
変形（１年単位）
(1) 8時50分～18時10分

135,708円～135,708円 (2)11時00分～20時20分

正社員以外 59歳以下 01230-  604091

(1) 8時30分～17時15分
129,890円～137,740円

正社員 不問 03010-  797591
理学療法士
作業療法士 (1) 8時30分～17時30分

健康運動指導士 150,000円～300,000円
いずれか

正社員 64歳以下 03030-  151791
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 6時30分～16時00分
159,800円～206,800円 (2) 8時00分～17時00分

(3)10時30分～19時30分

正社員 64歳以下 03030-  153291
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 6時30分～16時00分
148,050円～206,800円 (2) 8時00分～17時00分

(3)10時30分～19時30分

正社員 64歳以下 03030-  154591
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
151,400円～300,000円

正社員 不問 03030-  155191
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
172,500円～345,000円

正社員 64歳以下 03030-  156091
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 7時00分～16時00分
128,428円～148,320円 (2) 8時30分～17時30分

(3)16時00分～ 9時00分

正社員以外 不問 03030-  163191
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

140,000円～160,000円

正社員 59歳以下 03030-  164091
看護師 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
204,000円～440,640円

正社員以外 64歳以下 03030-  166691
普通自動車免許二種
中型自動車免許二種 (1)21時00分～ 3時00分
大型特殊自動車二種 120,640円～156,000円

いずれか

正社員 18歳～59歳 03030-  167991
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
346,000円～425,000円

正社員 59歳以下 03060-  349291
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
284,000円～327,000円

正社員 59歳以下 03060-  358591
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

173,600円～260,400円
雇用期間の定めなし

正社員以外 不問 03100-  113491
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
158,900円～181,600円

正社員以外 不問 03100-  142591
土木施工管理技士２級 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
普通自動車免許一種 217,202円～316,427円

正社員 59歳以下 03100-  144091
中型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
160,000円～204,000円 (2) 9時00分～17時00分

正社員 45歳以下 04010- 2520891
交替制あり

102,585円～104,160円

正社員以外 不問 01240-  287991
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     （1月11日時点の内容です）

　　１月７日　から　１月１１日　までに受理した求人です。　　　＜次回発行日は　１月２４日です＞

職種・雇用期間・雇用形態求人数
仕事の内容
年　　　齢

必要な免許資格
必要な経験など

賃　　金 就業時間
所在地

就業場所
事業所名
求人番号

（パ）販売員（岩手県下閉
伊郡）

1人

商品販売、陳列、発注業務、本部への諸届け業務
などを行っていただきます。

＊就業時間（１）・（２）のシフト制勤務
＊勤務時間応相談

北海道札幌市厚別区厚別
中央３条２丁目１－４０
マルシンビル

株式会社　ホー
マックニコット

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

医療事務（岩泉町）

1人

請負先の医療機関にて以下の医事業務全般を行い
ます。

【受付窓口と受付周辺のお仕事です】
　

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

岩手県下閉伊郡岩泉町

理学療法士・作業療法士・
健康運動指導士・柔道整復

1人

当法人運営ハートランド宮古リハビリテーション
での業務
・通所リハビリを利用される方（最大２８名）へ
の機能訓練
　（スタッフ２名対応）

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

販売員（幹部候補）／船越
ＳＳ

1人

ガソリンスタンドにおいて下記の業務に従事しま
す。
・給油業務、接客、窓拭き、洗車
・簡単な自動車整備、タイヤ交換等
・幹部候補として社員人材管理、コスト管理、店

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－１４２－１２

株式会社　サカモ
ト

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

ガソリンスタンド販売員
（船越ＳＳ）

1人

山田町船越のガソリンスタンド店に勤務となりま
す。
・車両への給油業務、応対サービス、窓ふき、洗
車
・簡単な自動車整備、タイヤ交換、配達などの諸

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－１４２－１２

株式会社　サカモ
ト

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

現場作業員／経験者「建
設」

1人

一般住宅の給排水設備工事全般。
・一般住宅（新築及びリフォーム物件）の上水
道・下水道に
　関連する水回りの給排水工事


岩手県宮古市田鎖第５地
割３４－７

有限会社ジオニッ
ク・フロント

雇用期間の定めなし

給排水工事経験者 岩手県宮古市

電気設備現場作業員、現場
管理

1人

一般住宅、ビル、工場、官庁工事の電気設備工事
全般に従事していただきます。
・電気設備工事設計施工
・電気配線、照明器具設置取付、冷暖房器具設置
取付など

岩手県下閉伊郡山田町織
笠１１－１－４１

有限会社　沼崎電
気

雇用期間の定めなし

建設現場経験者 岩手県下閉伊郡山田町、他

介護職員／（土日祝休日）
≪急募≫　「介護」

1人

グループホーム入所者の介護業務全般を行いま
す。
・入所者９名の身の回りの世話、食事、入浴、排
泄、リハビ　リ等の介助や見守りなど
・食事の準備や後片付け、洗濯、清掃、その他雑

岩手県宮古市中里団地４
－１１

グループホーム愛
宕の丘（有限会社
川崎タクシー）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

オイルシールの仕上げ・検
査

3人

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


岩手県下閉伊郡岩泉町小
本字長内２６

岩手アライ　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

看護師／日勤　「看護」

1人

当院では医療療養病棟２病棟、回復期リハビリ
テーション病棟２病棟があります。
・各病棟３０～４０床看護業務全般
　配属病棟は相談のうえ決定いたします。


岩手県宮古市保久田８－
３７

特定医療法人　弘
慈会　宮古第一病
院雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

運転代行運転手

2人

お酒を飲んだお客様の車を運転しご自宅や目的地
までの送迎
・お客様の車の誘導、随伴車の運転、代行料金の
会計
・業務日誌の記録

岩手県宮古市上鼻２丁目
６－２６

Ｉ’Ｓ運転代行

雇用期間の定めなし

経験者 岩手県宮古市

営業（宮古営業所）

1人

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

○営業範囲：県内

岩手県奥州市水沢工業団
地１丁目１番地

東亜リース　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木作業員型枠大工鉄筋工
鳶工オペレーター左官工
「建設」 2人

