
準中型自動車免許 変形（１年単位）
準中型一種(5t限定) (1) 8時00分～17時00分

150,000円～180,000円

正社員 30歳以下 03030-  532191
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分

181,600円～231,700円 (2) 8時30分～12時30分

正社員 59歳以下 03030-  534391
看護師又は 変形（１ヶ月単位）
准看護師 (1) 8時30分～17時30分

216,300円～350,000円 (2)17時30分～ 8時30分

正社員 59歳以下 03030-  535691

(1) 8時00分～17時00分
164,160円～164,160円

正社員以外 不問 03030-  537491

(1) 8時30分～17時15分
130,650円～130,650円 (2) 7時50分～16時35分

(3) 9時45分～18時30分

正社員以外 不問 03030-  538791
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 7時45分～17時00分
218,500円～276,000円

正社員 64歳以下 03030-  539891
変形(１週間単位非定型的)
(1) 8時00分～17時00分

137,192円～143,240円

正社員以外 不問 03030-  551691

(1) 8時30分～17時30分
135,000円～209,500円

正社員 40歳以下 03030-  553491
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時20分～17時20分

142,900円～142,900円 (2) 8時30分～17時30分

正社員 59歳以下 03030-  555891
介護福祉士 変形（１ヶ月単位）

(1) 7時30分～16時30分
154,000円～210,000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-  557591
普通自動車免許一種

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

正社員以外 不問 03100-  395191
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
236,240円～433,300円

正社員 59歳以下 04010- 9980791
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
236,240円～433,300円

正社員 59歳以下 04010- 9982291

(1) 8時30分～17時15分
129,120円～136,920円 (2) 7時30分～16時15分

正社員 不問 03010- 3346791

(1) 8時00分～16時45分
129,120円～136,920円 (2) 8時15分～17時00分

(3) 8時30分～17時15分

正社員 不問 03010- 3347891
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 9時30分～18時00分
159,000円～173,500円

正社員 59歳以下 03010- 3383191

(1) 8時00分～15時00分
160,000円～200,000円 (2)16時00分～ 1時00分

(3)23時00分～ 8時00分

正社員 18歳以上 03020-  377591
大型自動車免許一種
小型移動式クレーン (1) 8時00分～17時00分

玉掛技能者 203,400円～271,200円 (2) 8時00分～12時00分

正社員 不問 03030-  488391
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     （2月8日時点の内容です）

　　２月４日　から　２月８日　までに受理した求人です。　　　＜次回発行日は　２月２１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

運搬および水産加工

1人

運搬及び水産加工業務に従事します。
・魚市場から当社工場や田老工場へ鮮魚等を２ｔ
トラックで　運搬します。
・工場内での出荷作業や選別、包装など水産加工
及び鮮魚業　務にも従事していただきます。

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

パソコン操作（入力程度）
ができる方

岩手県宮古市

医療事務

1人

医療事務に係る業務を行っていただきます。
・受付窓口での患者様の対応（受付・精算等）
・セプト入力、パソコン入力業務
・電話対応
・その他付随する業務

岩手県宮古市大通一丁目
３－２４

後藤泌尿器科皮膚
科医院

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード・エ
クセル）可能な方

岩手県宮古市

看護師「看護」

1人

当院内の外来や入院病棟おいて、看護業務全般に
従事していただきます。夜勤勤務は１９床で２名
体制となります。



岩手県宮古市大通一丁目
３－２４

後藤泌尿器科皮膚
科医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員

1人

・接客、レジ操作
・商品の受け渡し、商品の袋詰め
・商品陳列、補充、発注、
・簡単な調理（揚げ物等）
・店内の清掃等

岩手県宮古市実田二丁目
２－８

株式会社　三栄

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

物産販売

3人

店舗での物産の販売などの業務に従事していただ
きます。
・店舗での物品の販売、商品のネット販売、レジ
業務
・ギフト商品の梱包、発送業務

岩手県宮古市栄町４番地 三陸鉄道　株式会
社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

パソコン操作（ワード・エ
クセル入力操作ができるこ

と）

建築大工　　　　　　「建
設」

1人

・建築工事、一般住宅の大工工事

＊各現場において建築工事に伴う土木作業も全般
的に行いま
　す。

岩手県下閉伊郡山田町山
田第１７地割９８番地

有限会社　木下建
設

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

惣菜部門

1人

スーパーマーケット玉木屋において、惣菜業務に
従事していただきます。
・簡単な惣菜調理
・パック詰め
・商品の品出し及び陳列

岩手県宮古市板屋１－６
－６

株式会社　玉木屋

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

生産管理業務

2人

お客様の注文に対して納期管理と調整を行う仕事
です。
○簡単なパソコンでの入力作業があります
・注文内容や生産数量の入力、データ整理
・製品納期管理、製品出荷書類作成

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
パソコン（ワード・エクセ
ル）の入力程度ができる方

事務員

1人

当法人の山口病院総務課内もしくは老健施設桜ヶ
丘内での事務業務に従事します。
・一般事務や庶務用務
・介護診療請求事務（桜ヶ丘）
・パソコンを使用して、データ入力および書類作

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
パソコン（ワード・エクセ
ル）入力操作ができること

介護福祉士「介護」

1人

入院患者（１病棟４０名位）の介助支援を行いま
す。
・食事、入浴、トイレなどの介助
各病棟には１０～１５名の介護士がおります。他
の職種と共働で患者さん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

土木作業員
　　　　　　　　　　「建

1人

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

※遠方が現場の場合、旅館や借り上げアパート等

岩手県九戸郡野田村大字
野田３３－２１

有限会社　新山工
務店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村、他

施工管理補助（土木課）
［岩手県］

1人

未経験の方でも歓迎致します。
建設現場での現場監督の補佐（土木）に従事して
頂きます。
・デジカメ等を使用した写真の管理・整理
・ＰＣを操作（エクセル・ワード）し、書類の作

宮城県仙台市青葉区本町
２丁目１０－３３　第２
日本オフィスビル７階

株式会社　オンサ
イト

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

施工管理補助（建築課）
［盛岡市、釜石市、宮古

1人

未経験の方でも歓迎致します。
建設現場での現場監督の補佐（建築）に従事して
頂きます。
・デジカメ等を使用した写真の管理・整理
・ＰＣを操作（エクセル・ワード）し、書類の作

宮城県仙台市青葉区本町
２丁目１０－３３　第２
日本オフィスビル７階

株式会社　オンサ
イト

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

医療事務（宮古市）

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。
【受付業務】
　◇患者様と最初に出会う〈医療機関の顔〉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

