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

正社員 不問 02080-  797491
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- 6191391
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-  907791
管理栄養士 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時00分
144,500円～169,500円 (2) 8時30分～12時00分

正社員以外 不問 03030-  908891
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時00分

141,200円～141,200円

正社員以外 不問 03030-  910091
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時00分

141,200円～141,200円 (2)10時00分～18時30分

正社員以外 不問 03030-  911391
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時00分

141,200円～141,200円 (2) 5時30分～13時45分
(3)10時00分～18時30分

正社員以外 不問 03030-  912691
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
145,000円～160,000円 (2) 8時30分～12時00分

正社員 不問 03030-  915791
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分
123,800円～138,800円 (2)10時30分～19時30分

正社員以外 不問 03030-  918591
普通自動車免許一種

(1) 8時15分～17時15分
140,160円～157,680円

正社員以外 不問 03030-  919191
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 7時30分～17時00分
205,200円～237,600円

正社員 59歳以下 03030-  921991
変形（１ヶ月単位）
(1) 9時00分～17時30分

168,000円～200,000円

正社員 不問 03030-  922491
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
158,200円～192,100円

正社員 59歳以下 03030-  925291
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

土木施工管理技士２級 (1) 8時00分～17時00分
又は 200,000円～250,000円

建設機械施工技士２級

正社員 59歳以下 03030-  926591
建築施工管理技士２級 変形（１年単位）
土木施工管理技士２級 (1) 8時00分～16時30分
車両系基礎工事用運転 153,680円～226,000円

いずれか

正社員 不問 03030-  930791
フレックス
(1)13時30分～22時00分

190,000円～290,000円 (2)10時00分～22時00分
(3)16時00分～21時00分

正社員 59歳以下 03030-  932291
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時00分
130,000円～160,000円

正社員 64歳以下 03030-  936391
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
準中型自動車免許 (1) 8時00分～17時00分

140,000円～180,000円

正社員 64歳以下 03030-  937691

1

     （3月8日時点の内容です）

　　３月４日　から　３月８日　までに受理した求人です。　　　＜次回発行日は　３月２０日です＞

職種・雇用期間・雇用形態求人数
仕事の内容
年　　　齢

必要な免許資格
必要な経験など

賃　　金 就業時間
所在地

就業場所
事業所名
求人番号

重機オペレーター

2人

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

※体力を必要とする仕事です

青森県三沢市大字三沢字
大津５８－２４３

巻工業

雇用期間の定めなし

 重機運転経験者（年数不
問）

岩手県宮古市、他

ホールスタッフ・カウン
タースタッフ（山田店）

2人

パチンコ店「ユニオン山田店」において、ホール
及びカウンターの一般業務。
その他、付随する業務および指示された業務を
行っていただきます。


岩手県盛岡市東見前５地
割５７－１－２Ｆ

株式会社　飛鳥商
事

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

社会福祉士／正社員「介
護」

1人

各センターにおいて、地域に暮らす人たちの介護
予防や、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を担当していただきます。
・職員２名体制で行っていただきます
・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

管理栄養士

1人

当施設利用者の栄養管理業務となります。
・給食（朝、昼、夕）１回約１１０食分の栄養管
理
・パソコンを使用した献立作成
・調理業務

岩手県宮古市崎山第５地
割９４番地

社会福祉法人　若
竹会　わかたけ学
園雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県宮古市

調理員（日勤）

1人

当施設利用者の給食調理業務となります。
・給食（朝、昼、夕食）１回約１１０食分の調理
・食器洗浄
・清掃　等
・立ち仕事となり、食材運搬等体力を要します。

岩手県宮古市崎山第５地
割９４番地

社会福祉法人　若
竹会　わかたけ学
園雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県宮古市

調理員（２交替）

1人

当施設利用者の給食調理業務となります。
・給食（朝、昼、夕食）１回約１１０食分の調理
・食器洗浄
・清掃　等
・立ち仕事となり、食材運搬等体力を要します。

岩手県宮古市崎山第５地
割９４番地

社会福祉法人　若
竹会　わかたけ学
園雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県宮古市

調理員（３交替）

1人

当施設利用者の給食調理業務となります。
・給食（朝、昼、夕食）１回約１１０食分の調理
・食器洗浄
・清掃　等
・立ち仕事となり、食材運搬等体力を要します。

岩手県宮古市崎山第５地
割９４番地

社会福祉法人　若
竹会　わかたけ学
園雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県宮古市

職業指導員兼生活支援員

1人

利用者の方々に同行し、以下の作業に対し就労支
援に係る業務全般を行います。
【施設内就労】
・くるみ細工、ゼリーキャンドル、ガラス製品の
カッティング製作

岩手県下閉伊郡山田町飯
岡７－１１

株式会社　ジョ
ブ・パートナー

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

図書館事務

1人

図書館事務全般に従事していただきます
・図書の貸出・閲覧、図書資料の収集・保存、蔵
書点検
・読書相談、企画展示会の開催業務
・移動図書館者業務

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字松橋２１－１

特定非営利活動法
人　岩泉地域活動
推進センター雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

パソコン操作（基本操作） 岩手県下閉伊郡岩泉町

球場管理人

1人

楽天イーグルス岩泉球場及びサブグラウンドの管
理業務
・グラウンド整備
・敷地内草刈り、清掃
・施設内清掃

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字松橋２１－１

特定非営利活動法
人　岩泉地域活動
推進センター雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

ダンプ運転手

1人

大型ダンプ（１０ｔ）の運転業務を行います。
・建設資材（砂利等）の運搬
・積み込みはバックホーにて行い、特に手作業で
の積み込み作業はありません
・主な現場としては、田野畑・岩泉・普代・宮

岩手県下閉伊郡田野畑村
和野１５－２４

県北運輸有限会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

管理運営

1人

被災した山田町の商業再建を先導する共同店舗型
テナントビル・オールの管理運営を行います。
・山田町の商業者を含めテナントの経営持続のた
めの販促イ　ベントの企画立案から実施に関する
業務。

岩手県下閉伊郡山田町川
向町６番２０号

株式会社　共同店
舗棟建設運営会社
山田雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード・エ
クセル）

