
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

170,000円～180,000円

正社員以外 不問 03010- 4616391
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時15分
125,200円～144,800円

正社員以外 不問 03010- 4467491
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～16時30分
144,000円～180,000円 (2) 9時00分～17時30分

(3)10時30分～19時00分

正社員 35歳以下 03010- 4489091
高等学校教諭免許

(1) 8時20分～16時50分
208,208円～282,984円

正社員以外 不問 03010- 4494291

(1) 8時45分～17時30分
160,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03030-  665991
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～16時30分
195,495円～195,495円

正社員 64歳以下 03030-  666491

(1) 8時30分～17時15分
125,657円～175,392円

正社員以外 不問 03030-  667791

(1) 8時30分～17時15分
125,200円～144,800円

正社員以外 不問 03030-  671391

(1) 8時30分～17時15分
128,330円～148,420円

正社員以外 不問 03030-  658491
変形（１年単位）
(1) 8時00分～18時30分

135,360円～135,360円 (2)21時30分～ 8時00分

正社員以外 18歳以上 03030-  659791
警備員検定試験２級
普通自動車免許ＡＴ (1)20時00分～ 5時00分

197,600円～197,600円

正社員以外 18歳以上 03050- 1216091
普通自動車免許ＡＴ

(1)20時00分～ 5時00分
176,000円～176,000円

正社員以外 18歳以上 03050- 1219991
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 04010-11811291
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
普通自動車免許ＡＴ 300,000円～500,000円

正社員 64歳以下 13010-21565591
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分
280,000円～450,000円

正社員 64歳以下 13010-21677291
薬剤師 交替制あり

(1) 9時00分～18時00分
321,000円～395,000円 (2)10時00分～19時00分

正社員 59歳以下 01240- 3664991
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～17時00分
165,000円～165,000円

正社員以外 60歳以上 03010- 4330891
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時20分～18時00分
160,000円～160,000円

正社員 59歳以下 03010- 4337991
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     （2月18日時点の内容です）

　　２月１２日　から　２月１８日　までに受理した求人です。　　　＜次回発行日は　２月２８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

事務職（岩泉町）

1人

○岩泉工事事務所における事務を担当していただ
きます。
・土木工事現場の書類作成
・請求書のまとめ
・経理システムへの伝票入力、出面入力

岩手県盛岡市北飯岡二丁
目４番１号

株式会社　岩手マ
イタック

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

事務経験者
エクセル・ワードを使い

こなせる方

事務員（宮古支部）

1人

岩手県職員労働組合書記局での事務

岩手県に勤務する組合員の職場・生活改善に寄与
する業務（相談・助言等組合員と接する業務、組
合が独自で運営する共済制度の説明・契約等の事

岩手県盛岡市内丸１０－
１

岩手県職員労働組
合

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

レンタカーフロント業務
（宮古駅東店）

2人

１．レンタカー予約受付、貸渡業務
２．レンタカー在庫管理
３．レンタカー日常点検、洗車、回送
４．電話応対、接客対応
５．携帯電話の販売およびクレジットカードの受

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

パソコン（ワード・エク
セル）での簡単な作業

岩手県宮古市

講師（英語・フランス語・
書道・国語・工業・商業）

1人

岩手県内の高等学校において、常勤講師として授
業等生徒の指導にあたっていただきます。
・授業を担当していただきます。
・部活動の顧問等を行っていただきます。
・その他、付随する業務および指示された業務。