岩手県宮古市

医療事務（宮古市）

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。
【総合受付及びお会計業務】

　◇患者様と最初に出会う〈医療機関の顔〉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

岩手県宮古市

営業販売スタッフ（宮古
店）

1人

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

岩手県盛岡市東仙北２丁
目１３－３５

ネッツトヨタ岩手
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

コンビニ店長候補（山田織
笠店）

1人

※売上情報を自動的に記録できるＰＯＳレジを使
用し、
　商品のバーコードを読み取って商品を販売しま
す。
・受入れ商品の検品、商品棚への品出し、補充、

岩手県上閉伊郡大槌町小
鎚２７地割花輪田３番１

有限会社　たなか

雇用期間の定めなし

販売経験 岩手県下閉伊郡山田町

大型ユニック車（７ｔ）

1人

大型ユニック車（７ｔ）の運転業務に従事してい
ただきます。
・岩手県内にコンクリート二次製品の運搬
・ユニック車の操作できる方


岩手県宮古市板屋３丁目
２番１５号

大畑建材　大畑栄

雇用期間の定めなし

大型運転経験 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２月１４日発行  



普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

158,400円～196,000円

正社員 64歳以下 03030-  489691
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

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

(3) 7時00分～16時00分

正社員 64歳以下 03030-  491791
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時30分
184,800円～346,500円

正社員 64歳以下 03030-  493291
変形（１年単位）
(1) 7時00分～16時00分

138,000円～160,000円 (2)13時00分～22時00分

正社員 59歳以下 03030-  494591

(1) 8時00分～17時00分
150,000円～250,000円

正社員 30歳以下 03030-  495191
普通自動車免許ＡＴ 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

132,440円～144,000円 (2)15時00分～ 0時00分
(3) 0時00分～ 9時00分

正社員以外 不問 03030-  496091
大型自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
200,000円～230,000円

正社員 不問 03030-  499991
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

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

(3)12時00分～21時00分

正社員 45歳以下 03030-  500091
変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～16時00分

137,600円～146,200円

正社員 不問 03030-  504491
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
準中型一種(5t限定) (1) 8時00分～17時00分

158,500円～209,100円 (2) 8時00分～12時00分

正社員 40歳以下 03030-  505791
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 9時00分～17時45分
191,240円～249,282円

正社員以外 不問 03030-  506891
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-  507291
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
201,600円～246,400円

正社員 69歳以下 03030-  509191
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 40歳以下 03030-  511991

(1) 8時30分～17時15分
144,000円～192,400円

正社員以外 不問 03030-  512491
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
準中型一種(5t限定) (1) 7時30分～16時30分

180,000円～250,000円

正社員 不問 03030-  514891
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

建築士又は (1) 9時00分～17時30分
施行管理技士 160,000円～400,000円

正社員 59歳以下 03030-  515291
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-  517191

(1) 8時30分～17時30分
137,600円～146,200円

正社員以外 不問 03030-  519391
大型自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

車両系整地掘削用運転 (1) 8時00分～17時00分
移動式クレーン運転士 154,000円～168,000円

正社員 59歳以下 03030-  520791
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

135,135円～155,925円

正社員 59歳以下 03030-  522291
2

水産加工員

1人

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

岩手県宮古市藤原二丁目
２－１７

有限会社　佐々京
商店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

貨物自動車運転手

1人

５ｔ～１２ｔのトラックを使用し、以下の業務を
行っていただきます。
・リース会社の重機や機材の運搬作業
・鉄骨や産業廃棄物の運搬作業
・タイヤ交換作業

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根２－３３－４５

陸中運輸　有限会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

貼り担当者

1人

主にスキューバダイビングに使用するスーツや、
関連商品を取り扱っています。
・ダイビングスーツの製造
・貼り工程（接着剤でゴム製品を貼り合わせる作
業）を担当

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

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

設計管理業務「建設」

1人

設計管理業務に従事していただきます。
・一戸建住宅の建築について施工主とのプラン・
仕様・追加　工事などの打合せ、調整
・施工業者見積の調整
・施工業者との打合せ、各工程の確認

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎１
１地割１６－１９

フェニーチェホー
ム南洋　株式会社

雇用期間の定めなし

パソコン、ＣＡＤ操作が出
来る方

岩手県宮古市

事務補助

7人

東北地方整備局三陸国道事務所において、以下の
業務を行っていただきます。
・資料収集、資料整理、書類等のコピー
・パソコンによる書類作成（ワード、エクセル等
使用）などの事務補助

岩手県宮古市藤の川４番
１号

国土交通省　東北
地方整備局　三陸
国道事務所雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

商品管理及び運搬の補助作
業

1人

商品の整理・管理及び運搬の補助作業を行いま
す。
○海産物の選別・管理及び大船渡～久慈の各浜よ
り海産物を　２ｔトラックにて田老工場への運搬

株式会社　神野商
店　田老工場

雇用期間の定めなし

パソコン（ワード、エクセ
ル等）が容易に扱えること

製造兼販売

1人

自社商品の製造・販売
【製造】
・仕込みの補助、出来上がったお酒の瓶詰め、洗
浄、ラベル
　貼りなど

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字太田３０

泉金酒造　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

伐採・運搬作業員

2人

山林から木を伐採し、採材した木材を切断する作
業や機械等を使用し運搬作業を行います。
・山林での作業、機械操作もあるため体力を必要
とする仕事　です。


岩手県宮古市宮町四丁目
５番１９号

株式会社　中山木
材

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

クリンクルー（崎鍬ヶ崎）
１

2人

請負先施設内において、以下の業務を行っていた
だきます。
・フロアのモップ掛け等の清掃
（１フロアあたり１名での作業になりますが、時
間帯によって作業フロアを移動します。）

岩手県宮古市長町１丁目
９－１７

リアス環境管理
株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

地域営業（業務用厨房機器
の販売）

1人

・個人ごとに担当するエリアを与えられ、自分の
担当エリア　のお客様（飲食店をはじめ、病院・
スーパーなど）に対し　て快適な厨房づくりのた
めの機器提案を行うお仕事です。
・お客様のご要望やお困りごとを汲み取り、ペア