＊公共工事（道路、河川に係る作業）
＊民間工事
＊大手下請工事
「建設」


岩手県久慈市大川目町６
－１６－２

株式会社　エスエ
ステック

岩手県宮古市、他

修理（宮古営業所）

1人

◆建設機械の修理、整備担当業務全般
　
　・建設機械等の修理とメンテナンス業務に従事
して
　　いただきます。

岩手県奥州市水沢工業団
地１丁目１番地

東亜リース　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木作業員　
　　　　　　　　　　「建

5人

◆土木工事現場における土木作業全般
　＊現場作業（作業手元）
　＊資材の準備、運搬等
　＊片づけ、作業支持者によるその他の付随する
作業

岩手県久慈市山形町川井
９－３２－２

蒲野建設　株式会
社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

土木施工管理技士（１級）

1人

◆土木施工管理技士業務全般

　・公共土木工事現場等の施工管理業務になりま
す。
　・土木工事の施工管理、積算見積業務

岩手県久慈市山形町川井
９－３２－２

蒲野建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

営業［宮古市］

2人

ルート営業が主になります。
担当エリア内のお客様を訪問し、ヤンマーの農業
機械・資材・部品などの販売、メンテナンスを行
います。

宮城県仙台市若林区六丁
の目西町８－１　斎喜セ
ンタービル１階

ヤンマーアグリ
ジャパン　株式会
社　東北支社雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

（パ）調剤事務員（宮古中
央店）

1人

調剤薬局における調剤事務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）雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）
又は11時30分～19時00分の
間の6時間程度

岩手県宮古市

◎ 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３１年１月１７日発行  



大型自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分

250,000円～350,000円

正社員 不問 02030-  255491
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 9時00分～17時45分
149,296円～149,296円

正社員以外 不問 03010-  629691
看護師 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
245,000円～280,000円

正社員 59歳以下 03030-   75391
変形（１ヶ月単位）
(1) 5時00分～14時00分

132,000円～162,000円 (2) 8時30分～17時30分
(3) 9時45分～18時45分

正社員以外 不問 03030-   76691
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
151,200円～183,600円

正社員 18歳～64歳 03030-   78491
看護師 変形（１ヶ月単位）

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

(3) 7時30分～16時30分

正社員 59歳以下 03030-   85991
中型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
161,000円～184,000円

正社員 不問 03030-   88891
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
133,500円～143,500円

正社員 59歳以下 03030-   89291
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

133,728円～142,800円 (2)20時30分～ 5時30分

正社員以外 18歳以上 03030-   90091
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
195,500円～218,500円

正社員以外 不問 03030-   91391

(1) 8時30分～17時30分
123,624円～129,280円

正社員以外 不問 03030-   93991
足場組立て作業主任者 変形（１ヶ月単位）
車両系基礎工事用運転 (1) 8時00分～17時00分

いずれか 191,200円～215,100円
普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 03030-   94491
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
133,000円～170,600円 (2) 9時00分～18時00分

(3)15時00分～ 0時00分

正社員 64歳以下 03030-   95791
幼稚園教諭免許

保育士 (1) 7時30分～16時30分
いずれか 137,600円～189,100円 (2) 8時00分～17時00分

(3) 9時00分～18時00分

正社員 64歳以下 03030-   96891
普通自動車免許一種

(1) 9時00分～17時00分
140,000円～140,000円 (2) 9時00分～15時00分

正社員 30歳以下 03030-   98591
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
209,700円～302,900円

正社員 64歳以下 03030-  101891
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～400,000円

正社員 64歳以下 03030-  102291
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-  104191
調理師 変形（１ヶ月単位）

普通自動車免許一種
160,250円～217,000円

正社員 不問 03030-  105091
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

150,000円～150,000円

正社員 59歳以下 03030-  107691

2

大型ダンプ運転手

1人

・建設現場において、砕石、残土、廃材合材等を
１０ｔダンプで積込、運搬して頂きます。

※岩手県宮古市を拠点に沿岸地域での仕事です。


青森県弘前市大字真土字
前田１５２ー５

株式会社　光カッ
ター

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

臨床検査集材業務（釜石
市・宮古市）

1人

岩手県釜石病院内、当センター駐在所において、
外注検査の仕訳業務及び釜石市内医療機関からの
検査物集配業務を行っていただきます。
また、月に１～２回
宮古臨床検査センターにおいて、医療機関（病

岩手県盛岡市羽場１３－
３０－３

株式会社　盛岡臨
床検査センター

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

看護師／訪問看護「看護」

2人

在宅療養支援業務。ご自宅にいる利用者宅を訪問
し、主治医の指示による看護業務を提供。
・主にバイタルチェック、服薬管理、医学的処置
に従事
・訪問看護チームは３名体制で受持ち利用者４０

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

調理員

1人

ほほえみの里利用者（おおよそ入所者１００名、
通所者６０名）の食事調理業務全般。
・下ごしらえ、調理、食器の洗浄
・その他調理場の清掃や付随する業務


岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
９地割３９番地２７

医療法人　仁泉会
介護老人保健施設
ほほえみの里雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

警備員（宮古）

5人

各地の建設・建築現場等において、下記の業務に
従事。
・交通誘導警備、駐車場警備
・各種イベント会場などにおける雑踏警備


岩手県宮古市小山田４丁
目６番３１号

有限会社　新生警
備保障

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護職（正看護師）「看
護」

1人

・施設入所者（特養・短期入所者）に対する看護
業務
・記録類の作成、健康相談など

＊特養５０名、短期２０名の方の入所・利用があ

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
４地割１－２０

社会福祉法人　若
竹会　サンホーム
みやこ雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木作業員「建設」

1人

〇左官、吹付け、一般住宅基礎、土木、ブロッ
ク、工事など　現場の清掃
〇職人の手元、人力作業、
〇トラック（４トン）運転等
〇その他付随する業務

岩手県宮古市板屋３－４
－１４

上野建装

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

大型トラック運転手≪急募
≫

3人

大型トラック（１０ｔ～１５ｔ車）を運転し、肥
料・飼料など、荷主の要望に応じて貨物の積卸し
及び、配送業務を行います。主な配送は県内とな
ります。手積みでの作業も含まれます。
※業務に慣れるまでは先輩社員が同行して指導し