岩手県下閉伊郡山田町

現場作業員「建設」

2人

各作業現場において、土木作業に従事していただ
きます。
・土砂の掘削や埋め戻し
・コンクリート打設立の作業
・その他付随する作業全般を行っていただきま

岩手県宮古市太田１丁目
８番４号

株式会社　青山工
業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木工事監督「建設」

1人

各作業現場において管理業務全般に従事していた
だきます。
・工程管理、安全管理、写真管理等
・パソコンを使用しての計画書作成
・報告書などの書類作成

岩手県宮古市太田１丁目
８番４号

株式会社　青山工
業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木・建設作業員「建設」

1人

土木工事、建設工事作業全般を行っていただきま
す。
・一般住宅や公共工事がメイン
・有資格者は重機オペレーター、現場管理業務等
も担当

岩手県下閉伊郡山田町石
峠第２地割３９番地

サカエ興業　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町、他

学習塾講師（総合職チュー
ター１種）

2人

総合学習塾の中心的講師として、以下の業務を
行っていただきます。
・個別、一斉指導による学習指導
・進路指導
・各種イベントの企画、運営

岩手県宮古市栄町１－２
５　岩舘電気宮古ビル２
Ｆ

株式会社　習学ゼ
ミ　宮古教室

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務全般

1人

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

岩手県宮古市太田一丁目
８番２０号

有限会社　乙戸建
設

雇用期間の定めなし

パソコン（ワード・エクセ
ル）出来る方

岩手県宮古市

大工見習い「建設」

2人

一般住宅の建築工事全般に従事します。
・各現場清掃や資材の準備、運搬
・道具の手入れ



岩手県宮古市太田一丁目
８番２０号

有限会社　乙戸建
設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

◎ 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３月１４日発行  



建築施工管理技士２級 変形（１ヶ月単位）
土木施工管理技士２級 (1) 8時00分～17時00分

建築士（２級） 180,000円～350,000円
いずれか

正社員 64歳以下 03030-  938991
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
準中型自動車免許 (1) 8時00分～17時00分

209,700円～300,000円

正社員 64歳以下 03030-  939491
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
準中型自動車免許 (1) 8時00分～17時00分

160,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030-  940291
大型自動車免許二種 変形（１ヶ月単位）

又は
普通自動車免許二種 161,200円～244,400円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03030-  942191
土木施工管理技士１級 変形（１ヶ月単位）
普通自動車免許一種 (1) 8時00分～17時00分

250,000円～300,000円

正社員 64歳以下 03030-  943091
土木施工管理技士２級
土木施工管理技士１級 (1) 8時00分～16時30分
普通自動車免許一種 200,000円～250,000円

正社員 不問 03030-  944391
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
159,600円～193,800円

正社員 30歳以下 03030-  945691
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
180,000円～250,000円

正社員 不問 03030-  946991
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 9時00分～18時00分
135,000円～175,000円

正社員 59歳以下 03030-  947491
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
198,000円～352,000円

正社員 64歳以下 04010-16623291
変形（１ヶ月単位）
(1) 9時30分～18時30分

150,000円～150,000円 (2)10時30分～19時30分
(3)12時00分～21時00分

正社員 45歳以下 05010- 4703491
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分
450,000円～500,000円

正社員 不問 29020- 3525691
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
140,000円～140,000円

正社員 不問 03030-  995391
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
140,000円～280,000円

正社員 不問 03030-  996691
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

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

(3)10時30分～19時30分

正社員以外 不問 03030-  997991
普通自動車免許一種

(1) 7時00分～16時30分
145,288円～152,533円

正社員 不問 03030-  998491
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時50分～16時50分
147,000円～150,000円 (2) 8時50分～17時50分

正社員 35歳以下 03030-  999791
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時50分～16時50分
130,480円～149,120円 (2) 8時50分～17時50分

正社員以外 35歳以下 03030- 1000191
中型自動車免許二種 変形（１年単位）

(1) 8時50分～16時50分
138,635円～158,440円 (2) 8時50分～17時50分

正社員以外 35歳以下 03030- 1001091
交替制あり
(1) 7時30分～16時30分

165,000円～207,000円 (2)18時30分～ 3時30分

正社員 35歳以下 03030- 1002391

2

建築施工管理・土木施工管
理

2人

工事現場の施工管理業務を行います。
・土木工事と建築工事の現場管理（移動社用車使
用）
・積算見積作成
・パソコンでの工事関連書類作成

岩手県宮古市太田一丁目
８番２０号

有限会社　乙戸建
設

雇用期間の定めなし

パソコン操作出来る方 岩手県宮古市

大工（経験者）「建設」

2人

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

岩手県宮古市太田一丁目
８番２０号

有限会社　乙戸建
設

雇用期間の定めなし

大工経験 岩手県宮古市

土木作業（見習可）「建
設」

1人

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

岩手県宮古市太田一丁目
８番２０号

有限会社　乙戸建
設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

バス乗務員及びタクシー乗
務員

1人

以下の業務を行っていただきます。
・路線定期運行バスの運転乗務（岩泉町内）
・貸切バスの運転乗務
・タクシーの運転乗務


岩チ県下閉伊郡岩泉町門
字町６６－１

小川タクシー　株
式会社　本社営業
所雇用期間の定めなし

又は 6時00分～21時00分の
間の8時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

土木技術者「建設」

1人

土木工事の現場管理を行います。主に道路工事、
治山工事などを請け負っています。
・書類作成
・現場代理人として施工管理及び指揮監督業務


岩手県宮古市小山田三丁
目６－７

三浦重機　株式会
社

雇用期間の定めなし

経験者 岩手県宮古市

土木施工管理技士「建設」

1人

現場管理業務全般に従事していただきます。
・主に土木現場にて管理業務
・道路・水路・上下水道等の土木工事現場におい
て、施工計　画の作成・工程管理、安全管理等
・各現場への移動は、社有車を使用

岩手県下閉伊郡岩泉町二
升石字坂の下３－１

有限会社　三上建
設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

現場管理経験
パソコン操作（エクセル・

ワード）できる方

土木施工管理補助「建設」

1人

土木施工における現場管理の補助を行いながら業
務を覚えていただきます。
・一般住宅から道路・河川などの公共事業の工事
現場におい　て測量補助
・品質・工程管理やそれに伴う書類作成