岩手県宮古市近内第１０
地割１４４－１

ホシザキ東北　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

廃棄物収集車の助手（運転
業務なし）

1人

・廃棄物、一般廃棄物の収集
・分別作業
・収集時等の収集車の車両誘導
・運転業務はありません

リアス環境管理
株式会社

雇用期間の定めなし

建築住宅資材営業

1人

○主に宮古・下閉伊管内の建設会社・工務店・個
人大工等を訪問し、建築資材の販売営業を行いま
す。新規開拓よりは現状の得意先からの注文がメ
インです。
○入社後数ヶ月間は、商品の配達や先輩社員と一

岩手県宮古市実田一丁目
３－１７

株式会社　岩手ビ
ルテック

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ガソリンスタンド販売員

1人

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



岩手県宮古市築地２丁目
１－４

株式会社　菊長商
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

運転手

2人

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

岩手県宮古市太田１丁目
５－１２

株式会社　栄光

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

乗組員として大目流し網漁に従事してもらいま
す。主に三陸沖合いでカジキ漁を行います。

＊出航から帰航まで４日～５日間のサイクルでの
操業となり　ます。

岩手県下閉伊郡山田町織
笠１１－２１４－４

第十五　菊丸

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

介護員「介護」

1人

介護サービス提供を行います。
・、食事介助、排泄介助、入浴介助
・レクリエーションの企画、運営
・利用者の送迎、健康管理
介護員６名で施設利用者１５名の介護を行ってい

岩手県宮古市実田一丁目
７番２８号

有限会社　ライフ
ネットワーク

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

介護員「介護」

2人

利用者の方のデイサービス介護全般を行います。
・食事、入浴、排泄、レクレーション等の介助
・送迎運転業務（社用車使用）
＊利用者さんが楽しい１日を過ごせるよう業務を
行っていま　す。

岩手県下閉伊郡岩泉町浅
内字下栗畑８０の６

株式会社クオール
（デイサービスす
ずらん）雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

介護職員「介護」

1人

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

岩手県下閉伊郡田野畑村
奥地１３番地

社会福祉法人　山
栄会　特別養護老
人ホーム　リアス
倶楽部

雇用期間の定めなし

老人介護の経験者
又は 7時00分～22時00分の
間の8時間

岩手県下閉伊郡田野畑村

足場作業員「建設」

2人

土木建築現場での足場架設工事、仮囲い組立・解
体作業。
・１日で複数の現場に行くこともあります。
・移動には社用車を使用します。
・経験のない方は、土木作業またはヤード作業で

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

宮古市田老字西向山１６
－１

岩手県宮古市

岩手県宮古市長町１丁目
９－１７

岩手県宮古市

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

フロント・レストランサー
ビス

2人

営業課に配属となります。
・宿泊フロント業務、受付、会計、電話対応等を
担当してい　ただきます。
・レストランサービスとして朝食、夕食の配膳を
していただ　くこともあります。

岩手県宮古市田老字向新
田１４８

株式会社　グリー
ンピア三陸みやこ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

乗組員／１９トン近海船

1人



普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
自動車整備士（３級） (1) 9時00分～17時40分

145,000円～200,000円

正社員 不問 03030-  524191
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 7時45分～17時00分
151,900円～231,000円

正社員 25歳以下 03030-  525091
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～16時30分
186,250円～198,000円

正社員 不問 03030-  526391
変形（１年単位）
(1) 8時10分～17時10分

170,000円～170,000円

正社員 40歳以下 03030-  527691
変形（１ヶ月単位）
(1) 9時30分～18時30分

149,760円～149,760円 (2)10時30分～19時30分
(3)12時00分～21時00分

正社員以外 不問 05010- 2421591
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時00分
220,000円～320,000円

正社員 59歳以下 13040-16725491
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
220,000円～255,000円

正社員 59歳以下 13040-16727891
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
170,000円～250,000円

正社員 59歳以下 13040-16728291
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
150,000円～150,000円 (2) 8時00分～14時00分

正社員 不問 01020- 2847191
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～180,000円 (2) 9時00分～18時00分

正社員 18歳～26歳 03010- 3732291
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～17時30分
153,000円～193,000円

正社員 59歳以下 03010- 3746991
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～180,000円 (2) 9時00分～18時00分

正社員 18歳～26歳 03010- 3747491
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 9時00分～17時30分
135,300円～135,300円

正社員以外 不問 03010- 3769091
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 9時30分～18時30分
138,000円～200,000円

正社員以外 35歳以下 03010- 3800691
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
328,261円～526,277円

正社員 不問 03010- 3836791
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
328,261円～526,277円

正社員 不問 03010- 3838291

(1)12時00分～21時00分
133,875円～133,875円

有期雇用派遣 不問 03010- 3872591
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
186,400円～186,400円

正社員 35歳以下 03011-  127691
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

131,673円～138,240円

正社員以外 不問 03030-  559091
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～231,000円

正社員 不問 03030-  560991
土木施工管理技士２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