岩手県宮古市小山田１丁
目４４

宮古港湾運送　株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

コネクター製造オペレー
ター

2人

・各部品のプレス機、射出成形機、自動組立機な
どのオペ
　レーター業務

＊自動で動きますので、停止が発生した際の対応

岩手県宮古市田鎖９地割
５５番地１

株式会社　エム・
アイ・テイー　東
北工場雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

道路維持兼土木作業員「建
設」

2人

○宮古・下閉伊地区の各現場において、主に国道
の道路維持工事作業（アスファルト舗装補修、標
識やガードレール交換等）、公共工事等の土木作
業等
○現場への移動は直行直帰となります

岩手県宮古市刈屋１１－
８０－３

刈屋建設　株式会
社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

加工業務

2人

・電線をコネクターに挿入する作業
・電線の指定された箇所にテープを巻く作業
・電線切断作業など

＊専用の器具を使用した作業も一部ありますが、

岩手県宮古市田鎖第９地
割２５

有限会社　ユーエ
ムアイ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

鳶工及び土工／正社員「建
設」≪急募≫

2人

各現場において、工事作業全般に従事していただ
きます。
・鳶土工工事作業員を主としています。
・主な現場は沿岸地域となります
・現場へは会社より社用車での移動となります。

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

建設経験者 岩手県宮古市

介護職員（小規模多機能居
宅介護）「介護」

1人

・利用者への食事、入浴、着替え、排泄、通院等
の介助
・通いの送迎、レクリエーション、訪問による在
宅サービス
●当センターでは、訪問・通い・泊まりサービス

岩手県宮古市西町１丁目
２番１３号

特定非営利活動法
人　ふれあいス
テーション・あい雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

児童厚生員　「保育」

1人

重茂児童館の児童厚生員に関わる業務全般。
・日中活動における保育全般、それに伴う記録
・園内の清掃、環境整備など付帯する業務

＊２歳から就学前までの幼児（４０人程度）の保

岩手県宮古市西町１丁目
２番１３号

特定非営利活動法
人　ふれあいス
テーション・あい雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

自動車整備補助≪急募≫

1人

自動車整備士の補助作業を行います。
・車検に伴う整備補助、板金補助、部品取り外
し、タイヤ交換、洗車、引取りや納車業務等



宮古市大通３丁目１－１
３

和山自動車販売株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

大型トラック運転手兼土木
作業員「建設」

1人

大型ダンプトラック（１０ｔ級）運転業務
・建設現場などに土砂などの資材運搬
・運転業務の空いているときは、土木作業を手
伝っていただきます
・現場は主に市内

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

大型ダンプ運転経験 岩手県宮古市

建築技術者「建設」

1人

＊公共工事や一般住宅建築工事などの施工計画案
の作成
＊工事中における品質管理、安全管理、施工の調
整など監督・指揮業務や各種書類作成
＊就業場所は担当の現場事務所が基本になります

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

建築施工管理業務経験者
岩手県宮古市

配管工「建設」

1人

給水・排水などの衛生配管施工、各種衛生器具や
消火設備の取り付け配管作業、冷暖房などの空調
配管や機械据え付けなど全般
＊主に学校・施設などの公共工事、一般住宅工事
＊現場への移動は、出社後、社用車に乗合いとな

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

調理担当

1人

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

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字府金４８

株式会社　岩泉総
合観光

雇用期間の定めなし

又は 6時00分～20時00分の
間の7時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

水産作業員（２）

2人

水産作業に従事します。
・サンマ、サケ、タラなど鮮魚の箱詰め、さばき
等や出荷作　業を行います。
・魚のさばきが出来なくても入社後に指導します
ので、経験　が無くても応募可能です。

岩手県宮古市藤原二丁目
５番１１

株式会社　佐々幸

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市



中型自動車免許一種 変形（１年単位）
中型一種（８ｔ限定） (1) 8時00分～17時00分
フォークリフト技能者 170,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03030-  108991
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

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

(3)15時00分～23時30分

正社員 18歳～59歳 03030-  109491
変形（１ヶ月単位）
(1) 6時30分～15時30分

130,100円～154,000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-  110291
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

正社員 59歳以下 03030-  112191
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 7時00分～16時00分
147,100円～171,000円 (2) 8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030-  113091
大型自動車免許一種

車両系整地掘削用運転 (1) 8時30分～16時30分
196,000円～196,000円

正社員 不問 03030-  114391
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

146,880円～146,880円

正社員以外 不問 03030-  118791
保育士

(1) 7時20分～16時20分
142,600円～142,600円 (2) 8時20分～17時20分

(3) 9時40分～18時40分

正社員 59歳以下 03030-  119891
変形（１ヶ月単位）
(1) 6時00分～12時00分

147,333円～156,000円 (2)12時00分～19時00分
(3) 7時00分～12時00分

正社員以外 18歳以上 03030-  123691
普通自動車免許ＡＴ

(1)10時00分～21時00分
133,000円～250,000円

正社員 40歳以下 03030-  124991
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
174,750円～256,300円

正社員 不問 03030-  128291
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
174,750円～256,300円

正社員 不問 03030-  129591
美容師 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～17時45分
150,000円～179,000円

正社員 59歳以上 03030-  130391

(1) 9時00分～17時45分
135,856円～184,058円 (2) 8時30分～17時15分

(3) 5時30分～14時15分

正社員以外 不問 03030-  132991
理容師 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～17時45分
173,800円～230,500円

正社員 59歳以下 03030-  133491
看護師 交替制あり

(1) 8時30分～17時15分
175,644円～263,364円 (2)16時30分～ 1時15分

(3) 0時30分～ 9時15分

正社員以外 18歳以上 03030-  136291
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時15分～17時00分

137,700円～137,700円 (2)11時00分～19時45分

正社員以外 不問 03030-  138191
作業療法士

(1) 8時30分～17時15分
207,000円～250,400円

正社員 59歳以下 03030-  141491
精神保健福祉士

(1) 8時30分～17時15分
193,400円～255,100円

正社員 59歳以下 03030-  143891
変形（１ヶ月単位）
(1) 5時00分～14時00分

137,700円～137,700円 (2)10時30分～19時30分

正社員以外 不問 03030-  144291
薬剤師 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時20分～17時20分
208,200円～208,200円