岩手県盛岡市内丸１０－
１

岩手県教育委員会
事務局　教職員課

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

設計補助業務

1人

事業所所在地において下記の設計補助業務を担当
していただきます。　　　　　　　　　
・電話対応、来客対応
・見積書作成、図面作成
・確認申請書類作成

岩手県宮古市保久田７－
７

株式会社　赤沼設
計

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

パソコン操作（ｗｏｒ
ｄ、Ｅｘｃｅｌ）

ＣＡＤ操作
建築又は建設業務経験

大型ダンプカー運転手

1人

・自社所有の大型ダンプカーにて、砕石などの運
搬作業

＊主な経路は、宮古市内（花原市地内～藤原埠
頭）で、１日

岩手県宮古市根市第２地
割３４－３

有限会社　コトブ
キ運送

雇用期間の定めなし

大型車両の運転経験者 岩手県宮古市

医療クラーク

1人

・診療記録への代行入力（電子カルテ）
・医療の質向上のための事務作業（医療事務補
助）
・診断書等医療文書の作成支援
（生命保険診断書、介護主治医意見書、生活保護

岩手県下閉伊郡山田町飯
岡第１地割２１番地１

岩手県立　山田病
院

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコンの基本操作
（ワード・エクセル）

岩手県下閉伊郡山田町

児童虐待相談補助／期限付
臨時職員

1人

児童虐待相談を行います。
・児童虐待相談の関係機関調査
・家庭訪問の際の記録補助（ＰＣ操作）
・児童相談記録等の整理、保管
・文書の受付、発送

岩手県宮古市和見町９－
２９

岩手県宮古児童相
談所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

事務補助／県税室（臨時職
員）

1人

宮古地域振興センター県税室の勤務となります。
・パソコンを使用した電算入力事務
・申請書等の受付及び審査事務、整理事務の補助
・当室への文書の収受事務、発送事務作業、保管
事務等

岩手県宮古市五月町１番
２０号　宮古地区合同庁
舎内

岩手県沿岸広域振
興局

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン操作（ワード、
エクセル）できる方

岩手県宮古市

合板工（交替制あり）／藤
原工場

1人

藤原工場において、合板の製造、加工業務を行い
ます。
・原木（丸太）を機械に挿入し、切断する作業
・切断した板を切削し、薄い単板に加工する作業
機械のオペレーション作業ですが、難しい機械操

岩手県宮古市磯鶏２丁目
３－１

ホクヨープライ
ウッド株式会社宮
古工場雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

交通誘導員（宮古、山田）
有資格者

2人

◇誘導員業務全般
　
　・各種建設工事、道路工事での、歩行者の安全
確保。
　・一般車両の誘導及び工事現場内への工事車両

岩手県一関市千厩町千厩
字下駒場２９２－１

株式会社　東北セ
キュリティーサー
ビス雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市、他

交通誘導員（宮古、山田）

2人

◇誘導員業務全般
　
　・各種建設工事、道路工事での、歩行者の安全
確保。
　・一般車両の誘導及び工事現場内への工事車両

岩手県一関市千厩町千厩
字下駒場２９２－１

株式会社　東北セ
キュリティーサー
ビス雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市、他

施工管理補助（空調・衛生
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（空調・衛生設備）
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

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

施工管理業務／岩手県宮古
市

1人

国土交通省、地方自治体発注の復興工事において
施工管理（役所側の現場技術業務）を担います。

ＡｕｔｏＣＡＤ、ＣＡＤヴィーナスで図面修正以
上の技術を

東京都中央区八重洲１－
６－２　八重洲一丁目ビ
ル８階

ジーエヌティー
株式会社

雇用期間の定めなし

土木工事経験（５年以
上）

岩手県宮古市

施工管理業務（補助）／岩
手県宮古市

1人

国土交通省、地方自治体発注の復興工事のうち、
施工管理　　（役所側の現場技術業務）を補助し
ます。
将来、施工管理技術者として自立して頂くため、
土木施工管理の資格を取得し、ＡｕｔｏＣＡＤの

東京都中央区八重洲１－
６－２　八重洲一丁目ビ
ル８階

ジーエヌティー
株式会社

雇用期間の定めなし

土木工事経験（３年以
上） 岩手県宮古市

薬剤師（宮古中央店／調
剤）

1人

　調剤薬局において、
＊調剤業務全般
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）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