184,800円～250,000円

正社員 不問 現場管理経験 03030-  563891
3

土木施工管理技士「建設」

2人

土木、舗装の各工事現場で以下の業務を行いま
す。
・施工計画立案
・管理（施工、安全、品質、工程など）

佐藤土木工業　有
限会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市山口五丁目
４番１２号

岩手県宮古市

土木作業員「建設」

2人

以下の業務を行っていただきます。
・土木、舗装の各工事現場での土木作業全般
＊公共工事が主となります
＊宮古市内が中心で、他に下閉伊地区の現場とな
ります

岩手県宮古市山口五丁目
４番１２号

佐藤土木工業　有
限会社

雇用期間の定めなし

土木作業経験 岩手県宮古市

清掃員

1人

請負い先事業所において清掃業務に従事します。
・ロビー、フロアー、階段、廊下など施設内全般
の清掃。
・トイレ清掃
・モップ掛け、掃除機による掃除、ゴミの回収、

岩手県宮古市実田一丁目
６番６号

有限会社　メンテ
ナンス宮古

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

戸建住宅基礎工（見習い）
　　　　　　　　「建設」

3人

個人邸の住宅基礎工事の補助作業

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

岩手県岩手郡葛巻町葛巻
第２８地割６３番地２３

株式会社　集和建
工

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

小型エビ加工（宮古市）

3人

派遣先事業所において、下記の業務を行っていた
だきます。

・カゴに入ったエビを加工機に投入
・お石や小魚などの異物取り

岩手県盛岡市向中野３丁
目１８番２０号　２Ｆ
アクエリアスビル

株式会社　エムア
ンドエム　盛岡営
業所雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県宮古市

土木施工管理「建設」

3人

工事竣工まで、現場管理をするお仕事です。
主にゼネコン１次２次下請け工事の土木施工管理
になります。

（お仕事の内容）

岩手県盛岡市本宮３丁目
３－２０【求人票郵送先
指定あり】

株式会社　ナス
キー　盛岡営業所

雇用期間の定めなし

施工管理経験がある方 岩手県宮古市、他

建築施工管理「建設」

3人

工事竣工まで、現場管理をするお仕事です。
主にゼネコン１次２次下請け工事の土木施工管理
になります。

（お仕事の内容）

岩手県盛岡市本宮３丁目
３－２０【求人票郵送先
指定あり】

株式会社　ナス
キー　盛岡営業所

雇用期間の定めなし

施工管理経験がある方 岩手県宮古市、他

総合職（盛岡市・宮古市・
久慈市・一戸町）

1人

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

岩手県盛岡市厨川１丁目
１７－１８

株式会社　岩手県
北観光

雇用期間の定めなし

パソコン操作できる方
（ワード・エクセル）

岩手県宮古市、他

洗車スタッフ（宮古店）

1人

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

岩手県盛岡市上堂４丁目
６－５

トヨタカローラ岩
手　株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

警備職

3人

営業所で総合セキュリティーサービスの提供を担
当する基幹人材を目指して頂きます。
・施設警備
・雑踏警備：お祭りやスポーツイベントなどのイ
ベント会場

岩手県盛岡市清水町１２
－３３　リバーサイドＴ
ＡＮＴＡＮ１Ｆ

東洋ワークセキュ
リティ　株式会社
盛岡営業所雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

自動車整備業務（宮古駅東
店）

1人

・リース顧客様先へ出向いての車両点検、オイル
交換作業
・リース車両の車検、法点等の整備入庫先の予約
・作業報告書の作成、整備入庫先からの納品書入
力

岩手県盛岡市名須川町９
－５

株式会社　トヨタ
レンタリース岩手

雇用期間の定めなし

自動車整備経験者 岩手県宮古市

業務職

3人

営業所の運営全般を担当する基幹人材を目指して
頂きます。
・業務管理：警備現場の状況確認、備品管理等
・労務管理：警備員のシフト管理、勤務時間集計
等

岩手県盛岡市清水町１２
－３３　リバーサイドＴ
ＡＮＴＡＮ１Ｆ

東洋ワークセキュ
リティ　株式会社
盛岡営業所雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

鉄筋工及び一般作業員

5人

鉄筋の加工、切断、組立て作業および、一般作業
に従事していただきます。
・主にトンネルのアンカー工に携わってもらいま
す。


函館市滝沢町３番２０号 有限会社　協和鉄
筋

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

技術職／整備職（宮古）

2人

●機械のメンテナンス●
各種機械（バックホウやブルトーザ等）の出荷前
／返却後　点検がメインの仕事です。
故障箇所がある場合は、修理も実施しています。
●機械の荷積み、荷降ろし●

東京都港区芝大門１－７
－７


株式会社　カナモ
ト

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

フロント職（宮古）

1人

◆受注受付◆　　　　　　　　　　　　　　　　
来所または電話にて注文する顧客（建設会社等）
の使用機械
の確認・伝票発行等の受注対応がメインです。
◆在庫管理◆　　　　　　　　　　　　　　

東京都港区芝大門１－７
－７


株式会社　カナモ
ト

雇用期間の定めなし

ＰＣ操作 岩手県下閉伊郡山田町

営業職（宮古）

1人

●顧客への提案●
既存・新規顧客の建設会社・建設現場を訪問し、
工事の工程に応じた建設機械の提案を行います。
※顧客訪問時の車は、入社後貸与予定。
●資料作成●

東京都港区芝大門１－７
－７


株式会社　カナモ
ト

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

販売員「バックコレクショ
ンモリタ宮古ＤＯＲＡ」

2人

○バッグ、財布、スーツケース等の小売専門店

・接客販売および発注、品出し、ディスプレイ、
ＰＯＰ作
　成等の売場と商品の管理の仕事です。

秋田県秋田市山王３丁目
３－９

株式会社　モリタ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

普通土木作業員「建設」

1人

土木作業業務全般に従事してます。
・道路、水路、上下水道等において手作業による
整地
・コンクリートの練りや充填

有限会社　三上建
設

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町二
升石字坂の下３－１

岩手県下閉伊郡岩泉町

ミシン保全兼裁断工

1人

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

岩手県宮古市蟇目８－１
２０

有限会社　興亜被
服工業所　宮古工
場雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

配管工及び配管工助手「建
設」

1人

給水、排水、ガス等の配管設備工事に従事しま
す。
・一般家庭給排水工、ガス配管工、エアコン設備
配管設置
・学校など公共工事

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎４
－２３

角登設備　有限会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

自動車整備

2人

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

岩手県下閉伊郡田野畑村
菅窪２２３－７５

丸奥自動車工業株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他



変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時20分

133,000円～140,000円

正社員 不問 03030-  566191
変形（１年単位）
(1) 8時00分～16時50分

130,873円～134,652円 (2)17時00分～ 1時50分

正社員 18歳～59歳 03030-  567091
変形（１年単位）
(1) 8時00分～16時50分

130,873円～134,652円 (2)17時00分～ 1時50分

正社員 18歳～59歳 03030-  569691
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-  571791
保育士

(1) 8時30分～17時00分
165,480円～190,680円 (2) 7時00分～13時00分

(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030-  573291
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 7時30分～16時30分
135,000円～180,000円

正社員 45歳以下 03030-  575191
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 7時00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-  577391
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
土木施工管理技士２級 350,000円～360,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03030-  579991

(1) 8時30分～17時15分
134,589円～134,589円

正社員以外 不問 03030-  580891
フレックス
(1)11時00分～14時00分

140,000円～180,000円 (2)17時00分～21時00分

正社員 18歳以上 03030-  581291
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
231,000円～231,000円

正社員 64歳以下 03030-  583191
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

146,880円～216,000円

正社員 18歳～64歳 03030-  584091

(1) 8時30分～17時15分
123,181円～142,683円

正社員以外 不問 03030-  585391
土木施工管理技士１級 変形（１年単位）
土木施工管理技士２級 (1) 8時00分～17時30分
建築施工管理技士２級 254,100円～462,000円

いずれか

正社員 64歳以下 03030-  586691
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

移動式クレーン運転士 (1) 8時00分～17時00分
玉掛技能者 161,000円～230,000円

正社員 61歳以下 03030-  587991
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～299,000円