正社員 59歳以下 03030-  145591
3

水産作業員（１）

1人

水産作業および運搬作業に従事します。
・サンマ、サケ、タラなど鮮魚の箱詰め、さばき
等や出荷作　業を行います。
・トラックやフォークリフトを運転し、市場から
工場（藤　　原、港町）への運搬作業

岩手県宮古市藤原二丁目
５番１１

株式会社　佐々幸

雇用期間の定めなし

４ｔトラック運転および
フォークリフト運転経験

岩手県宮古市

営業フロント係

1人

・ホテルフロントでのお客様への対応、精算業務
（パソコン使用）、電話による予約業務
・お客様の送迎（普通自動車）や、法事等の配達
・宴会時の飲食サービス等


岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字府金４８

株式会社　岩泉総
合観光

雇用期間の定めなし

パソコン（ワード・エクセ
ル）基本操作

岩手県下閉伊郡岩泉町

調理員／紫桐苑

1人

当法人が運営する特別養護老人ホームやデイサー
ビスセンターにおいて、調理業務に従事していた
だきます。
・朝夕９０食程度、昼１１０食程度の調理となり
ます。

岩手県宮古市茂市１－１
１５－１

社会福祉法人新里
紫桐会　特別養護
老人ホーム紫桐苑雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県宮古市

セールススタッフ

1人

浄土ヶ浜パークホテルの営業全般
・宿泊プラン、宴会プランなどの受注活動
・担当企業や旅行業者への訪問などによる営業活
動
（担当業務により市内各所、東北エリア、又は全

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

宿泊業勤務経験者 岩手県宮古市

介護員「介護」／あすなろ

1人

小規模多機能型の生活支援が主になります。
・在宅者の生活支援なので、通い・泊まり・訪問
の３つの組　み合わせで介護を提供します。
・具体的には、食事の準備や介助、入浴の補助、
排泄の補　　助、余暇活動等への支援になりま

岩手県宮古市茂市１－１
１５－１

社会福祉法人新里
紫桐会　特別養護
老人ホーム紫桐苑雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県宮古市

大型ダンプ運転手

1人

大型ダンプ（１０ｔ～１２ｔ）による、宮古市及
び山田町の各現場へ採石運搬を行っていただきま
す。
・大型車両について、簡単な整備作業や清掃作業
等

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

大型運転経験者 岩手県宮古市

惣菜販売員（８時～１７
時）

1人

◎惣菜部に配属となり
１）加工（寿司・弁当・惣菜等の調理）
２）パッケージ作業（オートパッカーによる値札
シール貼　　　り等）
３）陳列・補充（商品検収・品出し・整理整頓）

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あり（4ヶ

月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

保育士「保育」

1人

当社団医療法人に勤務する従業員の乳幼児保育施
設です。
・乳幼児保育、生活習慣の取得、発達の援助、教
育などの保育業務全般に従事
・未満児、概ね１０名を２名体制で保育

岩手県宮古市山口５丁目
５番１０号

社団医療法人新和
会　宮古山口病院
附属かきのき保育
園

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

警備／小山田

1人

当社請負先において、朝トラック便等の荷物の搬
入誘導や駐車場の出入り口における車両の誘導等
を行っていただきます。



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

調理スタッフ（見習い可）
／和海味処いっぷく

1人

和食を中心に定食・丼物・そば等のメニューがあ
ります。
・仕込み、調理、盛り付け
・皿洗い、清掃等
他に３名調理スタッフがおります。

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－１３４－１

株式会社　いっぷ
く

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

足場組立作業員「建設」

2人

各建設現場において、
・足場の組立、解体作業
・基礎工事、土木作業等
主な現場は山田町、宮古市などの沿岸地域となり
ます。

岩手県下閉伊郡山田町織
笠第１２地割３－７２

北成興業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木・建設作業員「建設」
≪急募≫

2人

各建設現場において、
・一般土木作業
・建設用重機オペレーター業務
主な現場は山田町、宮古市、釜石市、大槌町など
の沿岸地域となります。

岩手県下閉伊郡山田町織
笠第１２地割３－７２

北成興業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

美容師

1人

美容クリア末広町店において、美容業全般に従事
していただきます。
・注文に応じて、シャンプー、カット、顔剃り、
カラー、　　パーマ等
・施術に必要な材料等の整理

岩手県宮古市南町１１番
２０号

株式会社　クイッ
ク

雇用期間の定めなし

美容経験者 岩手県宮古市

調理補助

4人

入院患者さん（約２００食、７～８名体制）と職
員分の給食調理業務に従事していただきます。
・主に下ごしらえ、調理、盛り付け
・食器洗浄業務はありません
・まれに欠員があった際、県立山田病院（約１５

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎１
－１１－２６

岩手県立　宮古病
院

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

理容師

1人

理容髪吉（かみよし）南町店において、理・美容
業務全般に従事していただきます。
・注文に応じて、シャンプー、カット、顔剃り、
カラー、　　パーマ等
・施術に必要な材料等の整理

岩手県宮古市南町１１番
２０号

株式会社　クイッ
ク

雇用期間の定めなし

理美容経験者 岩手県宮古市

看護師「看護」

1人

当院内において看護業務全般を行っていただきま
す。
・３交替制による勤務となり、夜間勤務が可能な
方を募集
・主に入院病棟での業務

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎１
－１１－２６

岩手県立　宮古病
院

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

作業療法士≪急募≫

1人

・入院、通院中（精神障害、認知症等）の患者さ
まへの作業　療法業務（デイケアを含む）が主な
業務
・患者さまの社会生活復帰に必要な訓練、指導

医療法人財団　正
清会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市板屋一丁目
６－３６

岩手県宮古市

看護助手　　　　　　「看
護」

2人

・看護職員の指導のもと、病棟の環境整備
・入院患者さんの日常生活に関わる補助業務
・寝具交換・入浴介助・食事介助・着替え介助等

岩手県宮古市板屋一丁目
６－３６

医療法人財団　正
清会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 岩手県宮古市

精神保健福祉士　　≪急募
≫

1人

・入院、通院中（精神障害、認知症等）の患者さ
まとご家族　の相談業務
・ＰＣ操作で関係書類の作成
・訪問看護（２名で対応）、デイケアを担当する
場合あり

岩手県宮古市板屋一丁目
６－３６

医療法人財団　正
清会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理員　　　≪急募≫

1人

・入院患者２３５名の調理業務
・主に盛り付け、配膳、下膳、食器洗浄機による
作業

調理員は２０名で交代勤務ですが、勤務時間など

岩手県宮古市板屋一丁目
６－３６

医療法人財団　正
清会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

薬剤師

1人

・処方箋に基づく調剤業務
・その他、患者さんの体質やアレルギー歴、服薬
状況をふま　えた服薬指導
・薬剤管理、薬局受付、服薬内容等のパソコン入
力操作、電　話対応等