岩手県下閉伊郡田野畑村
羅賀２６８－１

佐藤建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード・エ
クセル）のできる方

岩手県下閉伊郡田野畑村、他

自動車整備工員

1人

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

岩手県下閉伊郡田野畑村
和野１５－２４

有限会社　佐々木
自動車整備工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

自動車鈑金塗装工

1人

事故車等自動車鈑金、塗装業務全般
・自動車の車体のへこみやキズ等の修理、修復箇
所の塗装
・修理車両の引き取り、納車、回送、洗車など


岩手県宮古市長根二丁目
５－１７

有限会社　宮古ボ
デー

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木作業員［下閉伊郡岩泉
町／宮古市／盛岡市］

5人

道路の新設、住宅造成、改良や災害復旧工事の現
場での土木作業のお仕事です。
直行・直帰／現場工期終了毎に勤務地の移動があ
ります。


宮城県仙台市若林区六丁
の目中町１８－１５　斎
喜六丁の目ビル２１２

株式会社　ナス
キー

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

販売員「バックコレクショ
ンモリタ宮古ＤＯＲＡ」

1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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木施工管理

4人

・土木施工管理業務（橋梁・上部・下部）

・図面修正（ＣＡＤ、ビーナス）

・現場管理

奈良県大和高田市大字神
楽２５４－６
セゾンド神楽２０３
　

株式会社　ＫＥＩ
ＳＩＮ　奈良支店

雇用期間の定めなし

１級土木施工管理士 岩手県宮古市

土木作業員「建設」

5人

各現場において下記の仕事を行います。
・住宅やアパートの基礎工事、足場組立
・工作物等解体工事
・土砂等の掘削、盛り上げ工事等に従事していた
だきます。

岩手県宮古市田の神１丁
目２－２６

飯岡興業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木作業員／経験者「建
設」

5人

各現場において下記の仕事を行います。
・住宅やアパートの基礎工事、足場組立
・工作物等解体工事
・土砂等の掘削、盛り上げ工事等に従事していた
だきます。

岩手県宮古市田の神１丁
目２－２６

飯岡興業　株式会
社

雇用期間の定めなし

建設業で働いた経験がある
方

岩手県宮古市、他

介護職員「介護」

2人

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

岩手県下閉伊郡田野畑村
机２９９

中城興産株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡田野畑村

販売員・配達員・加工員

1人

以下の業務を行っていただきます。
・店舗において鮮魚販売
・魚の加工
・商品配達（宮古市内）


岩手県宮古市佐原３丁目
５－６

高田魚店

雇用期間の定めなし

又は 7時00分～16時30分の
間の4時間程度

岩手県宮古市

事務及び教習指導員候補

1人

【事務】
・パソコンを使用しお客様情報の入力、各種書類
作成、教習
　の予約受付
【教習指導員候補】

岩手県宮古市田鎖１２－
２５

株式会社　花輪橋
自動車教習所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務

1人

・パソコンを使用しての事務業務（お客様情報の
入力、各種
　書類作成）
・郵便物の収受、発送
・電話対応（教習の予約受付など）

岩手県宮古市田鎖１２－
２５

株式会社　花輪橋
自動車教習所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

送迎

1人

・中型バスを運転し、教習生の送迎業務
・市内循環コース、市内～岩泉町コース、市内～
大槌町コー
　スの３コースとなります。
　

岩手県宮古市田鎖１２－
２５

株式会社　花輪橋
自動車教習所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

工作機械オペレーター

1人

・工作機械による金属製品の切削、研削加工作業

＊汎用または自動機による作業となります。
＊汎用機は手動作業、自動機はタッチパネル画面
での入力作

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



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

160,000円～160,000円

正社員 59歳以下 03030- 1003691
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
196,000円～228,000円

正社員 不問 03030- 1005491

(1) 8時30分～17時15分
128,330円～148,420円

正社員以外 不問 03030- 1006791
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～16時00分
145,000円～145,000円 (2) 8時15分～16時15分

(3)10時30分～18時30分

正社員以外 不問 03030- 1009591
看護師
助産師 (1) 9時00分～17時30分
保健師 215,000円～290,000円

いずれか

正社員 59歳以下 03030- 1011691

(1) 8時30分～17時30分
130,650円～130,650円

正社員以外 不問 03030- 1015891
普通自動車免許ＡＴ

(1) 5時00分～ 7時30分
280,000円～300,000円 (2)17時00分～21時00分

正社員 不問 27080- 8071191
普通自動車免許ＡＴ

(1) 5時30分～ 8時00分
280,000円～300,000円 (2)16時00分～20時00分

正社員 不問 27080- 8072091
変形（１ヶ月単位）
(1)10時00分～19時00分

220,000円～320,000円

正社員 不問 01040- 3277091
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
140,000円～150,000円

正社員 59歳以下 03030-  950191
大型自動車免許一種 変形（１年単位）
普通自動車免許一種 (1) 8時00分～17時00分

184,000円～195,500円

正社員 59歳以下 03030-  951091
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
180,000円～220,000円

正社員 不問 03030-  952391
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

土木施工管理技士１級 (1) 8時00分～17時00分
又は 250,000円～300,000円

土木施工管理技士２級

正社員 不問 03030-  953691
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
150,000円～150,000円 (2) 8時30分～17時30分

(3) 9時30分～18時30分

正社員以外 64歳以下 03030-  955491
普通自動車免許一種

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

(3) 9時30分～18時30分

正社員 64歳以下 03030-  956791
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

206,456円～206,456円 (2)20時00分～ 5時00分

正社員以外 18歳以上 03030-  961691
看護師 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
200,000円～260,000円 (2) 7時00分～16時00分

正社員 59歳以下 03030-  966291
介護支援専門員 変形（１ヶ月単位）

普通自動車免許ＡＴ (1) 8時30分～17時30分
175,000円～220,000円

正社員 59歳以下 03030-  967591
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
131,500円～200,000円

正社員 64歳以下 03030-  969091
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
131,500円～200,000円