正社員 不問 03030-  588491
大型自動車免許一種
小型移動式クレーン (1) 8時00分～17時00分

玉掛技能者 193,500円～193,500円

正社員 64歳以下 03030-  589791
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
管工事施工技士１級 (1) 8時00分～17時15分

又は 150,000円～280,000円
管工事施工技士２級

正社員 不問 03100-  430291
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1)12時00分～22時00分
250,000円～350,000円

正社員 59歳以下 04011-  772791
普通自動車免許ＡＴ

土木施工管理技士１級 (1) 9時00分～18時00分
又は 375,000円～435,000円

土木施工管理技士２級

正社員 不問 23040- 2953091

4

道路・トンネル点検及び施
工管理（請）

2人

道路を保全のための詳細点検業務をお願いしま
す。

安全を確保したうえでの作業になります。


愛知県豊橋市三ノ輪町本
興寺４３番地１　第２丸
中ビル５Ｆ

株式会社アスタリ
スク

雇用期間の定めなし

オートCAD、Excel、Wordの
使用可能な方

岩手県宮古市

（まるまつ宮古店）店長・
店長候補

1人

・入社後、店舗業務からスタートし、接客・調理
の基本作業　を覚えます。
・店舗業務をマスターした後、店舗の指導と運営
に関わる店　長として仕事をしていきます。


宮城県富谷市成田９丁目
２－９

株式会社　カルラ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

配管工（見習い可）　「建
設」

2人

◆公共事業・各家庭の現場において、配管業務全
般に従事し　ていただきます。

＊給水管、排水管、給湯の配管作業全般となりま
す。

岩手県久慈市中町２－７ 株式会社　カネヨ
シ水道工業所

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村、他

大型運転手

1人

主に以下の業務を行っていただきます。
・大型トラック（７ｔ）車によるブロック運搬
・積み降し作業
＊積み降し作業では自らクレーンを使用します。


岩手県宮古市田老字乙部
２４７－２８

有限会社　平内運
送

雇用期間の定めなし

大型運転業務１年以上の経
験

岩手県宮古市

建築大工「建設」

5人

各現場において建築工事に関連する作業全般に従
事していただきます。
・一般住宅などの木造建築やリフォーム
・上記作業に関連した土木作業、加工場作業


岩手県宮古市近内２－６
－１０

株式会社　キクチ
工務店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

大型自動車運転手

1人

主にコンクリート製品のＵ字形側溝を製造してい
ます。
・１０ｔ、７ｔ車を使用し、製品の運搬を担当し
ます
・工場内での作業もあります

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根４－１２

有限会社　豊興

雇用期間の定めなし

大型自動車運転 岩手県下閉伊郡山田町

土木施工管理技士「建設」

2人

土木工事の技術管理業務を行います。
・現場の施工管理、工程管理、安全管理、発注担
当者との打　ち合わせ等を行います。
・パソコンによる書類作成やメール等も行いま
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

一般事務／教育委員会事務
局

1人

教育委員会事務局において、一般事務補助業務に
従事していただきます。
・文書管理、学校教育等に係る事務補助
・業務では、パソコン（ワード・エクセル）を使
用

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字松橋２１－１

岩泉町教育委員会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

PC操作(Word,Excelを
使って文書作成・印

刷・フォームへの入力
ができること)

警備員

10人

警備業務に従事します。
・主に宮古市・山田町の道路、建設、水道、電気
工事等の工　事現場での交通誘導。
・イベント会場等での警備、駐車場警備・誘導業
務

岩手県宮古市磯鶏沖１０
番３号

株式会社　ＳＳＰ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木作業員および重機オペ
レーター「建設」

2人

各工事現場において土木作業に従事します。
・道路工事や解体工事の現場が多く、主に山田町
内・宮古市　内の現場となります。
・資格のある方は主に重機を使った作業となりま
すが、現場　の状況により人力での現場作業も行

岩手県下閉伊郡山田町長
崎２－５－１８

有限会社　藤沢組

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

日本調理人（見習い可）

1人

和食の刺身、寿司を中心に担当します。
・食材の準備や仕込などの担当
・盛付、食器洗浄
・出前配達（社用車使用）
ランチは麺類の茹で上げ、夕方からは焼き鳥を焼

岩手県下閉伊郡山田町川
向町１０－６

三陸味処　三五十

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

一般事務補助（臨時職員）
／事務局

1人

大学の事務局における一般事務補助
・総務、経理の事務補助
・来校者の受付
・教務、研究支援、学生支援、就職支援、企画の
補助

岩手県宮古市河南一丁目
５番１

岩手県立大学　宮
古短期大学部

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

パソコン操作（ワード・エ
クセル・メール等）のでき

る方

土木施工管理技士「建設」

1人

図面の作成、施工管理及び現場管理に従事しま
す。
・河川や道路工事の現場が多く、主に山田町内・
宮古市内の　現場となります。
・１人１現場を受け持ちます。

岩手県下閉伊郡山田町長
崎２－５－１８

有限会社　藤沢組

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

ガソリンスタンド販売員
（岩泉ＳＳ）

1人

岩泉で営業しているガソリンスタンド店で、主に
下記の業務を行っていただきます。
・車両への給油業務
・応対サービス
・窓ふき

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

岩手県下閉伊郡岩泉町

コンクリート圧送補助作業
員　　「建設」

2人

以下の業務を行っていただきます。
・コンクリート圧送作業（一般、公共等各建設現
場にて）
＊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

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

保育士「保育」

1人

２歳未満児の保育業務が主な仕事になります。
・現在は１８人の園児を５名の保育士が担当して
おります。
・園児は全部で６７名おり、保育士は９名体制で
行っており　ます。

岩手県宮古市沢田４－１ 常安寺保育園

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

合鴨の食肉加工作業

1人

合鴨の食肉加工作業に下記の通り従事していただ
きます。
・機械と手処理での肉の解体作業
・肉の仕分け等立ち仕事


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

プレスオペレーター（岩
泉）

1人

当社において、ゴムパッキンの製造業務に従事し
ていただきます。
・製造機械に材料（ゴム）を流し込んでプレス
・製品になって出てきたものを取り込む作業
・その他関連する作業