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



看護師 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時20分～17時20分

183,500円～247,600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-  147091
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時20分～17時20分

130,800円～130,800円 (2)16時30分～ 0時30分
(3) 0時30分～ 9時30分

正社員 59歳以下 03030-  148391
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
145,000円～160,000円

正社員 59歳以下 03030-  150491
大型自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
188,600円～210,200円

正社員 不問 03060-  184091

(1) 9時00分～17時30分
166,700円～245,680円

正社員 59歳以下 04010- 1569791
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
200,100円～220,800円

正社員 59歳以下 05041-  132191
自動車整備士（３級） 交替制あり

(1) 9時30分～19時20分
172,000円～242,000円 (2) 9時30分～15時20分

(3)13時30分～19時20分

正社員 59歳以下 03010- 1010891
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 9時00分～17時30分
157,000円～192,000円

正社員 59歳以下 03010- 1020591
自動車整備２級ジゼ 変形（１年単位）
普通自動車免許一種 (1) 9時00分～17時30分

159,000円～204,000円

正社員 59歳以下 03010- 1021191
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 9時00分～17時30分
177,000円～222,000円

正社員 59歳以下 03010- 1022091
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分
142,000円～142,000円

正社員以外 不問 03010- 1062191
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
184,000円～253,000円

正社員 59歳以下 03030-  168491
交替制あり
(1) 8時30分～17時30分

134,000円～209,500円 (2)19時10分～ 4時10分

正社員 18歳～34歳 03030-  169791
臨床工学技士 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
235,400円～292,600円 (2) 8時30分～12時30分

正社員 59歳以下 03030-  170591
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分

169,400円～218,700円 (2) 7時30分～16時30分

正社員 40歳以下 03030-  171191
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
184,800円～277,200円

正社員 74歳以下 03030-  172091
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～18時30分

140,000円～150,000円

正社員 不問 03030-  173391
准看護師 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
179,520円～342,720円

正社員以外 64歳以下 03030-  174691
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～300,000円

正社員以外 不問 03030-  176491
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
128,450円～218,450円

正社員 不問 03030-  177791

4

配管工「建設」

2人

給排水工事、給水本管工事などに関する作業全般
・一般住宅、店舗、事業所等の給水や排水等衛生
配管作業
・各種衛生器具や消火設備などの取付配管作業
　現場には会社に出社後、社有車にて移動しま

岩手県宮古市大字八木沢
７－５６－１

有限会社　池田水
道

雇用期間の定めなし

給排水工事経験者 岩手県宮古市

配電工事員　通信工事員
内線工事員「建設」

1人

○配電工事…東北電力様発注、ユアテック様一次
下請として　　　　　　電柱を建て架線・装柱等
の業務
○通信工事…元請け発注に基づき、光ファイバー
の架線・布　　　　　　設・接続の屋外工事およ

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字合の山１４－１

株式会社　岩泉電
工

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

准看護師／日勤　「看護」

1人

当院では医療療養病棟２病棟、回復期リハビリ
テーション病棟２病棟があります。
・各病棟３０～４０床看護業務全般
　配属病棟は相談のうえ決定いたします。


岩手県宮古市保久田８－
３７

特定医療法人　弘
慈会　宮古第一病
院雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

歯科助手

1人

歯科外来患者様の診療補助業務に従事していただ
きます。
・患者様の案内、診療器具の準備、使用後の消
毒、院内の清　掃等を行っていただきます。


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

土木作業員（見習い可）
「建設」

3人

主に道路の土工、側溝のすえ付け等土木作業全般
に従事。
・現場へは会社より乗合で移動します。
・未経験者は先輩社員の補助作業から始めます。
・土木作業経験、車両系建設機械免許があれば採

岩手県宮古市川井８－７
６

有限会社　西澤組

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護補助員「看護」

1人

外来や病棟において看護補助業務に従事します。
・消耗品及び備品の整理や、シーツ交換及び洗濯
等の看護に　かかる付帯業務全般
・身体介護（清拭、入浴介助）
・診療補助（検査等）を行っていただきます

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

臨床工学士

2人

当院内において、透析業務全般を行います。
・医師の指示のもと、患者様サイドにおいて人工
透析装置　（血液浄化装置）の保守・点検・操作
を担当していただきま　す。
・その他、付帯する業務となります。

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

プレスオペレーター

3人

プレス機械オペレーション、金型、プレス機械、
周辺機器の調整作業。その他製品検査（顕微鏡を
使って寸法測定、外観検査）作業を行います。



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

鉄筋工「建設」

1人

鉄筋の加工および組立業務に従事していただきま
す。
・鉄筋加工場にて鉄筋を切断し、曲げ加工したも
のを建築現　場や土木工事現場にて組み立ておよ
び取付作業を行ってい　ただきます。