正社員 64歳以下 03030-  970991

3

水産加工員（現場補助・運
転手）／正社員

1人

干物や冷凍品の製造及び鮮魚の出荷を行います。
・サバ、イワシ等、青魚の干物加工
・魚をさばいたり、乾かしたりの機械加工処理
・トレーに並べたり、箱詰め等は手作業
・市場から鮮魚運搬、取引先への配達、冷凍庫よ

岩手県下閉伊郡山田町大
沢１０－２０７－５

大和水産　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

塗装工≪急募≫「建設」

2人

宮古市内の各現場において、建築塗装作業全般の
業務です。
・一般住宅や集合住宅の建築塗装作業
・現場への移動は社用車を使用し、乗り合いでの
移動等相談　に応じます。

岩手県宮古市大字山口４
丁目１－１

有限会社　菊池塗
装店

雇用期間の定めなし

塗装経験者 岩手県宮古市

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

月以上）
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

観光案内員及び環境整備員

8人

・龍泉洞において観光案内、改札業務
・龍泉洞や新洞科学館の洞内監視
・園地（トイレ含む）や洞内の清掃管理（草取
等）や補修等
＊冬期期間は雪かき、洞内のコケ取り作業等の環

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

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

訪問看護「看護」

1人

在宅療養する患者さんのご自宅に訪問し、主治医
の指示により看護業務を行います。
・主に在宅療養、介護方法の指導、医療器具、医
療機器の管　理、注射、点滴等
・報告書作成など簡単なパソコン入力あり

岩手県宮古市宮町二丁目
２番１９号

株式会社　メディ
ケア・システム

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

物産販売≪急募≫

1人

物産販売に関わる業務に従事していただきます。
・１Ｆ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
・２Ｆ本社にて売上日報の作成（ＰＣ作成）、棚

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）

寮の管理・賄い（大沢第二
寮）

2人

○宿舎の管理業務
・入退寮の把握
・簡単な事務処理

○調理業務

堺市堺区出島海岸通２丁
３番２４号

青雲産業　株式会
社

雇用期間の定めなし

調理経験者 岩手県下閉伊郡山田町

寮の管理・賄い（津軽石
寮）　（岩手県宮古市）

2人

○管理業務
・入退寮の把握
・簡単な事務処理

○調理業務

堺市堺区出島海岸通２丁
３番２４号

青雲産業　株式会
社

雇用期間の定めなし

調理経験者 岩手県宮古市

携帯電話販売／正社員（宮
古バイパス）

3人

ショップ運営に関わる業務全般に従事していただ
きます。

◯商品説明
◯お客様のご相談対応

北海道帯広市東２条南６
丁目２０番地　長谷川産
業株式会社３階

株式会社　Ｈ・
Ｏ・Ｃ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般事務

1人

一般事務に従事していただきます。
・パソコンを使用しての書類作成、請求書作成、
データ入力
・来客対応、電話対応
・その他指示された業務

岩手県宮古市上鼻二丁目
６番７５号

株式会社　伊藤礦
業所

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード、エ
クセル）ができる方

岩手県宮古市

大型自動車運転手

2人

大型ダンプの運転業務に従事していただきます。
・砂利、原石等の運搬
・運転業務が空いた時には、プラント内作業もあ
り
・エリアは主に宮古市、下閉伊地域

岩手県宮古市上鼻二丁目
６番７５号

株式会社　伊藤礦
業所

雇用期間の定めなし

大型自動車運転経験 岩手県宮古市

土木作業員「建設」

2人

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

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字合の山１２－４

株式会社　西倉工
務店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

土木施工管理技士

2人

土木工事部での業務
・現場管理、工事の書類・写真整理

※パソコンは、ワード・エクセルのほかに専用ソ
フトを使用します。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字合の山１２－４

株式会社　西倉工
務店

雇用期間の定めなし

PC操作(Word,Excelを使い
定型ﾌｫｰﾑへの入力)

岩手県下閉伊郡岩泉町

事務（準社員）

1人

浄土ヶ浜ビジターセンターにおいて次の業務に従
事します。
・浄土ヶ浜地区等のインフォメーション業務
・自然歩道の点検
・浄土ヶ浜ビジターセンターの管理・運営

岩手県宮古市宮町一丁目
１－３０　宮古市役所
２階

浄土ヶ浜ビジター
センター運営協議
会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）
岩手県宮古市

事務（正社員）

1人

浄土ヶ浜ビジターセンターにおいて次の業務に従
事します。
・浄土ヶ浜地区等のインフォメーション業務
・自然歩道の点検
・浄土ヶ浜ビジターセンターの管理・運営

岩手県宮古市宮町一丁目
１－３０　宮古市役所
２階

浄土ヶ浜ビジター
センター運営協議
会雇用期間の定めなし

パソコンの基本操作（ワー
ド・エクセル）

岩手県宮古市

各種機械オペレーター

2人

携帯電話やスマートフォンで使用される電子部品
（コネクタ）製造に従事します。
・自動組立機械による組立作業
・プラスチック成形及びプレス作業
・細かな目視作業があります

岩手県宮古市赤前第２地
割２１番地２

東北ヒロセ電機
株式会社　宮古工
場雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

看護師「看護」

2人

介護施設・通所リハビリテーションの利用者及び
入所利用者（現在７５名位）への看護業務全般を
行います。
・入所利用者に対するバイタルチェック
・服薬管理、健康管理及び医療処置

岩手県下閉伊郡山田町飯
岡第９地割２３－１

医療法人　晃生会
介護老人保健施設
さくら山雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）「介護」

1人

介護支援専門員（ケアマネージャー）として、主
に以下の業務を行っていただきます。
・利用者のケアプランの作成
・介護認定調査の実施
・家族との連絡、相談、調整などの業務

岩手県下閉伊郡山田町飯
岡第９地割２３－１

医療法人　晃生会
介護老人保健施設
さくら山雇用期間の定めなし

経験者 岩手県下閉伊郡山田町

整備業務：岩泉

1人

レンタル用建設機械及び車両等の点検整備を行い
ます。
・バックホー、ダンプ、ユニック車、発電機
等々、多様な職　種の建設機械・車両の点検業務
や、それに伴う整備

岩手県宮古市板屋一丁目
２番７号

株式会社　イブキ
産業

雇用期間の定めなし

整備経験のある方 岩手県下閉伊郡岩泉町

営業：宮古

1人

建設機械の販売、レンタルの営業（主に得意先）
に従事していただきます。
・レンタル機械の配達回収
・移動には社用車を使用


岩手県宮古市板屋一丁目
２番７号

株式会社　イブキ
産業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市



普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時15分

122,562円～171,072円

正社員以外 不問 03030-  975591

(1) 8時30分～17時30分
123,624円～129,280円

正社員以外 不問 03030-  976191
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時30分
162,000円～259,200円