岩手県下閉伊郡山田町大
沢４－２０－１４０

ツインスターテク
ノロジー株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

金具接着剤塗布の補助（岩
泉）

1人

岩泉工場において、下記の業務に従事
・工業製品に使用される金具に、接着剤を塗布す
る工程の補
　助作業
・その他金具の整列、在庫確認など

岩手県下閉伊郡山田町大
沢４－２０－１４０

ツインスターテク
ノロジー株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

仕上係

1人

ゴム製品（オイルシール）の仕上げ加工業務全般
・手作業や油圧プレスを操作しゴム製品のバリ取
り
・受注規格書をもとに加工
全てハンドメイドとなるため技術の習得には時間

岩手県下閉伊郡岩泉町袰
野字赤鹿１２１－２

有限会社　岩泉ゴ
ム工業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町



登録販売者（医薬品） 交替制あり

180,000円～260,000円

正社員 59歳以下 01240- 3288891
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
357,100円～565,100円

正社員以外 不問 03010- 4065491

(1) 8時00分～17時00分
220,000円～320,000円

正社員 不問 03010- 4069591
看護師又は 変形（１ヶ月単位）
准看護師 (1) 7時30分～16時30分

普通自動車免許ＡＴ 160,000円～210,000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-  590591
変形（１ヶ月単位）
(1) 5時30分～14時30分

150,000円～155,000円 (2) 8時30分～17時30分
(3) 9時00分～18時00分

正社員以外 不問 03030-  591191
普通自動車免許一種 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-  592091
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

126,000円～145,000円 (2)20時00分～ 5時00分

正社員 18歳～59歳 03030-  593391
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

140,000円～160,000円

正社員 59歳以下 03030-  594691

(1) 6時30分～15時30分
140,000円～150,000円 (2) 7時00分～16時00分

(3) 8時00分～17時00分

正社員 不問 03030-  595991
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
186,400円～302,900円

正社員 不問 03030-  596491
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

157,000円～157,000円

正社員 40歳以下 03030-  597791
保健師

普通自動車免許一種 (1) 8時15分～17時15分
154,300円～258,500円

正社員 64歳以下 03030-  600291
介護支援専門員

普通自動車免許一種 (1) 8時15分～17時15分
173,600円～218,300円

正社員 64歳以下 03030-  601591
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 7時00分～16時00分
134,940円～204,140円 (2) 8時30分～17時30分

(3)16時00分～ 9時00分

正社員 63歳以下 03030-  603091
交替制あり
(1) 6時00分～14時45分

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

正社員以外 不問 03030-  604391
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時15分
138,700円～219,600円

正社員 59歳以下 03030-  605691
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時15分
122,206円～138,446円

正社員以外 不問 03030-  606991

134,792円～156,919円

正社員以外 不問 03030-  607491

134,792円～156,919円

正社員以外 不問 03030-  608791
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
184,800円～277,200円

正社員 不問 03030-  609891

5

大型運転手／田老工場

1人

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


岩手県宮古市田老字西向
山１０－２

株式会社　丸才
丸才田老工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

放課後児童支援員補助

1人

たのはた放課後児童クラブにおいて、放課後児童
支援員の補助業務に従事していただきます。
・勉強、遊び、生活の指導
・おやつの準備、所内清掃　など


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あり（4ヶ

月以上）
又は 8時00分～18時30分の
間の8時間程度

岩手県下閉伊郡田野畑村

保育補助

3人

若桐保育園において、０～５歳児の各クラスの担
任補助に従事していただきます
・食事、排せつのお世話、おもちゃの消毒、園内
清掃　など


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あり（4ヶ

月以上）
又は 8時00分～18時00分の
間の8時間程度

岩手県下閉伊郡田野畑村

一般事務（２）

1人

当協議会において、会計業務を中心に事務を担当
していただきます。
・会計システムによる伝票入力、月次試算表の作
成
・出納業務、書類整理、電話応対　など

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あり（4ヶ

月以上）
パソコン（ワード・エクセ

ル）操作ができる方
岩手県下閉伊郡田野畑村

一般事務（１）

1人

当協議会の事務局において、社会福祉事業に関す
る事務全般に従事していただきます。
・資金貸付の相談、書類作成、共同募金運動の企
画・実施
・各福祉団体の事務　など

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

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作ができる方

岩手県下閉伊郡田野畑村

児童指導員補助又は保育士
補助

2人

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

岩手県宮古市崎山５－８
８

岩手県沿岸知的障
害児施設組合（は
まゆり学園）雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
パソコン（ワード・エクセ

ル）操作のできる方
岩手県宮古市

介護職員／正社員≪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

主任介護支援専門員／正社
員

1人

各センターにおいて、以下の業務を行っていただ
きます。
・地域に暮らす人たちの介護予防
・日々の暮らしのサポートをする地域包括支援セ
ンターの業　務

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
会雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

保健師／正社員「看護」

1人

各センターにおいて、以下の業務を行っていただ
きます。
・地域に暮らす人たちの介護予防
・日々の暮らしのサポートをする地域包括支援セ
ンターの業　務

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
会雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

製材工

2人

製材、木工、チップの生産作業や、機械操作を
行っていただきます。
・木材加工は材木を手で機械に入れるため、体力
を要する作　業
・機械操作は業務内容を覚えていただいてから指

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

岩手県宮古市

塗装工「建設」

2人

建築物等の保護や美観に関わる塗装・吹き付け及
びそれに付随した作業全般に従事していただきま
す。
・主に一般住宅・ビル、公営住宅、病院等
・現場には事務所集合で乗合で移動

岩手県下閉伊郡山田町織
笠第１４地割３２番地２
２９

有限会社　サワダ
建装

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

鮮魚・加工品販売／正社員

1人

宮古市魚菜市場内の店舗において、鮮魚・加工品
の店頭販売を行っていただきます。
・品出し、レジ操作や接客
・対面販売となりますので、たくさんのお客様を
接客でき　　て、やりがいのある仕事です。

岩手県宮古市近内２丁目
８－８

有限会社　後藤商
店

雇用期間の定めなし

又は 6時30分～17時00分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

電気・機械メンテナンス

1人

電子機器部品を組立する装置の保守・メンテナン
スをしていただきます。
・電気又は機械メンテナンスの業務経験がある方
や電気ハー　ド・ソフト系、機械工作、メカニッ
ク等の分野で経験のあ　る方を採用面で優遇

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

成形・組立オペレーション
作業

2人

電子機器部品（コネクター）の個品（部品）や製
品の成形・組立オペレーター業務をしていただき
ます。
・勤務形態として約３ヶ月間の昼勤での業務実習
後、昼夜の　交代勤務のシフトあり