岩手県宮古市松山５－１
７－１

有限会社　因幡鉄
筋工業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務員兼営業補助（三陸営
業所）

1人

レディーズ・アイ事業部　三陸営業所において下
記の業務を行って頂きます。
・労務管理
・介護保険請求
・電話、来客応対

岩手県盛岡市上ノ橋町８
－８

第一商事　株式会
社

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、メール）

岩手県宮古市

営業

2人

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

岩手県滝沢市大釜中道３
８－２

岩手三菱ふそう自
動車販売　株式会
社雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

自動車整備士

2人

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

岩手県滝沢市大釜中道３
８－２

岩手三菱ふそう自
動車販売　株式会
社雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

部品販売業務

1人

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

岩手県滝沢市大釜中道３
８－２

岩手三菱ふそう自
動車販売　株式会
社雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

自動車整備士（宮古店）

2人

オートバックス宮古店において以下の業務を担当
していただきます。
・自動車の車検整備、点検等、タイヤ交換などの
一般作業、　ほか店長が指示する業務


岩手県盛岡市みたけ３丁
目３１－３８

北映商事　株式会
社（オートバック
ス）雇用期間の定めなし

自動車整備経験者
又は 9時30分～19時20分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

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
・医療器具の準備、服薬管理、生活の見守り
・医師の指示による看護業務全般
・状況により雑務等あり

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

看護助手　　　　「看護」

1人

・患者さん及び施設利用者の方々の食事援助
・シーツ交換、洗濯介助等の身の回りの世話
・処置の手伝い作業、患者移送、レクリエーショ
ン
・患者の見守り等の業務

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

事務

1人

チラシ作成及び事務一般の仕事を行っていただき
ます。
・チラシ作成は社長が作った原案を基にパソコン
で作成
・電話・来客対応

岩手県宮古市西町１丁目
７番３６号

有限会社　東北ペ
イント

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード・エ
クセル）の出来る方

岩手県宮古市

ダンプ運転手

1人

１０ｔダンプで、砕石・砂利・砂・土・産業廃棄
物等の運搬をしていただきます。

※現場は主に県内沿岸地域になりますが、内陸部
の運転手も募集していますのでご相談ください。

岩手県奥州市胆沢南都田
字蛸の手６０

小野寺建材

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

大型車運転経験
大型車の整備経験（オ
イル交換やタイヤ交換

等）
［管理選考］システムエン
ジニア［岩手県］

1人

地域企業や自治体の経営課題の聞き取りを行い、
ネットワーク・クラウド・サーバー等の知識に基
づく技術的な解決策の検討と、システム等の設
計・構築を行い、お客様の経営課題を解決しま
す。

宮城県仙台市若林区五橋
３丁目２－１

株式会社　ＮＴＴ
東日本－東北

雇用期間の定めなし

システムエンジニアの業務
経験

岩手県宮古市、他

土木作業員　【盛岡営業
所】

3人

○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、コンクリート製品の敷
設、
　土管などの設置や埋設などを行ないます。

秋田県仙北市角館町下川
原４６９

有限会社　三幸商
会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他



普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
介護支援専門員 (1) 8時00分～17時00分

170,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03030-  178891
管理栄養士又は 変形（１ヶ月単位）

栄養士 (1) 8時30分～17時00分
161,000円～161,000円 (2) 8時00分～12時00分

正社員 59歳以下 03030-  179291
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

139,100円～160,500円 (2) 9時00分～18時00分
(3)13時00分～22時30分

正社員以外 不問 03030-  180091
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～16時30分
198,000円～209,750円

正社員 不問 03030-  182691
大型自動車免許一種 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-  183991
大型自動車免許一種 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-  185791
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
132,000円～140,000円

正社員 64歳以下 03030-  187291
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

133,965円～133,965円

正社員 不問 03030-  189191
保育士

138,700円～219,600円

正社員 59歳以下 03030-  190691
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
166,600円～214,200円

正社員以外 64歳以下 03030-  191991
普通自動車免許一種 交替制あり

(1) 8時00分～16時45分
148,944円～148,944円

正社員以外 不問 03030-  192491

(1) 8時30分～17時30分
130,000円～150,000円

正社員 35歳以下 03030-  194891

(1) 8時30分～17時15分
126,895円～146,985円

正社員以外 不問 03030-  199391
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 6時30分～14時30分
185,000円～185,000円 (2)14時00分～22時00分

(3)22時00分～ 7時00分

正社員 18歳～35歳 03030-  203691
保育士 変形（１ヶ月単位）

幼稚園教諭免許 (1) 7時00分～16時00分
いずれも 179,600円～199,600円 (2) 8時00分～17時00分

(3) 8時30分～17時30分

正社員以外 不問 03030-  204991
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 6時30分～14時30分
170,000円～170,000円 (2)14時00分～22時00分

正社員 35歳以下 03030-  205491
変形（１ヶ月単位）
(1) 6時00分～14時30分

140,000円～150,000円 (2)10時30分～19時00分

正社員以外 不問 03030-  206791
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

132,017円～132,017円

正社員 不問 03030-  210391
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
152,300円～200,300円

正社員 59歳以下 03010- 1221591
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
140,000円～167,200円

正社員以外 不問 03010- 1222191

5

水産加工／正社員

2人

・イカの加工（生処理・皮むき・短冊切り等）、
袋詰め、箱詰めなど

・その他、加工場清掃等の付随する業務


岩手県下閉伊郡山田町船
越９－２１５－１

株式会社丸一水産

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

接客（コーヒーショップ）

2人

宮古駅側入口に３月新規オープンするコーヒー
ショップ「宮古駅前カフェ」において、接客等を
行います。
・持ち帰りを中心として、コーヒー、ドリンクの
提供

岩手県宮古市栄町３－３
５

株式会社　キャト
ル宮古

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

フロント業務（日勤）

2人

ビジネスホテルのフロント業務を行います。
・宿泊予約の受け付け、来客・宿泊客対応
・宿泊料金の精算業務
・顧客管理などに伴うパソコン簡易操作
・問合せ等の電話対応などを行っていただきま

岩手県宮古市新町２－５ 有限会社　熊安旅
館（宮古セントラ
ルホテル熊安）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

保育士／豊間根保育園
「保育」

1人

保育所での保育業務
・保育所に入所している児童（０～６歳児）への
保育

＊児童の年齢により対応人数は異なりますが、常

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根３－１７７－１０

社会福祉法人　三
心会　豊間根保育
園雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

フロント業務（夜勤あり）

1人

ビジネスホテルのフロント業務。
・宿泊予約の受け付け、来客・宿泊客対応
・宿泊料金の精算業務
・顧客管理などに伴うパソコン簡易操作
・問合せ等の電話対応などを行っていただきま

岩手県宮古市新町２－５ 有限会社　熊安旅
館（宮古セントラ
ルホテル熊安）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務補助（臨時職員）