会員事業スタッフ【シニア
様歓迎！！】（宮古支店）

3人

☆皆様の豊富な人生経験・人間力を最大限活かし
ていただけます☆
―お仕事の内容は―
典礼会館や結婚式場のＰＲ・ご相談の対応
会員募集活動、店頭イベント活動等

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

事務／正社員（宮古店）

1人

当社店舗において、下記事務を行っていただきま
す。
・来客、電話での応対
・パソコンでの伝票処理
・各書類の処理

岩手県盛岡市南仙北１丁
目２４番８号

岩手三菱自動車販
売　株式会社

雇用期間の定めなし

事務経験がある方 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。 

TEL 0193－63－8609 

ハローワーク 宮古 

宮古公共職業安定所 

◎発行準備中に募集を締め切っている場合もありますのでご了承ください。  ◎それぞれの求人の詳しい内容は、ハローワークにてお確かめください。 

◎ 面接には、ハローワークの紹介状をご持参ください。           ◎「所在地」は事務所の所在地です。実際の勤務場所と異なることがありま フルタイム ◎ この求人情報は、発行日現在、有効中の求人を掲載しています。       ◎ 面接には、ハローワークの紹介状をご持参くだ

さい。 

TEL 0193－63－8609 

ハローワーク 宮古 

宮古公共職業安定所 

◎発行準備中に募集を締め切っている場合もありますのでご了承ください。  ◎それぞれの求人の詳しい内容は、ハローワークにてお確かめください。 

◎ 面接には、ハローワークの紹介状をご持参ください。           ◎「所在地」は事務所の所在地です。実際の勤務場所と異なることがありま フルタイム 

平成３１年２月２１日発



普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）
(1) 9時20分～18時00分

138,754円～138,754円

正社員以外 不問 03010- 4338491
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時50分～17時30分
170,000円～260,000円

正社員 30歳以下 03010- 4381591
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1) 9時30分～20時00分
150,000円～200,000円

正社員 不問 03020-  426391
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1) 9時30分～18時30分
134,780円～146,880円 (2)11時00分～20時00分

正社員以外 不問 03020-  429491

(1)12時00分～21時00分
146,600円～146,600円

正社員以外 不問 03030-  642891

185,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030-  643291
普通自動車免許一種

(1) 9時00分～17時45分
191,240円～249,282円

正社員 不問 03030-  644591
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
171,000円～273,600円

正社員 64歳以下 03030-  646091
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～250,000円

正社員 64歳以下 03030-  648691
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
174,800円～197,800円

正社員 64歳以下 03030-  649991
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-  650891
普通自動車免許ＡＴ

(1)21時00分～ 4時00分
105,600円～156,000円

正社員 18歳以上 03030-  651291
普通自動車免許二種

(1)21時00分～ 4時00分
115,200円～156,000円

正社員 18歳以上 03030-  652591
中型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
128,520円～128,520円

正社員 59歳以下 03030-  655391
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-  656691
大型自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
176,000円～176,000円

正社員以外 不問 12020- 1781991
変形（１ヶ月単位）
(1) 6時00分～14時15分

124,476円～124,476円 (2)10時15分～18時30分

正社員以外 不問 03010- 4725491
変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～15時00分

119,680円～119,680円 (2)11時00分～19時00分

正社員以外 不問 03010- 4726791
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1)18時00分～ 9時00分
140,500円～146,500円 (2) 9時00分～18時00分

正社員以外 18歳以上 03010- 4732991
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
153,200円～214,900円