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

事務補助

1人

営業担当の指示のもと事務補助の業務を行いま
す。
＊受注・納品管理
　受注・出荷データの入力と帳票類の発行（受注
伝票、規格　書、仕様書、納品伝票、請求書等）

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

パソコン操作（ワード・エ
クセル）のできる方

岩手県宮古市

調理員（臨時職員）

1人

いずれかの施設での調理や弁当の調理業務に従事
していただきます。
・野菜の下処理、配膳、洗浄作業、清掃作業
・恵の里給食センターでは４施設利用者の朝食、
昼食、夕食　約３００食分を調理員４名体制

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

看護師（臨時職員）「看
護」

1人

配属先の当法人各施設においての看護業務を行い
ます。
・障がい者、高齢者等の利用者・入所者の日常活
動支援
・健康管理バイタルチェック

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

ＣＡＤオペレーター（経験
者）

2人

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

＊Ｖ－ｎａｓ、ＡｕｔｏＣＡＤ経験者優遇

岩手県盛岡市東仙北２丁目
３番８号　東仙北ハイツＢ
－１２【求人票控え郵送先
指定あり】

株式会社　クリエ
イトワークス　盛
岡営業所雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

ＣＡＤ（建設系）実務
経験者

パソコン操作（エクセ
ル・ワード）

建設会社での実務経験

土木施工管理（契約社員）
「建設」

3人

土木施工管理
・現場管理、測量、丁張り、写真管理、出来形管
理等
・主にゼネコン工事の１次、２次下請け工事現場
等の施工管

岩手県盛岡市東仙北２丁目
３番８号　東仙北ハイツＢ
－１２【求人票控え郵送先
指定あり】

株式会社　クリエ
イトワークス　盛
岡営業所雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市、他

登録販売者（宮古市、紫波
町、盛岡市）

1人

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

札幌市東区北２４条東２
０丁目１番２１号

株式会社　ツルハ
（ツルハドラッ
グ）雇用期間の定めなし

又は 8時30分～23時00分の
間の8時間程度

岩手県宮古市、他



中型自動車免許一種 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

173,250円～231,000円

正社員 不問 03030-  610191
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
138,600円～138,600円

正社員 不問 03030-  611091
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

140,000円～170,000円

正社員 40歳以下 03030-  613691
交替制あり
(1) 6時00分～14時00分

120,000円～135,000円 (2)14時00分～22時00分
(3) 9時00分～18時00分

正社員 59歳以下 03030-  614991
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-  615491
警備員検定試験２級 変形（１ヶ月単位）
原動機付自転車免許 (1) 8時00分～17時00分
普通自動車免許一種 189,200円～189,200円 (2)21時00分～ 6時00分

いずれか

正社員以外 18歳以上 03030-  616791
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

172,000円～172,000円 (2)21時00分～ 6時00分

正社員以外 18歳以上 03030-  617891
移動式クレーン運転士 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
203,400円～282,500円

正社員 不問 03030-  618291
土木施工管理技士１級 変形（１年単位）
普通自動車免許ＡＴ (1) 8時00分～17時00分

280,000円～350,000円

正社員 59歳以下 03030-  619591
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

192,100円～226,000円

正社員 59歳以下 03030-  620391
普通自動車免許一種

144,000円～144,000円

正社員以外 不問 13070-14332591
普通自動車免許一種

144,000円～144,000円

正社員以外 不問 13070-14333191
薬剤師 交替制あり

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

正社員以外 不問 01240- 3415891
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
187,500円～297,000円 (2) 8時00分～16時00分

正社員以外 不問 03010- 4190591
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 9時00分～18時00分
145,000円～145,000円

正社員以外 不問 03010- 4199291
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
357,100円～565,100円

正社員 不問 03020-  410691
大型自動車免許二種 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～18時00分
170,000円～330,000円

正社員 不問 03030-  623491
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
199,200円～298,800円

正社員 不問 03030-  624791
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分
132,080円～223,200円

正社員以外 不問 03030-  625891
普通自動車免許ＡＴ

(1) 6時00分～15時00分
140,800円～160,600円 (2) 6時30分～15時30分

(3) 7時00分～16時00分

正社員以外 不問 03030-  626291

6

介護職員（特別養護老人
ホーム）「介護」

1人

特別養護老人ホームおよび、短期入所生活介護事
業所の利用者への介護業務全般を行います。
・利用者への食事、入浴、排泄などの介護。
・レクリエーション活動等やその他雑務等を行い
ます。

岩手県宮古市田老字養呂
地６番地２

社会福祉法人　田
老和心会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

葬祭施行補助及び打合せ担
当／嘱託職員

2人

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

岩手県宮古市小山田３丁
目３番５号

いわて生活協同組
合　葬祭部　セリ
オホールみやこ雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県宮古市

建築板金作業員

1人

・主な作業は、一般住宅の屋根葺き替え工事や雨
樋工事、各種塗装工事、板金加工等
・本社へ出社後乗り合わせで現場へ
・現場到着後は指導の元従って作業


岩手県宮古市日影町４－
１２

壽技工

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

大型バス運転手（本社）

1人

観光バス・送迎バスの運転業務
・観光バスでは、宮古近郊～全国各地、お客様の
プランや予　約などに応じ、各方面への運転
・送迎バスでは、お客様の人数等により２５人乗
りの小型マ　イクロバス～大型バスの運転とな

岩手県宮古市根市第２地
割３４－１

リアス観光　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木施工管理「建設」

3人

土木施工管理
・現場管理、測量、丁張り、写真管理、出来形管
理等
　主にゼネコン工事の１次、２次下請け工事現場
等の施工

岩手県釜石市大渡町２丁
目６番２３号　ＴＲＹビ
ル２階南Ｂ

株式会社　クリエ
イトワークス　釜
石営業所雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

受付・事務スタッフ（宮古
店）

1人

『トヨタカローラ岩手　宮古店』において、店舗
の顔としてお客様を明るく元気にお出迎えしてい
ただきます。
・接客応対、電話応対
・店舗内事務

岩手県盛岡市上堂４丁目
６－５

トヨタカローラ岩
手　株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

パソコン操作（ワード・エ
クセル）可能な方

岩手県宮古市

プラント作業員（宮古市）

1人

砕石プラント作業全般
・プラントマン　原石破砕、機械メンテナンス
・原石ダンプ運転
・ローダー、バックホウ運転
・その他、上記に付随する業務

岩手県盛岡市本宮５－５
－５

株式会社　タカヤ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

（パ）調剤薬剤師（宮古中
央店）

2人

調剤薬局における

＊調剤業務全般

＊第１類医薬品販売業務

札幌市東区北２４条東２
０丁目１番２１号

株式会社　ツルハ
（ツルハドラッ
グ）雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）
又は 9時00分～17時00分の
間の6時間程度

