
大型自動車免許一種 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

235,750円～258,175円

正社員 18歳～64歳 02020- 3364091
看護師又は
准看護師 (1) 8時30分～17時30分

162,015円～190,775円

正社員 64歳以下 03030-  777691
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時15分
132,430円～164,000円

正社員以外 不問 03030-  778991
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時15分
141,500円～141,500円

正社員以外 不問 03030-  780291
普通自動車免許ＡＴ
介護職員初任者研修 (1) 8時00分～17時00分

135,674円～145,696円 (2) 9時00分～18時00分

正社員 69歳以下 03030-  770791
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 7時00分～17時00分
130,000円～150,000円 (2) 8時00分～20時00分

(3) 9時00分～ 0時00分

正社員 18歳～69歳 03030-  772291
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-  773591

(1) 8時00分～17時00分
142,600円～142,600円 (2) 7時00分～16時00分

正社員 59歳以下 03030-  774191
普通自動車免許ＡＴ

土木施工管理技士２級 (1) 8時30分～17時15分
技術士（建設） 180,000円～220,000円

いずれか

正社員以外 不問 04010-14577191
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 04010-14808591
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 9時00分～17時30分
200,000円～200,000円

正社員 59歳以下 13090-10000591

(1) 3時00分～ 9時00分
186,000円～211,200円 (2)17時00分～19時00分

正社員以外 18歳以上 01240- 4614991
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時30分
129,600円～324,000円

正社員 不問 02060-  808891
中型自動車免許一種 変形（１年単位）
小型移動式クレーン (1) 8時00分～17時30分

玉掛技能者 210,000円～230,000円

正社員 64歳以下 03030-  762491
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時30分

150,000円～200,000円

正社員 64歳以下 03030-  763791
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時30分

160,000円～210,000円

正社員 64歳以下 03030-  764891
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～346,500円