正社員 64歳以下 03030-  673991
普通自動車免許一種

社会福祉士 (1) 8時15分～17時15分
146,400円～214,900円

正社員 64歳以下 03030-  674491
2

大型コンクリートミキサー
車ドライバー

5人

・ミキサー車
　工場で製造された生コンクリートを工事現場へ
配送


株式会社　カネヒ
ロ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

千葉県浦安市千鳥１２－
１０

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

水産加工員及び運転手

1人

以下の業務を行っていただきます。
・鮭、サンマ、鯖、イカなどの機械捌きや手捌き
作業
・乾燥、冷凍作業
＊鮮魚加工した箱（重さ１０ｋｇ～１５ｋｇ）の

岩手県宮古市築地二丁目
７－１８

有限会社　小が理
商店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

代行運転手

1人

宮古市内・近郊を中心とした運転代行業務全般。
・ご依頼地にあわせて、お客様の車両及び随伴車
両の運転
・接客、乗務記録簿への記載、精算会計
・車両管理全般等を行っていただきます。

岩手県宮古市実田１－１
－１

運転代行　人力舎

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

運転手（随伴車）

1人

宮古市内・近郊を中心とした運転代行業務全般
・お客様のご依頼地にあわせての随伴車両運転
・接客、乗務記録簿への記載、精算会計
・車両管理等（給油、洗車、タイヤ交換）を行い
ます。

岩手県宮古市実田１－１
－１

運転代行　人力舎

雇用期間の定めなし

運転経験１年以上 岩手県宮古市

シルバーサポーター

1人

村内の高齢者世帯の見守りなど
・対象世帯を訪問し、安否確認・生活相談
・ふれあいいきいきサロンのレク、会食の運営サ
ポート


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

月未満）

岩手県下閉伊郡田野畑村

土木作業員「建設」

3人

当社請負の各現場にて以下の業務に従事していた
だきます。
・土木工事全般（各現場により作業内容が異なり
ます。）
＊現場は現在、岩泉町・田野畑村が中心となって

岩手県下閉伊郡岩泉町小
本字鈩３０５番地１

株式会社　佐藤組

雇用期間の定めなし

現場経験者 岩手県下閉伊郡岩泉町、他

配管工／経験者「建設」

1人

上下水道、ガス配管、設備配管などの業務に従事
していただきます。
・冷暖房などの空調設備等
・公共事業にともなう施設・学校など
・主な現場は宮古市内

岩手県宮古市宮町三丁目
１０－６１

株式会社　第一水
道設備

雇用期間の定めなし

配管工経験 岩手県宮古市

林業作業員

1人

林業作業に従事し下記の業務を行います。
・立木等をチェンソーで伐採、バックホーで作業
道を作り、　林業用機械で木を集める
・オーストリア製林業用機械ハーベスタを使用し
で木を切り　丸太にする

岩手県下閉伊郡田野畑村
菅窪２０５－８

株式会社　ふるさ
と木材

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村、他

地域営業（業務用厨房機器
の販売）／正社員

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
所雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

牧場運営・新製品開発・企
画・製造

1人

牧場では乳牛をはじめヤギ・羊・ロバを飼育して
おり、県内外からお客様も沢山来られます。
○可愛く、オシャレな牧場にする為の遊び場作り
○チーズ、お菓子などの製造
○動物たちの世話

岩手県宮古市田老字小堀
内１９－１５

しあわせ乳業　株
式会社

雇用期間の定めなし

又は 5時00分～17時00分
の間の8時間

岩手県宮古市

臨時加工員（赤前工場）

4人

主にイサダの箱詰め作業を担当していただきま
す。
・赤前工場ではイサダを機械により洗浄し、高温
乾燥処理
・検品作業を行い、検品されたイサダを注文に応

岩手県下閉伊郡山田町境
田町２－１

株式会社　川秀

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

販売員（セカンドストリー
ト　宮古店）

1人

※お客様から様々なお品物をお売りいただき、
リーズナブル　な価格で販売する総合リユース
ショップです。
　＊販売、買取りに係る業務全般
　＊買取り商品のメンテナンス（商品化）展示、