岩手県宮古市

【急募】国民年金ご案内訪
問スタッフ／岩手

3人

リストを基にご家庭を訪問し、国民年金に関する
納付状況確認・制度のご案内をするお仕事です。
［具体的には］
・国民年金制度のご案内
・国民年金の免除制度・納付猶予制度のご案内

東京都渋谷区代々木２－
２－１　小田急サザンタ
ワービル１５Ｆ

株式会社アイヴィ
ジット

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

又は 9時00分～21時00分の
間の8時間

岩手県下閉伊郡山田町、他

【急募】国民年金ご案内訪
問スタッフ／岩手

3人

リストを基にご家庭を訪問し、国民年金に関する
納付状況確認・制度のご案内をするお仕事です。
［具体的には］
・国民年金制度のご案内
・国民年金の免除制度・納付猶予制度のご案内

東京都渋谷区代々木２－
２－１　小田急サザンタ
ワービル１５Ｆ

株式会社アイヴィ
ジット

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

又は 9時00分～21時00分の
間の8時間

岩手県宮古市、他

台船作業員「建設」

1人

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

岩手県宮古市宮町一丁目
３－４３

大坂建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木技術者　「建設」

1人

当社請負の工事現場において、施工管理、工程管
理、安全管理等に従事していただきます。
・パソコンを使用し書類作成
・現場写真管理等も行います。
＊現場は主に宮古市内、下閉伊地区となり、現場

岩手県宮古市宮町一丁目
３－４３

大坂建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

クレーンオペレーター「建
設」

1人

湾岸工事に係る作業に従事します。
・移動式クレーンのオペレーター業務
・ブロックの製作作業
・型枠や工事資材の運搬
・主に宮古市内や下閉伊地区の湾内（現場）での

岩手県宮古市宮町一丁目
３－４３

大坂建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

警備員

3人

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

岩手県宮古市宮町４丁目
５番１６号

東洋ワークセキュ
リティ株式会社
宮古営業所雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

警備員（資格者）

3人

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

岩手県宮古市宮町４丁目
５番１６号

東洋ワークセキュ
リティ株式会社
宮古営業所雇用期間の定めなし

警備業務 岩手県宮古市

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

ホテルフロント係

1人

ビジネスホテル（客室数４０部屋）のフロント業
務を担当していただきます。
・ご利用のお客様のチェックイン、チェックアウ
ト等のフロ　ント業務
・パソコンを使用し、専用ソフト入力での予約管

岩手県宮古市田鎖第９地
割６番地１１

東海電業　株式会
社

雇用期間の定めなし

パソコン基本操作のできる
方

岩手県宮古市

事務職

1人

マンションの建築内装工事で使用する造作材の生
産部所において、生産に係わる事務全般を行って
いただきます。その他、電話対応・来客対応の業
務があります。
事務経験、パソコン操作に不安がある方も指導い

岩手県宮古市大字田鎖１
地割６番１

丸石商事株式会社
宮古工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般事務／宮古営業所

1人

宮古営業所において、一般事務を担当していただ
きます。
・パソコンを使用して、請求書他各種書類作成
・電話、来客応対
・社内外清掃等

岩手県宮古市田老字西向
山１０－２

株式会社　丸才
丸才田老工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

トラック運転手／田老工場

1人

トラックの運転業務となります。
・釜石市～宮古市間の水産加工工場やスーパーか
ら廃棄物を　回収
・当社工場まで運搬


岩手県宮古市田老字西向
山１０－２

株式会社　丸才
丸才田老工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市



普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

274,800円～297,700円

正社員 不問 03030-  627591
看護師又は 変形（１ヶ月単位）
准看護師 (1) 6時30分～15時15分

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

正社員以外 不問 03030-  628191
変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～15時45分

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

正社員以外 不問 03030-  629091
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-  630991
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-  632791
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-  633891
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

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

正社員 18歳～40歳 03030-  634291
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) 7時30分～16時30分

(3) 9時00分～18時00分

正社員以外 不問 03030-  636191
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
236,240円～433,300円

正社員 59歳以下 04010-11199391

197,100円～216,600円

正社員 35歳以下 06030- 1729791

7

販売（宮古店）【正社員】

1人

○マルホンカウボーイ店において、販売、商品の
仕入れ、
　管理等

＝主な業務内容＝

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なし

又は 7時30分～20時30分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

施工管理補助（電気設備
課）［岩手県］

1人

未経験の方でも歓迎致します。建設現場での現場
監督の補佐（電気設備）に従事して頂きます。
・デジカメ等を使用した写真の管理・整理
・ＰＣを操作（Ｅｘｃｅｌ・Ｗｏｒｄ）し、書類
の作成

宮城県仙台市青葉区本町
２丁目１０－３３　第２
日本オフィスビル７階

株式会社　オンサ
イト

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

介護員「介護」／紫桐苑

1人

特別養護老人ホームに入所されている方の生活支
援が主な仕事になります。
・具体的には、食事・入浴・排泄・移動等の介
助、趣味や余　暇活動へのサポートです。
・入所者は定員６０名（長期入所５０名、ショー

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

カウンター及びホールス
タッフ

3人

パチンコ、スロット店のスタッフとして、お客様
に快適に遊技をしていただくためのサービスを提
供する仕事となります。管理者候補としての採用
となります。
・カウンター業務

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中家２６－１

株式会社　ジェッ
ク

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

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

一般土木作業員「建設」

1人

公共工事が主体の道路や林道の築造・補修、砂防
堰堤の築造などの土木作業に従事していただきま
す。



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

土木技術者「建設」

1人

公共工事や一般土木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
が、現場への直行直帰もあり

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

土木施工管理業務経験者
岩手県宮古市

介護職「介護」

2人

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

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中家４０

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

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン入力ができること
（初級程度）

岩手県下閉伊郡岩泉町

看護師又は准看護師「看
護」

1人

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

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中家４０

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

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン操作（ワード・エ
クセル）

又は10時15分～19時00分の
間の7時間以上

岩手県下閉伊郡岩泉町

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
・主に型枠組立、解体、片付けの作業
・増員による募集で、経験者を希望


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