正社員 64歳以下 03030-  767191
幼稚園教諭免許

(1) 7時30分～16時15分
148,000円～163,000円 (2) 7時45分～16時30分

(3) 9時00分～18時00分

正社員 59歳以下 03030-  768091

1

幼稚園教諭

1人

当法人が運営する幼稚園において、保育業務全般
をお願いします。
・クラス担任補助
・バス添乗（登降園時）
・降園後の預かり保育のお手伝い

岩手県下閉伊郡山田町八
幡町１２－２１

学校法人光明学園
山田幼稚園

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

型枠大工

1人

型枠大工として、以下の業務を行っていただきま
す。
・建築現場にて型枠の作製作業
・その他、現場作業も同様に行っていただきます


岩手県宮古市山口一丁目
２－３１

沢与建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

型枠大工経験者 岩手県宮古市

ＣＡＤオペレーター

1人

製造部にて、住宅用木材資材加工建築用ＣＡＤ操
作を行います。
・建築図面を２×４工法専用のＣＡＤ（２Ｄ）に
入力操作
・建築会社と打合せ（電話、メール）

岩手県宮古市実田１丁目
５－１３

株式会社　ヤマウ
チ

雇用期間の定めなし

パソコン操作のできる方 岩手県宮古市

木材加工（製造）≪急募≫

2人

製造部にて、住宅木材の加工を業務を担当しま
す。
・壁材の枠組みの製造作業
・木工機械に手作業で木材を並べ、機械を操作し
釘打、

岩手県宮古市実田１丁目
５－１３

株式会社　ヤマウ
チ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

配送運転手≪急募≫

2人

住宅用建材の配送業務を行います。
・配送車は４ｔ車（小型移動式クレーン付）
・積込み、荷下ろし作業
・エリアは岩手県内全体、場合によって宮城県県
北方面あり

岩手県宮古市実田１丁目
５－１３

株式会社　ヤマウ
チ

雇用期間の定めなし

小型移動式クレーン操作 岩手県宮古市

大工

2人

（主な仕事）
・新築　在来工法で土台敷から建て方、内装工事
等
・構造プレカット
・筋違、窓台、間柱プレカット

青森県北津軽郡鶴田町大
字鶴田字早瀬１５６－７

西北工業

雇用期間の定めなし

大工経験２年以上 岩手県宮古市

建設会社寮の住込み調理員
（岩手県）

1人

〇朝食・弁当・夕食の調理と配膳
〇食器の洗浄と清掃

上記の業務に従事していただきいます。


札幌市北区屯田５条１０
丁目１０番２４号

株式会社　ホク
ショク

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

【急募】ルート営業／宮古
出張所

1人

従来の配置販売業（配置業とよばれる販売手法）
に加え、薬箱を置かせて頂いているお客様からの
ニーズに応じて様々なサービスをご案内、ご提案
する仕事です。

東京都豊島区西池袋２丁
目３９－６　池袋ツルミ
ビル３Ｆ

三洋薬品ＨＢＣ
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

現場管理補助（建築）［岩
手県］

1人

※未経験・ブランクのある方も歓迎します！
建築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伝達

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

道路管理事務［宮古市］

1人

＊道路管理窓口で、道路に関する申請書類の受付
及び審査等
　の補助をする業務です。

＊１年毎契約更新（基準日：５／１）

宮城県仙台市青葉区八幡
１丁目４－１６

みちのくコンサル
タント　株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

水産加工品の製造

5人

商品パック詰め工程、加工製造業務に従事しま
す。
・めかぶ、塩辛加工品ライン工程による作業
・ライン工程はパック詰め、検品、目視検査箱詰
・担当工程は交替制

岩手県下閉伊郡山田町川
向町１６８番地

株式会社　山田
コールドストレー
ジ雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

保育士／織笠保育園「保
育」

1人

保育所に入所している児童（０～６歳児）への保
育業務になります。児童の年齢により対応人数は
異なりますが、常時複数で対応します。担任は他
におりますので、担任の補助を行っていただきま
す。

岩手県下閉伊郡山田町織
笠１１－３０

社会福祉法人　三
心会　織笠保育園

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

タクシー（介護タクシー）
運転手

2人

タクシーの運転業務となります。
・乗客の要望に応じ、タクシー（介護タクシー含
む）を運転　し目的地への輸送
・介護タクシーの場合、お客様の車の乗り降りの
介助等

岩手県宮古市築地一丁目
１－４４

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

介護員「介護」《急募》

1人

訪問介護ヘルパー業務に従事していただきます。
・当社の介護タクシーに同乗し、通院介助を行う
のが主な業　務
・依頼の状況によっては、家事の代行
・食事・入浴・排泄などの介助

岩手県宮古市築地一丁目
１－４４

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

生活支援相談員

2人

山田町内の被災者や高齢者等の相談や支援の役割
を担い、主に下記の業務を行います。
・各仮設住宅や個人宅を訪問による相談
・入居者や在宅生活者の困り事や必要とする支援
の把握

岩手県下閉伊郡山田町山
田第１５地割８２番地２

社会福祉法人　山
田町社会福祉協議
会雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

介護員／デイサービス「介
護」

1人

通所介護事業所の介護に関する業務全般
・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、レクリエーション業務
・洗濯、清掃、その他雑務等

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字森の越４番地１４

社会福祉法人　岩
泉町社会福祉協議
会雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

看護職員／宮古「看護」

1人

当施設内デイサービスでの看護業務全般を行いま
す。
・バイタルサインチェック
・入浴後の処置
・服薬管理

岩手県宮古市向町２番３
４号

有限会社　介護施
設　あお空

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

大型ダンプ運転手【宮古営
業所】

2人

◇大型ダンプによる合材・骨材を中心とした運搬
業務を行って頂きます。基本的には営業所周辺を
エリアとしていますが、他営業所の応援で長距離
運行する場合もあります。
・合材・骨材・ガラ（コンクリ等の砕石）運搬が

青森県八戸市西白山台五
丁目１３－１３

株式会社　大興

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

     （3月1日時点の内容です）

　　２月２６日　から　３月１日　までに受理した求人です。　　　＜次回発行日は　３月１４日です＞

職種・雇用期間・雇用形態求人数
仕事の内容
年　　　齢

必要な免許資格
必要な経験など

賃　　金 就業時間
所在地

就業場所

◎ この求人情報は、発行日現在、有効中の求人を掲載しています。       ◎ 面接には、ハローワークの紹介状をご持参ください。 

◎ 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７日発行  



普通自動車免許一種 変形（１年単位）
その他の建設機械運転 (1) 8時00分～17時00分

184,800円～300,300円

正社員 18歳～59歳 03030-  769391
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 04010-14366091
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 220,000円～450,000円

建築施工管理技士２級

正社員 64歳以下 03020-  563391
看護師 変形（１年単位）

普通自動車免許ＡＴ (1) 8時30分～17時15分
250,000円～320,000円

正社員 不問 03020-  594191

(1) 8時00分～17時00分
220,000円～320,000円

正社員 不問 03020-  612791
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

電気工事施工管理１級 (1) 8時00分～17時00分
電気工事士（第１種） 150,000円～250,000円

いずれか

正社員 不問 03030-  782191
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
140,000円～150,000円

正社員以外 不問 03030-  783091
大型自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～16時30分
129,340円～129,340円

正社員 59歳以下 03030-  801791
中型一種（８ｔ限定） 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
184,800円～346,500円

正社員 64歳以下 03030-  811291

(1) 9時00分～16時30分
128,778円～132,080円

正社員以外 64歳以下 03030-  812591
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

132,017円～151,594円

正社員以外 59歳以下 03030-  814091
土木施工管理技士１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