岩手県釜石市上中島町２
－２－３３

株式会社　トータ
ル・リユース（セ
カンドストリー
ト・ドキドキ）

雇用期間の定めなし

又は 9時30分～20時00分
の間の8時間

岩手県宮古市

販売員（セカンドストリー
ト　宮古店）

1人

※お客様から様々なお品物をお売りいただき、
リーズナブル　な価格で販売する総合リユース
ショップです。
　＊販売、買取りに係る業務全般
　＊買取り商品のメンテナンス（商品化）展示、

岩手県釜石市上中島町２
－２－３３

株式会社　トータ
ル・リユース（セ
カンドストリー
ト・ドキドキ）

雇用期間の定めなし

販売経験者
又は 9時30分～20時00分
の間の8時間

岩手県宮古市

総合職

2人

医療機関の指示による在宅医療サポートを行って
おります。
医療機関に対して、在宅療養者様が使用する各種
医療機器の提案等を行っていただきます。


岩手県盛岡市下太田下川
原１２－１

フクダライフテッ
ク北東北　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

事務（宮古店）

1人

当社店舗において、下記事務を行っていただきま
す。
・来客、電話での応対
・パソコンでの伝票処理
・各書類の処理

岩手県盛岡市南仙北１丁
目２４番８号

岩手三菱自動車販
売　株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

事務経験がある方 岩手県宮古市

駅構内そば店従業員（宮古
駅）

1人

宮古駅構内「宮古そば店」において以下の業務を
担当していただきます。
・そば店での簡単な調理、販売業務および商品管
理、店舗清　掃等
・その他関連する業務、および指示された業務。

岩手県盛岡市盛岡駅前北
通５番３３号

株式会社　ＪＲ東
日本リテールネッ
ト　盛岡支店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

駅構内売店販売員（宮古
駅）

1人

宮古駅構内売店「ＫＩＯＳＫ宮古」において以下
の業務を担当していただきます。
・レジ応対、商品管理、店舗清掃等の販売業務。
・その他、上記に付随する業務および指示された
業務。

岩手県盛岡市盛岡駅前北
通５番３３号

株式会社　ＪＲ東
日本リテールネッ
ト　盛岡支店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

警備職（夜勤あり／宮古
市）

1人

契約先に設置した警報機器が侵入・火災等の情報
を感知した際に出動し対応する業務及び付随する
業務。


ＡＬＳＯＫ岩手
株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県盛岡市津志田西一
丁目２４－１５

岩手県宮古市

介護支援専門員「介護」

1人

・利用者の方の介護サービス計画の作成（３５件
程度）
・介護事業者等との連絡調整

・外出の際には当社会福祉協議会の施設車を使用

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

社会福祉士／正社員・くら
しネット「介護」

1人

「生活困難者自立支援事業」における業務
・生活や就労に関する相談対応、報告等（パソコ
ン操作あ　　り）
・訪問支援事業　　　　　　
・関係機関との情報提供等

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



介護職員初任者研修
普通自動車免許一種 (1) 8時15分～17時15分

139,500円～145,500円

正社員以外 不問 03030-  675791
介護職員初任者研修

(1) 8時15分～17時15分
139,500円～145,500円

正社員以外 不問 03030-  676891
介護職員初任者研修

(1) 8時15分～17時15分
139,500円～145,500円

正社員以外 不問 03030-  677291
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

140,000円～155,000円 (2)10時00分～19時00分
(3)17時00分～ 1時00分

正社員 18歳～59歳 03030-  680691
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
149,500円～149,500円

正社員 40歳以下 03030-  681991
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
161,000円～195,500円

正社員 59歳以下 03030-  682491
保育士

(1) 8時00分～16時45分
155,172円～155,172円

正社員以外 不問 03030-  684891

(1) 8時30分～18時30分
147,000円～180,000円 (2) 8時30分～12時30分

正社員 不問 03030-  686591
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

244,000円～317,200円

正社員 59歳以下 04010-12542091
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 9時00分～17時30分
153,187円～153,187円

正社員以外 不問 04010-12597891
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
145,800円～186,000円 (2)10時00分～19時00分