1人

職員の指示のもと、事務補助を行います。
・ＰＣ（ワード・エクセル）を使用し数字入力及
び文書作成
・電話対応、来客対応
・各種書類のコピー作業

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字松橋２４－３

沿岸広域振興局
土木部　岩泉土木
センター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

金型部品加工／トライアル
雇用併用

1人

・受注の図面確認
・金型部品の平面研磨加工機操作
・研削機械を操作して研削加工
・工場内清掃等


岩手県宮古市津軽石１４
－８８－１

有限会社クレイン

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

郵便外務

3人

・郵便物、ゆうパックの集配業務１日約５００件
程度
（各ご家庭や事務所又はポストより）
・端末機操作
・５０ＣＣバイクか自動二輪を使用（雨天の場合

岩手県宮古市栄町１－７ 日本郵便株式会社
郵便事業総本部
宮古郵便局雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

普通作業員「建設」

3人

主に公共工事の土木作業に従事していただきま
す。
・人力での土砂の掘削や部材の持運びなど手元作
業等
・松山地区の資材置き場に集合して、社用車にて

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

岩手県宮古市

保育士「保育」

3人

田野畑村内の下記において保育業務に従事しま
す。
・若桐保育園（未満児２４人、以上児２６人の計
５０人定　　員）
・たのはた児童館（保育型児童館、以上児６５人

岩手県下閉伊郡田野畑村
田野畑１２０－１

社会福祉法人　田
野畑村社会福祉協
議会雇用期間の定めなし

又は 7時15分～18時30分の
間の8時間程度

岩手県下閉伊郡田野畑村

水産加工員

2人

鮮魚加工に従事します
・鮭、イカ、サバ、アジ、ワカメ、メカブ、その
他海藻類手　捌き、機械加工
・箱詰め、袋詰め作業


岩手県下閉伊郡山田町川
向町１６８

有限会社　山崎水
産

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

経理事務員

1人

・ドライバーの日報管理、売上計算
・出勤簿管理
・伝票整理、請求書等各種書類の作成（ＰＣ操
作）
・郵便物収受、銀行や郵便局への外出用務

岩手県宮古市鍬ケ崎上町
１－２５

マルヨシタクシー
有限会社

雇用期間の定めなし

事務経験 岩手県宮古市

運転手：岩泉

1人

レンタル用建設機械器具の配達に従事していただ
きます。
・８ｔ平ボデータイプのトラックの運転
・有資格者の方は建設重機、小型移動式クレーン
（ユニッ　　ク）の操作があり

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

岩手県下閉伊郡岩泉町

運転手：宮古

1人

レンタル用建設機械器具の配達に従事していただ
きます。
・８ｔ平ボデータイプのトラックの運転
・有資格者の方は建設重機、小型移動式クレーン
（ユニッ　　ク）の操作あり

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

普通土木作業員／経験者
≪急募≫　　　　　　「建

2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　等の作業

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

土木作業経験（必須） 岩手県下閉伊郡岩泉町、他

介護職員（臨時）「介護」

1人

入所者の介護業務となります。
・入所者（１００名）の身の回りのお世話
・食事、入浴、排せつ、移動などの介助
・リネン交換、掃除、洗濯などの手助


岩手県下閉伊郡山田町山
田１６－９－１０

社会福祉法人　正
受会　特別養護老
人ホーム平安荘雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

管理栄養士・栄養士

1人

利用者の栄養管理業務となります。
・主に高齢者約１００名の栄養ケアマネジメント
・パソコンを使用し献立作成
・食材発注業務等


岩手県下閉伊郡山田町山
田１６－９－１０

社会福祉法人　正
受会　特別養護老
人ホーム平安荘雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

介護支援専門員「介護」

1人

ケアマネンジメント業務を行います。
・ケアプランの作成、相談業務、要介護認定の申
請代行
・利用者への支援や関係機関への連絡・調整等
・訪問相談などの外出用務の際には施設車を使用

岩手県下閉伊郡山田町山
田１６－９－１０

社会福祉法人　正
受会　特別養護老
人ホーム平安荘雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

建設機械整備（宮古営業
所）

1人

＊当社宮古営業所において、建設機械の整備を
行っていただ
　きます。
（油圧ショベル・アスファルトフィニッシャー・
クレーン等　重量物の整備）

岩手県盛岡市渋民字岩鼻
２０－２１

住友建機販売　株
式会社　北海道・
東北統括部　盛岡
支店

雇用期間の定めなし

建設機械整備・自動車整備
経験者

岩手県下閉伊郡山田町

一般事務・経理事務（宮古
営業所）

1人

当社宮古営業所において、以下の事務業務を行っ
ていただ　きます。

＊一般事務：電話応対、受付、来客応対
＊営業事務：売上伝票書類作成（エクセル等）、

岩手県盛岡市渋民字岩鼻
２０－２１

住友建機販売　株
式会社　北海道・
東北統括部　盛岡
支店

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）

岩手県下閉伊郡山田町



普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）
(1) 9時00分～18時00分

175,000円～283,291円

正社員 40歳以下 03010- 1290091
変形（１年単位）
(1)10時00分～19時00分

141,120円～159,600円

正社員以外 59歳以下 03010- 1302291
看護師又は
准看護師 (1) 8時30分～17時15分

普通自動車免許ＡＴ 166,872円～270,504円 (2)17時00分～ 8時30分

正社員以外 不問 03030-  213491
大型特殊自動車一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時30分
161,700円～231,000円

正社員 64歳以下 03030-  214791
普通自動車免許一種 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
206,100円～297,700円

正社員 不問 03030-  215891
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

183,200円～274,800円

正社員 不問 03030-  216291
看護師 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時15分～17時00分
190,500円～258,200円 (2)16時00分～22時00分

(3)21時30分～ 8時30分

正社員 59歳以下 03030-  218191
准看護師 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時15分～17時00分
162,700円～236,400円 (2)16時00分～22時00分