230,000円～270,000円

正社員 59歳以下 03030-  815391
普通自動車免許二種 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時00分
132,284円～132,284円

正社員 64歳以下 03030-  816691
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
250,000円～270,000円

正社員 64歳以下 03030-  817991
理学療法士

(1) 8時20分～17時20分
191,200円～254,600円

正社員 59歳以下 03030-  818491
作業療法士

(1) 8時20分～17時20分
191,200円～254,600円

正社員 59歳以下 03030-  819791
准看護師 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時20分～17時20分
156,300円～219,300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-  820591
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時00分
145,000円～148,000円 (2)10時00分～19時00分

(3)16時30分～ 9時30分

正社員以外 不問 03030-  821191
作業療法士

普通自動車免許ＡＴ (1) 8時30分～17時30分
240,000円～500,000円

正社員 64歳以下 03030-  822091
言語聴覚士

普通自動車免許ＡＴ (1) 8時30分～17時30分
240,000円～500,000円

正社員 64歳以下 03030-  823391

2

現場管理補助（土木）［岩
手県］

1人

※未経験・ブランクのある方も歓迎します！
土木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
内容の伝達及び確認）

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

建築大工又は大工手元「建
設」

1人

建設大工又は大工手元に従事していただきます。
【建築大工】
　・一般木造住宅に新築（基礎から）
　・増築、リフォーム工事
【大工手元】

岩手県宮古市田鎖１２－
１１－１９

有限会社　藤原建
築

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木施工管理技術者「建
設」

1人

※工事現場における工事（土木）の施工管理・監
督業務

　・作業工程の管理、監督、協力会社指導、
　　発注者との打合わせ

岩手県釜石市松原町３丁
目１０－２２　小澤ビル
２Ｆ

株式会社　小澤組

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

看護師（山田町）「看護」

2人

◇訪問看護業務にかかる業務全般
＊利用者宅でのバイタルチェック、栄養管理、薬
の管理、
　家族への介護指導等を担当します。
＊医師と看護師スタッフで患者の情報を共有し、

岩手県釜石市大町２丁目
２番２４号

株式会社ウェル
ファー

雇用期間の定めなし

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

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

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
電気工事士「建設」

1人

電気工事および電気工事施工管理業務全般を行っ
ていただきます。
・一般住宅から公共事業の電気工事現場施工
・工事の見積・積算や、施工管理業務
・その他付随した業務

岩手県宮古市宮町三丁目
９－８

株式会社　小野寺
電機商会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

電気工事士（見習可）「建
設」

1人

電気工事業務（見習可）全般を行っていただきま
す。
・一般住宅から公共事業（公共施設・トンネル・
道路等）の　電気工事（配線、照明取付等）
・現場は、主に宮古市内

岩手県宮古市宮町三丁目
９－８

株式会社　小野寺
電機商会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

トラック運転手

1人

大型トラックの運転（運行範囲：宮古市内～東北
各地）
・ベニヤ板・製材等の建築資材や肥料等の荷物の
積卸作業やトラックの整備点検


岩手県宮古市刈屋１４－
２０－１９

大信運送株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

現場代理人「建設」

1人

工事現場での管理業務全般を行います。
・現場代理人の業務を担当
・現場は主に宮古市内

弊社は公共工事（道路・ダム・下水道など）か

岩手県宮古市山口一丁目
２－３１

沢与建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

現場管理業務の経験者
パソコン操作ができる方

岩手県宮古市

販売員≪急募≫

1人

紳士服、婦人服、子供服、肌着、寝具等を総合的
に接客販売していただきます。
・レジ作業
・商品の陳列
・商品の整理

岩手県宮古市末広町２－
８

有限会社　高幸洋
品店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

水産加工員

2人

水産物（鮮魚、若布等）の加工処理を行っていた
だきます。
・おもに手作業での魚の選別・箱詰作業や若布の
芯取りなどの作業
・水揚げされた水産物により作業は異なります

岩手県宮古市臨港通４－
８

株式会社宮古製氷
冷凍工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木施工管理技士「建設」

1人

土木工事現場においての、工事の監督・指導全
般。
・主に公共工事を請負っており、施工計画の立
案、工事監理、打ち合わせなど
・使用する資材、機械の手配や管理

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字村木７４

横屋建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

運転手

2人

タクシーでの旅客輸送業務を行っていただきま
す。
・出庫前の車両点検
・料金収受、乗務記録の記入
・車両の清掃作業等

岩手県宮古市大字津軽石
５－３２

有限会社　クボタ
タクシー

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木施工管理技士「建設」

1人

・土木工事現場、舗装工事現場における管理、監
督業務


＊主な現場は岩泉町ですが、田野畑村・宮古市・

岩手県下閉伊郡岩泉町門
字水上５２－１

高徳建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

現場管理経験 岩手県下閉伊郡岩泉町

理学療法士

1人

山口病院又は介護老人保健施設における入所者・
通所者等のリハビリテーションに従事していただ
きます。
・身体機能や日常生活の基本的動作能力の回復・
維持・予防を目的とした運動療法や物理療法