正社員 不問 03030-  691891
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
145,800円～186,000円 (2)10時00分～19時00分

正社員 不問 03030-  692291
車両系整地掘削用運転

(1) 8時00分～17時00分
250,000円～300,000円

正社員 不問 03030-  694191
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時30分
159,840円～170,640円

正社員以外 不問 03030-  695091
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 大型運転経験 03030-  696391
大型自動車免許一種及び 変形（１ヶ月単位）

牽引免許（一種） (1) 8時00分～17時00分
250,000円～400,000円

正社員 不問 03030-  697691
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-  698991
普通自動車免許ＡＴ
ＭＯＳエクセルスペ (1) 8時30分～17時15分
ＭＯＳワードエキス 142,000円～148,000円

正社員以外 不問 03030-  699491
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

197,490円～227,000円

正社員以外 不問 03100-  559791
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
181,600円～249,700円

正社員 59歳以下 03100-  560591

(1) 9時00分～17時30分
142,500円～165,000円

正社員以外 不問 28030- 3362891
3

事務・管理（駅長候補）

1人

里の駅おぐにでの事務および管理
・他の従業員の出退勤管理、シフト表の作成
・パソコンを使用しての文書作成
・電話対応、来客応対
・その他付随する業務

岩手県宮古市小国第１１
地割４番地

特定非営利活動法
人小国振興舎

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

販売・調理（店長候補）

1人

里の駅おぐにでの販売などの業務
・販売コーナーや産直コーナでの接客、レジ打ち
・フードコートでの調理やお菓子作り
・パソコンを使用してチラシなどの作成
・その他付随する業務

岩手県宮古市小国第１１
地割４番地

特定非営利活動法
人小国振興舎

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

重機オペレーター≪急募≫

2人

重機オペレータ―に従事します。
・重機（バックホウ、タイヤショベル）による掘
削、整地
・ダンプ車に採石積み込み
・ガラパゴス等破砕機に採石の投入

岩手県下閉伊郡岩泉町袰
野字赤鹿２２８番１

日建石材　株式会
社

雇用期間の定めなし

重機操作経験者 岩手県下閉伊郡岩泉町

販売及びイベント運営

1人

・各物産展等の催事への出展参加業務。
・レストハウスでの商品管理、発注、販売、接
客、レジ等の　業務。
・イベント運営にかかる業務（テント設営等）も
あります。

岩手県宮古市宮町一丁目
１－８０

一般社団法人　宮
古観光文化交流協
会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）可能な方 岩手県宮古市

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

大畑建材　大畑栄

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市板屋３丁目
２番１５号

岩手県宮古市

トレーラー運転手

1人

トレーラーを運転し、海上コンテナ輸送業務に従
事していただきます。
　　　　　
・主な配達先は関東方面（埼玉・千葉・栃木他）
・上記に付随する業務及び指示された業務