正社員以外 不問 03030-  979691
変形（１ヶ月単位）
(1)22時00分～ 7時30分

133,056円～133,056円 (2) 7時30分～16時30分
(3)13時00分～22時00分

正社員以外 18歳以上 03030-  980491
変形（１ヶ月単位）

132,000円～170,000円

正社員 不問 03030-  981791
移動式クレーン運転士
大型特殊自動車一種 (1) 8時00分～17時00分
普通自動車免許一種 164,800円～247,200円

正社員 不問 03030-  982891
普通自動車免許一種

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

土木施工管理技士１級

正社員 59歳以下 03030-  983291
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時00分
215,100円～215,100円

正社員以外 不問 03030-  984591
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時30分
255,600円～340,800円

正社員 59歳以下 03030-  985191
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-  987391
看護師又は
准看護師 (1) 8時30分～17時30分

180,000円～200,000円 (2) 8時30分～12時30分

正社員 59歳以下 03030-  988691
歯科衛生士 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～18時30分
167,000円～187,000円

正社員 不問 03030-  989991
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～18時00分
220,000円～340,000円

正社員 59歳以下 03030-  991291
幼稚園教諭免許 変形（１年単位）

保育士 (1) 8時30分～17時00分
163,700円～167,700円

正社員 59歳以下 03030-  992591
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

自動車検査員 (1) 8時30分～17時30分
200,000円～212,500円

正社員 不問 03030-  993191
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

自動車整備士（３級） (1) 8時30分～17時30分
184,800円～200,000円

正社員 不問 03030-  994091
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
209,000円～231,000円

正社員以外 不問 03100-  744891
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 04010-17573691
普通自動車免許ＡＴ

介護支援専門員 (1) 9時00分～18時00分
202,850円～202,850円

正社員 不問 03010- 6807591
介護福祉士 変形（１ヶ月単位）

介護職員初任者研修
普通自動車免許ＡＴ 180,370円～180,370円

正社員 不問 03010- 6814291

4

訪問介護員（八木沢）「介
護」

1人

ニチイケアセンター八木沢においての訪問介護業
務
・生活援助（調理、洗濯、掃除等）
・身体介護（入浴介助、排泄介助、食事介助等）
・帳票作成

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

訪問介護業務（１年以上）
又は 7時30分～20時30分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

ケアマネジャー（八木沢）
「介護」

1人

ニチイケアセンター八木沢においての業務となり
ます。
・相談受付
・アセスメント、居宅サービス計画作成
・モニタリング

岩手県盛岡市盛岡駅西通
２－９－１　マリオスビ
ル　１２Ｆ

株式会社　ニチイ
学館　盛岡支店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務員

2人

総務課、医事課及び薬剤科調剤補助などを担当し
ていただきます。
《主な担当業務》
・総務課ではデータ入力、書類作成、電話・来客
対応など

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中家１９－１

社会福祉法人　恩
賜財団　岩手県済
生会　岩泉病院雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
パソコン操作（ワード・エ

クセル）ができる方
岩手県下閉伊郡岩泉町

加工業務

1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

牧場管理／長嶺牧場

2人

長嶺牧場において以下の業務に従事していただき
ます。
・育成牛の飼養業務全般
・牧草収穫作業


岩手県下閉伊郡田野畑村
尾肝要３９－１

一般社団法人　田
野畑村産業開発公
社雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡田野畑村

販売員／ローソン岩泉店

1人

店舗内において、各種商品の販売に関する業務全
般を行っていただきます。
・レジ、接客業務
・商品の品出し、商品の陳列、商品の補充業務
・店内清掃業務など

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字村木６２－１０

有限会社　たけや

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

一般事務

1人

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


岩手県下閉伊郡田野畑村
奥地３３

田野畑交通　有限
会社

雇用期間の定めなし

又は 9時00分～19時00分の
間の8時間

岩手県下閉伊郡田野畑村
パソコン基本的操作（ワー
ド・エクセル入力程度）

移動式クレーンオペレー
ター

3人

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


岩手県宮古市藤原一丁目
２－１１

有限会社　佐藤ク
レーン

雇用期間の定めなし

クレーンオペレーター経験
者

岩手県宮古市

土木施工管理技士「建設」

1人

・土木工事、舗装工事、管工事現場の施工管理、
現場監督
・安全管理、パソコンを使用し書類の作成
・現場状況の写真管理、完成図書の作成


岩手県下閉伊郡岩泉町袰
綿字浦場６５－１

有限会社　澤里土
木工業

雇用期間の定めなし

現場施工管理経験 岩手県宮古市、他

鳶工及び土工／経験者「建
設」≪急募≫

3人

各現場において、工事作業全般に従事
・足場組立、解体作業、鉄骨組立
・重量物の搬入、土木作業

※主な現場は沿岸地域となり、現場へは会社より

岩手県宮古市山口一丁目
４－２５

株式会社　オガサ
ワラ産業

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

建設経験者 岩手県宮古市

塗装工／宮古　≪急募≫

2人

一般住宅や集合住宅の塗装工事をおこないます。
・コンプレッサー（エアスプレー）やエアレスス
プレーを使　用して屋根や外壁を塗る作業です。
現場等へは、原則として社用車を使用し、乗合い
で移動します。

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

岩手県宮古市

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

正看護師・准看護師「看
護」

1人

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

＊パートタイム希望の方について、時間帯・日数

岩手県宮古市新町４－３
１

松井内科医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

歯科衛生士

1人

・口腔衛生指導
・診療介助、診療補助
・治療器具の殺菌・、毒、院内の清掃
付随する業務及び医師から指示された業務全般に
従事していただきます。

岩手県宮古市田老三王１
丁目１番３－２号

山本歯科医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業（宮古）≪急募≫／不
動産部

1人

不動産部の営業の仕事に従事していただきます。
・アパート、貸家のオーナー様から、賃貸物件の
情報収集
・土地、建物の所有者様から、売り物件（売地、
売家）の

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

幼稚園教諭・保育士「保
育」

3人

平成２７年１１月より「認定こども園宮古ひか
り」として開園いたしました。０歳から５歳児の
保育を行っています。経験によっては、クラス担
任として業務を行っていただきます。