(3)21時30分～ 8時30分

正社員 59歳以下 03030-  219091
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

看護師又は (1) 8時30分～17時00分
准看護師 158,700円～270,100円

正社員 59歳以下 03030-  220991
変形（１年単位）
(1) 7時00分～16時00分

140,000円～160,000円 (2)17時00分～ 2時00分

正社員 59歳以下 03030-  223891
保育士 変形（１年単位）

(1) 7時00分～15時30分
168,750円～168,750円 (2) 8時00分～16時30分

(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030-  225591

(1) 9時15分～17時00分
180,000円～240,000円 (2) 9時15分～16時15分

正社員 64歳以下 03080-  315491
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
195,900円～329,700円

正社員 18歳～64歳 04020-  404291
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
177,500円～217,000円

正社員以外 65歳以上 04020-  405591
大型自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
172,800円～259,200円

正社員 不問 09110-  148691
交替制あり
(1) 7時00分～16時00分

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

正社員 35歳以下 13040- 7470091
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

140,000円～150,000円

正社員 45歳以下 03030-  161291

6

一般事務≪急募≫

1人

水産加工関係の各種書類作成が主な業務となりま
す。
・決まった様式へのデータ入力によって作成する
（ラベルや送付状等）書類
・その他、電話・来客応対、清掃など付随業務等

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

営業（福祉用具の相談営業
宮古）

1人

福祉用具のレンタル・販売・住宅改修に係る、相
談提案営業・納品・集金・契約等。

ケアマネージャー等と連携し利用者の身体に合っ
た福祉用具を選定、納品、福祉用具の使い方、契

岩手県紫波郡矢巾町流通
センター南１丁目７－８

株式会社　サンメ
ディカル

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

レジスタッフ（宮古店）

1人

オートバックス宮古においてレジ業務全般、他店
長、フロア長の指示する業務を行っていただきま
す。
品出し、作業の受付や取次業務も手伝うことがあ
ります。

岩手県盛岡市みたけ３丁
目３１－３８

北映商事　株式会
社（オートバック
ス）雇用期間の定めなし

又は10時00分～19時00分の
間の4時間以上

岩手県宮古市

看護師／川井診療所（期限
付臨時職員）「看護」

1人

宮古市国保川井診療所（川井）での勤務となりま
す。
・医科での受診看護などを担当
・その他、指示された業務に従事していただく場
合あり　（特記事項欄参照）

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

大型ダンプ運転手≪急募≫

3人

建設現場における、残土、砕石、産業廃棄物等を
大型ダンプ１０ｔ車で運転運搬に従事します。
・運搬に伴う積込みや軽作業
・運搬の作業がない日には基礎作業に従事する場
合もありま　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

大型ダンプ運転経験者 岩手県下閉伊郡山田町

重機オペレーター兼土木作
業員「建設」

1人

災害復旧に係る造成工事や道路工事の重機オペ
レーターに従事します。
・バックホー操作運転
・移動式クレーン操作運転
・重機操作が無い場合は土木作業業務あり

岩手県宮古市黒森町６番
２３号　コーポラス在原
Ｃ号

株式会社　エ喜

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

普通土木作業員
　　　　　　　　　　「建

2人

災害復旧に係る造成工事、道路工事の業務務全般
に従事します。
・手作業による整地
・構造物の設置等の作業
・現場間の移動は社用車を使用

岩手県宮古市黒森町６番
２３号　コーポラス在原
Ｃ号

株式会社　エ喜

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

看護師「看護」≪急募≫

3人

当病院に入院されている患者様への看護業務全般
を幅広く担当していただきます。
・入院から退院までの看護を責任を持って行って
頂きます。
〈具体的な患者様へのサポート〉

岩手県宮古市板屋一丁目
６－３６

医療法人財団　正
清会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

准看護師「看護」≪急募≫

3人

当病院に入院されている患者様への看護業務全般
を幅広く担当していただきます。
・入院から退院までの看護を責任を持って行って
頂きます。
〈具体的な患者様へのサポート〉

岩手県宮古市板屋一丁目
６－３６

医療法人財団　正
清会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師「看護」

1人

当施設における利用者への看護業務全般を行いま
す。
・利用者の健康管理
・服薬管理
・バイタルチェック

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
園雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

オイルシール成形オペレー
ター

3人

合成ゴムを原料としたものをプレス機で受注製品
の型に加工する業務を行っていただきます。
・その他付随する業務となります。
・主に自動車エンジン部分に使用するものを製造
していま　　す。

岩手県下閉伊郡岩泉町小
本字長内２６

岩手アライ　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

保育士（臨時）「保育」

1人

当法人が運営する保育園を利用している保育児童
（０歳～５歳）の保育業務全般を担当していただ
きます。
・平成３０年度は定員５０名です。
・臨時職員から正職員への登用の可能性がありま

岩手県下閉伊郡山田町長
崎二丁目３－１

社会福祉法人　正
受会　山田中央保
育園雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

宮古商工会共済・福祉制度
推進スタッフ（正社員募

2人

・商工会議所会員企業に対する生命保険による従
業員の福利　厚生制度（退職金・弔慰金）のコン
サルティング営業
・経営者のリスク管理や事業承継、資産管理等の
アドバイス　や保険設計

岩手県大船渡市盛町字中
道下２‐２５
大船渡商工会議所１階

アクサ生命保険
株式会社　盛岡支
社　大船渡営業所雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

綜合警備業務【岩手県宮古
市】

13人

交通誘導、駐車場警備、列車見張り等の仕事で
す。

＊安全誘導業務です。
＊研修を７日間、本社（石巻市）にておこないま

宮城県石巻市双葉町１番
１９号

ＡＳＰ　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

（臨）綜合警備業務【岩手
県宮古市】（６５歳以上）

13人

交通誘導、駐車場警備、列車見張り等の仕事で
す。

＊安全誘導業務です。
＊研修を７日間、本社（石巻市）にておこないま

宮城県石巻市双葉町１番
１９号

ＡＳＰ　株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

運転手

1人

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

栃木県日光市清滝３－７
－１６

株式会社　明和

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

接客・販売／全国勤務可能
正社員／マリンコープ宮古

1人

＊モスバーガー店舗での店舗業務

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

東京都　品川区　大崎
２－１－１ＴｈｉｎｋＰ
ａｒｋ Ｔｏｗｅｒ３階

株式会社　モスス
トアカンパニー
（モスバーガー）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市