岩手県下閉伊郡山田町荒
川第９地割５番地

株式会社　佐々木
商事

雇用期間の定めなし

トレーラー運転経験者 岩手県下閉伊郡山田町

塗装工補助≪急募≫「建
設」

3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

職業訓練指導員（ＯＡ系）
≪急募≫

1人

・求職者に対する職業訓練でパソコンを利用して
ｗｏｒｄや　ｅｘｃｅｌなどアプリケーションソ
フトの指導
・上記公共訓練の管理、事務作業（出欠管理、報
告書などの

岩手県宮古市長町二丁目
６－１

職業訓練法人　宮
古職業訓練協会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

重機オペレーター
　　　　　　　　　　「建

1人

◆重機オペレーター業務全般

　・土木。建築現場での重機及び車両運転、他
　　バックホー、ミニショベル、タイヤロー
ラー、

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）

経験者 岩手県宮古市、他

運転手

1人

◆１０ｔダンプ運転手業務

　・現場から発生する残土の運搬
　・現場内での土の運搬
　・採石場から、採石・砂などを現場へ運搬

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

経験者 岩手県宮古市、他

（増員）事務補助スタッフ
／建設コンサルタント（宮

1人

新規事業所内での事務補助スタッフとして勤務し
ていただきます。

＊電話対応
＊ワード、エクセルでの資料作成

兵庫県尼崎市長洲西通１
丁目３－２６　尼崎ス
テーションビル８Ｆ

株式会社　和技研

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン操作 岩手県宮古市

訪問ヘルパー「介護」

1人

市内の利用者宅で、家事や介護のヘルパー業務に
従事していただきます。
・朝・昼・夜の時間帯を中心に、１日おおよそ３
件、１件あ　たり１～２名の職員で訪問
・外出の際には、当施設の車両を使用

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

月以上）

岩手県宮古市

介護員（総合福祉セン
ター）「介護」

1人

浴槽を積んだ入浴車で、市内の利用者宅を訪問し
て、入浴の介護、およびデイサービス利用者の介
護業務従事していただきます。
・１日おおよそ４件で、１件あたりの入浴時間は
１５分ぐら　いですが、浴槽の準備から片付けま

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

月以上）

岩手県宮古市

介護員／清寿荘デイサービ
スセンター「介護」

1人

デイサービス利用者おおよそ２５名の方々の日常
介護業務
・食事介助や入浴介助、排泄介助、レクリエー
ション補助など　　　　　　　　　　　
・約８名の介護員で行っております

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

月以上）

岩手県宮古市

介護職員（グループホー
ム）

1人

以下の業務を行っていただきます。
・認知症グループホーム利用者（９名）の食事の
世話
・簡単な身体介助等の介護サービス
・調理、施設清掃、洗濯等の日常生活のお世話

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根２－１１１－３

株式会社　メイト

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

現場作業員／未経験「建
設」

1人

地域に役立つ建設工事を行っており、現場作業員
に従事していただきます。
・工事現場での、のり面（斜面）工事
・土木工事
のり面（斜面）工事については高所での作業が伴

岩手県宮古市宮町三丁目
１０－１７

ヤマキ総業　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

現場作業員／経験者「建
設」

1人

地域に役立つ建設工事を行っており、現場作業員
に従事していただきます。
・工事現場での法面工事
・土木工事
法面工事については高所での作業が伴いますが、

岩手県宮古市宮町三丁目
１０－１７

ヤマキ総業　株式
会社

雇用期間の定めなし

現場経験 岩手県宮古市、他

保育士（期限付臨時職員）
「保育」

1人

山田町立船越保育園において、保育業務に従事し
ていただきます。
・保育園児（０歳～５歳児）の保育業務全般
・園児数は４５名の予定となっています。

山田町役場

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町八
幡町３－２０

岩手県下閉伊郡山田町

受付・歯科助手

1人

院内において、受付業務・診療補助業務に従事し
ていただきます。
・来院受付、医療費請求等の医療事務
・診療器具の準備、片付け、歯科診療の補助、院
内清掃

岩手県宮古市宮町一丁目
１－４６

坂下歯科医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

鳶工（プレキャストコンク
リート工事）［宮古市］

3人

＜ＰＣ（プレキャストコンクリート）工事＞
・ＰＣの据付作業になります。

・ＰＣ柱及び梁の搬入から取り付け、鋼線作業、
グラウト

宮城県仙台市青葉区北目
町２－３９　東北中心ビ
ル６Ｆ

株式会社　ファー
イーストマネジメ
ント雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般事務［宮古市田鎖］

1人

来客対応、電話応対、車検書類等の作成、郵送、
整理
備品買出し、車両回送補助等



宮城県仙台市宮城野区中
野４丁目１０－１４

いすゞ自動車東北
株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン基本操作（ｗｏ
ｒｄ・Ｅｘｃｅｌ） 岩手県宮古市