岩手県宮古市西町３丁目
３－２６

学校法人　岩手キ
リスト教学園　認
定こども園　宮古
ひかり

雇用期間の定めなし

又は 7時00分～19時00分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

自動車検査・自動車整備

2人

自動車検査員業務を中心に行っていただくほか、
自動車整備全般を行います。
・車検・点検・一般整備
・車両の引取り及び納車、洗車
・そのほか指示された業務

岩手県下閉伊郡山田町織
笠１２－２－７１

三陸自動車商会
有限会社

雇用期間の定めなし

自動車検査員経験
岩手県下閉伊郡山田町

フロント業務

1人

フロント業務に従事します。
・入庫車両の受付及び受入業務
・見積書、請求書、指示書の作成（専用ソフトを
使用）
・部品発注等の手配、お客様対応、整備士への指

岩手県下閉伊郡山田町織
笠１２－２－７１

三陸自動車商会
有限会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

 
パソコン操作(基本入力)

自動車整備経験

型枠大工　　　　　　「建
設」

2人

◆ＰＣ橋梁における型枠、足場組立工事全般
（高所での作業が主となり、機敏性、体力を要し
ます）



岩手県九戸郡野田村大字
野田３３－２１

有限会社　新山工
務店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村、他

現場管理補助（電気設備）
［岩手県］

1人

※未経験・ブランクのある方も歓迎します！
電気設備工事における管理業務補助（現場監督）
を行って　いただきます。
・工程管理（写真撮影及び管理、作業員への作業
内容の

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



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 不問 03010- 6869391
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～18時00分
193,000円～213,000円

正社員 64歳以下 03010- 6874191
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時30分～18時00分
169,000円～205,000円

正社員 59歳以下 03010- 6922091
普通自動車免許ＡＴ 特定曜日のみ(2)(3)

損保・生保　保険資格 (1) 8時30分～17時00分
136,000円～250,000円 (2) 8時30分～12時00分

正社員 59歳以下 03030- 1016291
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
180,800円～271,200円

正社員 不問 03030- 1017591
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
180,800円～271,200円

正社員 不問 03030- 1018191
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- 1019091
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- 1020991
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
132,080円～230,000円

正社員 59歳以下 03030- 1022791
変形（１年単位）
(1) 7時00分～16時00分

140,000円～240,000円 (2) 8時30分～17時30分
(3)13時00分～21時00分

正社員 59歳以下 03030- 1024291
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
準中型自動車免許 (1) 8時00分～17時00分

154,700円～205,000円

正社員 不問 03030- 1025591
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
準中型自動車免許 (1) 8時00分～17時00分

175,000円～225,000円

正社員 不問 03030- 1026191
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

車両系整地掘削用運転 (1) 8時00分～17時00分
195,500円～195,500円

正社員 不問 03030- 1028391
変形（１年単位）
(1) 8時00分～16時30分

130,480円～163,100円

正社員 59歳以下 03030- 1029691
公害防止管理者 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
200,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03030- 1030491
理学療法士

普通自動車免許ＡＴ (1) 8時30分～17時30分
180,000円～250,000円

正社員 59歳以下 03030- 1031791
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 7時00分～17時00分
160,000円～190,000円

正社員 59歳以下 03030- 1032891
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1) 8時30分～17時15分
157,200円～172,400円 (2) 7時00分～15時45分

(3) 9時45分～18時30分

正社員以外 不問 03030- 1034591
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
164,000円～246,000円

正社員 不問 03030- 1035191
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
171,750円～206,100円

正社員 不問 03030- 1036091

5

型枠大工（見習い可）「建
設」

2人

型枠工事、擁壁工事等に従事します。
・建設工事現場での型枠組ばらしの施工
・加工場における資材の加工
・パネル製作などを行っていただきます。


岩手県宮古市崎山第６地
割２－６

黒武工業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

型枠大工・土木作業員「建
設」

2人

湾岸工事現場での基礎工事に伴う型枠工事作業
・手作業での土木工事作業
・車両系建設機械等有資格者は重機操作をお願い
する場合が　あります。
・現場へは社用車乗合いで移動します。

岩手県下閉伊郡山田町山
田１４－１２－５

ＦＳ技建

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

生活指導員／松山荘

2人

・食事介助、排泄介助、通院介助、作業活動、就
労支援
・健康・趣味活動、奉仕活動などの各種支援
・パソコンを使用しての業務報告など


岩手県宮古市松山第８地
割１９－１

社会福祉法人　岩
手県社会福祉事業
団　松山荘雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市
簡単なパソコン操作（ワー

ドによる文書入力）

鮮魚出荷

1人

当社作業場で主に以下の業務に従事します。
・商品（鮮魚や加工品など）の箱詰
・機械を使ってのフィレ加工ほか、水産加工
・車両への積み込み作業
・状況によって量販店への配達をしていただく事

岩手県宮古市太田一丁目
７番６号

有限会社　伊藤水
産

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

理学療法士

1人

訪問看護サービスでのリハビリテーション
・訪問看護師と共に個別プログラムの計画
・在宅でリハビリ業務
・訪問後の報告書作成
・翌日訪問する利用者の方と電話連絡

岩手県宮古市末広町７－
２９　浜木ビル１階

株式会社　咲希
咲希訪問看護ス
テーション雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

水質管理員

1人

・工場内にある公害防止設備等の点検
・記録、評価、報告書作成等の業務
・オイルシール製造工（状況により）



岩手県下閉伊郡岩泉町小
本字長内２６

岩手アライ　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

水産加工員

1人

・鮭の加工作業が主な仕事です。
・その他水産物の加工（イカ、サケ、サンマ、イ
ワシなどを　原料とした各種の冷凍食品を作る仕
事です。）
・最大で１０ｋｇくらいの荷物の運搬もありま

