000円

正社員 59歳以下 03010-31052781
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

145,000円～220,000円

正社員 35歳以下 03030- 4487381
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 04010-86201281
変形（１ヶ月単位）

196,125円～219,660円

正社員以外 不問 13040-53423482

(1) 7時00分～16時00分
180,000円～200,000円 (2) 8時00分～17時00分

正社員以外 不問 02030-13881181
普通自動車免許ＡＴ

(1) 7時00分～16時30分
200,000円～400,000円

正社員 不問 03030- 4481481
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

126,000円～145,000円

正社員 59歳以下 03030- 4483881

160,000円～160,000円

正社員 59歳以下 07021- 6697481
変形（１ヶ月単位）
(1) 9時30分～18時15分

180,000円～180,000円 (2)11時15分～20時00分
(3)12時15分～21時00分

正社員 44歳以下 13040-53169782
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
350,000円～400,000円

無期雇用派遣 不問 32040- 5658881
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～18時00分
185,000円～185,000円

正社員 59歳以下 03010-30905881

(1) 8時30分～17時30分
180,000円～240,000円

正社員 35歳以下 03030- 4476281

5

製造スタッフ（機械オペ
レーター）

2人

製造機械のオペレーション（操作）が主な業務に
なります。２輪車、４輪車、産業機械に使用され
る補強金具を製造します。
＊プレス機械を操作、図面を確認し操作入力
＊プレス機械メンテナンス等　

岩手県下閉伊郡岩泉町猿
沢日向前１１４－１

特殊バネ株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

営業スタッフ（合掌堂　宮
古店）

1人

仏壇・仏具・墓石に伴う営業販売等を行っていた
だきます。
お客様の大切なお買いもののサポートをさせてい
ただくお仕
事です。お客様にご満足いただけるよう、しっか

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

施工管理者（岩手）

1人

土木工事において、現場の管理を行う施工管理業
務に従事していただきます。
また、官公庁への発注者支援業務を行っていただ
きます。


島根県益田市中吉田町３
６４番地２

株式会社　三建技
術

雇用期間の定めなし

経験者 岩手県宮古市

ジュエリー販売スタッフ
（マリンコープ店／宮古）

1人

ジュエリー・アクセサリーの提案・販売及び店舗
事務作業。
設立６０周年を迎え、親しみやすい地域密着型の
店舗にて、沢山のお客様にご愛顧いただいていま
す。プチプライスのアクセサリーから、一生もの

東京都港区虎ノ門４－３
－１３　ヒューリック神
谷町ビル５Ｆ

Ａｓ－ｍｅエス
テール　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

婦人服販売員
（ハニーズ宮古店）

1人

○上記店舗でのカジュアル婦人服の販売
　接客、販売、レジ、在庫補充などの商品管理等
　販売ノルマは有りません。

※１０代前半から４０代、５０代の女性向けの商

福島県いわき市鹿島町走熊
字七本松２７－１
（株式会社　ハニーズホー
ルディングス　本社内）

株式会社　ハニー
ズ

雇用期間の定めなし

又は 9時30分～19時15分の
間の8時間

岩手県宮古市

部品・製品測定（品質管
理）

1人

製造工程における各品質データを採取・集計・報
告する、品質管理の業務
・お客様に対する品質データの定期報告
・部品の測定作業（機械を使用）、測定結果まと
め報告、各帳票類の管理

岩手県宮古市津軽石第１
６地割９番１

株式会社　中村電
子

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市
パソコン（エクセル・ワー
ド）入力操作ができること

事務＜急募＞

1人

トンネル工事現場の給料計算やその他雑用用務全
般に従事。
・パソコンを使用しての給料計算、支払、書類作
成
・現場資材管理等関係書類の作成

岩手県宮古市川井第１地
割６０－１４

吉田西豊建設株式
会社　川井出張所

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード、エ
クセル）出来る方

岩手県宮古市

調理

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

販売職／宮古市宮町

1人

・ソフトバンククルー（販売職）は、ソフトバン
クショップ
　などでお客さまに携帯電話及びブロードバンド
サービス等
　をご案内するお仕事です。

東京都港区東新橋１－９
－１東京汐留ビルディン
グ

ソフトバンク　株
式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

又は10時15分～21時00分の
間の7時間以上

岩手県宮古市

建築施工管理技士［岩手
県］

1人

各建設現場に伴う建築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、工程の進捗管理
・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

作業員（伐採、造林）≪急
募≫

1人

山林での伐採、造林作業に従事していただきま
す。
・整地、間伐、苗木を植える
・山林作業は通年あり３～６名で作業をしていま
す。

岩手県下閉伊郡岩泉町浅
内字松野４５－１２

株式会社　吉本
岩泉事業所

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

会員サポートスタッフ（宮
古支店）

2人

○互助会へ入っていただいている会員様のサポー
ト業務
会員様のお宅へ定期訪問、集金、電話応対等
互助会に入っていただいている「本来の意味」
（儀式の大切さなど）を会員様にお伝えしていく

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

【３】期間業務職員（宮
古）

1人

・復興交付金事業等に関する関係機関との調整
・復興交付金事業進捗状況の把握（現地調査・資
料整理）
・復興庁一括計上予算、復興推進調整等事務の補
助

岩手県盛岡市中央通１－
７－２５　朝日生命盛岡
中央通ビル　６階

岩手復興局

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン（ワード、エクセ
ル等）が扱える方

岩手県宮古市

営業所スタッフ（正社員）
［宮古市］

1人

東北の主要駅、空港近くに店舗を構え、地元はも
とより県外からみえられるお客様への予約対応、
カウンターでの接客が主な仕事内容です。
レンタカーの貸し出しでは、地域の特色、見どこ
ろの案内、車両の特性や事故防止の案内をして頂

宮城県仙台市青葉区本町
１丁目２－２０　ＫＤＸ
仙台ビル６階

ニッポンレンタ
カー東北　株式会
社雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

移動式クレーンオペレー
ター（宮古営業所）

1人

◇移動式クレーンを使用し各現場での資材、機械
などの
　つり上げ作業。
・建設現場でのクレーン操作業務。
・管理者の指示に従って資材の運搬等の作業をし

岩手県一関市城内６－１
２

一般財団法人　建
設工事共同企業体
Ｔ・Ｂ・Ｉ雇用期間の定めなし

２５ｔ、５０ｔクレーン経
験者

岩手県宮古市

大型ダンプ運転手（宮古営
業所）

1人

◇建設工事用資材や関連部材の荷積み、積み降ろ
しの
　配送業務全般。

・土木工事現場、建設工事現場にてダンプによる

岩手県一関市城内６－１
２

一般財団法人　建
設工事共同企業体
Ｔ・Ｂ・Ｉ雇用期間の定めなし

経験者 岩手県宮古市

介護職員（資格者）／小本
「介護」

1人

小規模多機能型居宅介護事業所及び、グループ
ホームでの介護業務に従事し主に下記の仕事をし
ていただきます。
・利用者の方の日常生活支援
・レクリエーション

岩手県宮古市向町２番３
４号

有限会社　介護施
設　あお空

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町