岩手県下閉伊郡岩泉町小
本字小成１３０－１

有限会社　竹下水
産

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

ダンプ・重機運転手「建
設」

1人

ダンプトラック、バックホー、ローダー等の運転
業務を行います。
・砂利、砕石を掘削する業務
・原石を活條施設まで運搬する業務
・砂利と砕石の製品を、主に田野畑地区、岩泉地

下閉伊郡田野畑村明戸１
７３－１

有限会社　下閉伊
採石

雇用期間の定めなし

ダンプ並びに重機運転経験
者

岩手県下閉伊郡田野畑村

土木作業「建設」

2人

公共事業、水道配水管工事などの現場における土
木作業を行います。
・上下水道工事に係る給水や排水など衛生配管の
現場作業
・手作業での掘削やコンクリート打ち、運搬作業

岩手県宮古市太田二丁目
４番４４号

有限会社　マツモ
ト機材工業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

配管工及び配管工見習い
「建設」

2人

配管工事の現場作業全般を行います。
・主に公共事業、水道配管工事などで上下水道工
事に係る給　水や排水など衛生配管の現場作業
・上記に付帯する業務


岩手県宮古市太田二丁目
４番４４号

有限会社　マツモ
ト機材工業

雇用期間の定めなし

配管工経験者 岩手県宮古市

フロント業務

1人

フロント業務全般
・宿泊等の入館手続き、お客様案内、料金精算、
電話対応、
　顧客データ入力
・売店、喫茶の対応など

岩手県下閉伊郡田野畑村
羅賀６０－１

株式会社　陸中た
のはた

雇用期間の定めなし

基本的なパソコン操作 岩手県下閉伊郡田野畑村

電気工事作業員・技術者
「建設」

2人

設備工事全般及び附帯作業のうちの電気設備配線
工事作業
・主に商店、コンビニエンスストア、水産加工関
係の事業所　等の工事
・屋内の電気配線工事

岩手県宮古市大字津軽石
１０－３３３－７

有限会社　赤松エ
ンジニアリング

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

普通土木作業員
　　　　　　　　「建設」

1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　工喜

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

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

土木作業員「建設」

3人

復興関連の公共建築工事や大手ハウスメーカーの
建築工事を請負っています。以下の業務を行って
いただきます。
・住宅基礎、型枠工事等
・その他付随する業務

岩手県下閉伊郡山田町織
笠第１６地割３番地３１

株式会社　宇野ビ
ルド

雇用期間の定めなし

型枠工事 岩手県下閉伊郡山田町

建設作業員「建設」

3人

復興関連の公共建築工事や大手ハウスメーカーの
建築工事を請負っています。以下の業務を行って
いただきます。
・鉄骨組立、足場組立、内装作業、高所作業等
・その他付随する業務

岩手県下閉伊郡山田町織
笠第１６地割３番地３１

株式会社　宇野ビ
ルド

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

営業（損害保険・生命保
険）

1人

個人・法人のお客様に、損害保険・生命保険を提
案し、契約していただく仕事です。
・既存のお客様へのアプローチ
・マーケット開拓（新規開拓）
・入社後、研修があります。

岩手県宮古市港町１番２
２号

株式会社　塩釜商
会　宮古支店

雇用期間の定めなし

損保・生保としての営業経
験者（どちらかで可）

岩手県宮古市

営業（宮古店）

1人

当社宮古店において下記の業務を行っていただき
ます。
・自動車（新車・中古車）の販売
・自動車保険の募集
・その他、付随する業務および指示された業務

岩手県盛岡市津志田町１
丁目１－２０

盛岡日産モーター
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

会員事業スタッフ（宮古支
店）

3人

典礼会館や結婚式場のＰＲとご相談の対応、会員
募集活動、店頭イベント活動等を行っていただき
ます。
最初は机上研修からスタートし、冠婚葬祭の基礎
知識や礼儀

岩手県盛岡市津志田南３
丁目１４番６５号【求人
票郵送先指定あり】

株式会社　サン
ファミリー　（愛
グループ）雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市



普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時30分

123,816円～123,816円

正社員以外 不問 03030- 1038691
中型自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

移動式クレーン運転士 (1) 8時00分～17時00分
203,150円～215,100円

正社員 59歳以下 03030- 1039991
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 9時00分～17時30分
132,840円～132,840円

正社員以外 不問 03030- 1041291
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
165,000円～198,000円

正社員 不問 03030- 1043191

(1) 0時00分～ 9時00分
155,000円～165,000円

正社員以外 18歳以上 03030- 1044091
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1) 8時30分～17時30分
133,056円～155,520円 (2)11時00分～20時00分

(3) 6時30分～15時30分

正社員以外 不問 03030- 1046691
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- 1047991
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

151,200円～216,000円

正社員 18歳～64歳 03030- 1048491
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
250,000円～350,000円

正社員 59歳以下 03030- 1050591
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時00分
226,800円～302,400円

正社員以外 不問 11030- 9760391
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 9時00分～17時00分
170,000円～170,000円

正社員 不問 22010- 7677891
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- 1371291
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
150,000円～250,000円

正社員 40歳以下 03010- 6976791
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
160,000円～240,000円

正社員 64歳以下 03030- 1052091
交替制あり
(1) 7時00分～16時00分

154,300円～154,300円 (2) 8時00分～17時00分
(3)12時00分～21時00分

正社員 59歳以下 03030- 1053391
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

介護福祉士 (1) 7時00分～16時00分
180,800円～260,400円 (2) 7時30分～16時30分

(3) 9時00分～18時00分

正社員 59歳以下 03030- 1054691
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

介護福祉士 (1) 7時00分～16時00分
180,800円～260,400円 (2) 8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

正社員 59歳以下 03030- 1055991
調理師 変形（１ヶ月単位）

(1) 6時30分～15時30分
138,600円～222,500円 (2) 8時00分～17時00分

(3)10時00分～19時00分

正社員 59歳以下 03030- 1057791
保育士 変形（１年単位）

(1) 7時00分～16時00分
185,000円～197,000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- 1058891
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 04010-18860791

6

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

店員及び事務／宮古市

1人

○難聴で困っている人に適合する補聴器を選定
し、推奨する仕事です。

＊十分な研修期間を持って始めますので、補装具
が初めての方でも心配ありません。

静岡県静岡市葵区馬場町
１１６番地

新日本補聴器　株
式会社

雇用期間の定めなし

簡単なパソコン操作 岩手県宮古市

電気工事軽作業［宮古市］
（１ヶ月間の短期就労）

4人

「建設」

・電気ケーブルの延線

・その他、片付けなどの作業

埼玉県さいたま市見沼区
南中野２４７－１

タクシンプラント
株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

営業（宮古）≪急募≫／塗
装部

1人

○一般住宅、マンション、アパート等建築物の外
壁・屋根塗装工事（初歩的な営業です）
○塗装工事が必要と思われる住宅などへのチラ
シ・ポスティング作業


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

交通誘導警備員

5人

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

岩手県宮古市神田沢町１
番２３号

株式会社　セーフ
ティーガード

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

介護員／さくらつつみ「介
護」

1人

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


岩手県宮古市長根４－１
３－１

株式会社　介護施
設えくぼ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員／宮古千徳店

1人

コンビニエンスストア（ローソン宮古千徳店）で
の販売に係る業務です。
・接客やレジ、商品の品出し、整理、店舗内外の
清掃等
・仕事に慣れてきた方には、商品の発注などの在

岩手県宮古市上村１丁目
９番３５号

有限会社　かなざ
わ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務員

1人

一般事務業務を担当していただきます。

・パソコン（ワード・エクセル）を使用し、書類
作成など
・電話対応、来客対応　　　　　　　　　　

岩手県宮古市千徳２４地
割２番地１

佐工業株式会社

雇用期間の定めなし

パソコン（ワード・エクセ
ル）基本操作

岩手県宮古市

配送員

1人

タイヤ、カー用品などを得意先へ配送する業務を
行います。
・社用車のハイエース（マニュアル及びオート
マ）を使用
・配送エリアは宮古、田野畑村、岩泉町、山田町

岩手県宮古市上鼻二丁目
１１１番１３

株式会社ヨコハマ
タイヤジャパン
岩手カンパニー
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

ユニック車運転手及びとび
土工

1人

各工事現場において以下の業務を行っていただき
ます。
・足場材のユニック車への積み込み、運搬
・とび、土工作業員として工事作業全般
＊主な工事現場は沿岸地域となります

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

建設業務経験 岩手県宮古市

医療材料の管理及び院内搬
送

1人

請負先病院内で下記の業務に従事します。
・病棟・外来等で使用される医療材料（ガーゼ、
包帯、点滴　セット、注射器など、主にディスポ
製品）の準備
・各病棟や外来への供給搬送（台車等を使用）

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
１地割１１番地２６　岩
手県立宮古病院地下１階

株式会社　エフエ
スユニマネジメン
ト宮古事業所雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業スタッフ（県内６ヵ所
のいずれか）

2人

トラックやバスの新車及び中古車の販売
・主に事業所を訪問します。
・既存客の訪問が中心となりますが、新規開拓も
行っていた
　だきます。

岩手県盛岡市東見前第５
地割３１

岩手日野自動車
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

設計・工務

1人

当社は主に建築鉄骨や海洋鋼構造物を設計、施工
しています
・パソコン（ＣＡＤ）の操作、設計打合せ同行、
顧客対応
・工場内での生産管理、品質管理、写真管理など

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

経験者 岩手県宮古市

介護職員「介護」

1人

特養老人福祉施設における介護サービスを行いま
す。
・入所者１１０名、短期入所１０名、全室個室ユ
ニットケア
・１ユニット１０名、夜勤は２ユニット２０名の

岩手県宮古市西ヶ丘四丁
目５３－８

社会福祉法人　恵
心会　特別養護老
人ホーム　慈苑雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護福祉士「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なし

介護事業所でのサービス提
供

岩手県宮古市

介護福祉士「介護」／あす
なろ

1人

小規模多機能型の生活支援が主な仕事になりま
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、

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なし

介護事業所でのサービス提
供

岩手県宮古市

調理師／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なし

給食施設での調理業務 岩手県宮古市

保育士「保育」

1人

保育クラス担当者として、保育所に入所している
乳幼児（０～６歳）の保育業務に従事。
・日常の遊び、保育記録作成、年行事の計画・実
施など


岩手県下閉伊郡山田町八
幡町７－１

社会福祉法人光明
福祉会　山田第二
保育所雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

現場監督（電気設備）［岩
手県］

1人

マンション・オフィスビル・商業施設・病院・工
場　等
様々な現場での電気設備施工管理を行って頂く仕
事です。


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 岩手県宮古市、他



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 04010-18862291
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 04010-18875691
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 13010-34159291
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 13010-34441091
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 13040-36368891
自動車整備士（３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

130,000円～150,000円

正社員 40歳以下 03030- 1042591

7

現場監督（空調・衛生設
備）［岩手県］

1人

マンション・オフィスビル・商業施設・病院・工
場　等
様々な現場での空調・衛生設備施工管理を行って
いただく仕事です。


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 岩手県宮古市、他

現場管理補助（空調・衛生
設備）［岩手県］

1人

※未経験・ブランクのある方も歓迎します！
空調・衛生設備工事における管理業務補助（現場
監督）を　行っていただきます。
・工程管理（写真撮影及び管理、作業員への作業
内容の

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

発注者支援業務／岩手県宮
古市

1人

・国土交通省、地方自治体発注の震災復興工事の
うち、発注　者支援業務（施工、設計、測量、積
算、文書作成）に従事　します。
・ＡｕｔｏＣＡＤ、ＣＡＤヴィーナスで図面修正
出来る方を　優遇します。

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

発注者支援業務（補助）／
岩手県宮古市

1人

将来、発注者支援業務の技術者として自立して頂
くための採用です。
・震災復興工事（公共工事）に従事しながら、施
工管理の資　格を取得し、ＡｕｔｏＣＡＤの技量
を身に付けて頂きま　　す。

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

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

自動車整備士（見習い可）

1人

当社において自動車整備業務に従事していただき
ます。
・軽自動車から大型自動車までの車検・点検・整
備
・お客様への説明

岩手県下閉伊郡岩泉町小
本字大牛内６７－５

工藤建設株式会社
陸中サービスセン
ター雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町