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

作業療法士

1人

山口病院又は介護老人保健施設における入所者・
通所者等のリハビリテーションに従事していただ
きます。
・作業治療を用いた心身の機能回復訓練や指導・
援助

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

准看護師「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、療養上の世話をしていただきます。
・医療器具のメンテナンスや準備、服薬管理、生
活の見守り、医師の指示による看護業務全般
・状況により洗濯、雑務等

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

介護職員／正社員以外（有
料老人ホーム）「介護」

1人

有料老人ホーム入居者（定員２１名）の介護業
務。
・主に要介護１～３の方の介護となります。
・食事介助、配膳・下膳、排せつ介助、入浴介
助、通院介助　（社用車使用）清掃等

岩手県宮古市刈屋１２－
３

特定非営利活動法
人　愛福祉会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

作業療法士

2人

・入院及び外来患者様のリハビリテーション（作
業療法）
・患者様の自宅で行う訪問リバビリテーション
（作業療法）
・東日本大震災で被災された方々に対する生活支

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

言語聴覚士

2人

・入院及び外来患者様のリハビリテーション（言
語療法）
・患者様の自宅で行う訪問リハビリテーション
（言語療法）
・東日本大震災で被災された方々に対する生活支

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



理学療法士
普通自動車免許ＡＴ (1) 8時30分～17時30分

240,000円～500,000円

正社員 64歳以下 03030-  824691
普通自動車免許ＡＴ

131,000円～154,000円

正社員 不問 03030-  825991
変形（１年単位）
(1) 9時00分～18時00分

137,400円～161,800円 (2)11時00分～20時00分

正社員 64歳以下 03030-  831391
変形（１年単位）
(1) 9時00分～18時00分

137,400円～161,800円 (2)11時00分～20時00分

正社員 64歳以下 03030-  832691

(1) 8時00分～17時00分
140,400円～183,600円

正社員 18歳～64歳 03030-  833991
看護師

普通自動車免許ＡＴ (1) 8時30分～17時15分
152,000円～257,600円

正社員以外 不問 03030-  836891
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
移動式クレーン運転士 170,000円～170,000円

正社員 不問 03030-  839191
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 34歳以下 03030-  840691
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-  842491
普通自動車免許一種

(1) 9時00分～17時30分
150,000円～250,000円 (2) 9時00分～15時00分

正社員 59歳以下 03030-  843791
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
161,700円～300,300円

正社員 不問 03030-  844891

170,000円～170,000円

正社員以外 不問 03030-  847191
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～18時30分
190,000円～190,000円 (2) 8時15分～18時30分

(3) 8時30分～12時20分

正社員 30歳以下 03030-  848091
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

136,500円～139,500円 (2)20時00分～ 5時00分

正社員 18歳～64歳 03030-  850791
理容師又は 変形（１年単位）

美容師
135,000円～230,000円

正社員 59歳以下 03030-  851891
車両系整地掘削用運転 変形（１年単位）

(1) 8時00分～20時00分
160,000円～250,000円 (2)20時00分～ 8時00分

正社員 18歳～64歳 03030-  852291
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時00分
182,000円～312,000円

正社員 59歳以下 03030-  853591
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時15分
175,000円～300,000円

正社員 18歳以上 03030-  854191
看護師 変形（１年単位）

准看護師 (1) 8時30分～17時30分
いずれか 175,000円～205,000円 (2) 8時30分～12時30分

正社員 59歳以下 03030-  856391
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
145,000円～230,000円

正社員 35歳以下 03030-  858991

3

理学療法士

2人

・入院及び外来患者様のリハビリテーション（理
学療法）
・患者様の自宅で行う訪問リハビリテーション
（理学療法）
・東日本大震災で被災された方々に対する生活支

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

調理員／正社員

1人

調理員として以下の業務に従事していただきま
す。
・有料老人ホーム入居者（定員２１名）及びデイ
サービス利　用者（１５名）の食事提供
・献立や指示書に添って調理、盛付を行います。

岩手県宮古市刈屋１２－
３

特定非営利活動法
人　愛福祉会

雇用期間の定めなし

又は 6時00分～19時00分の
間の8時間

岩手県宮古市

販売員（ドラ店）

1人

お菓子、ケーキ、パン等の販売
・来店したお客様応対、レジ、品出し
・箱詰め、ラッピング
・店内の清掃


岩手県宮古市実田一丁目
５－１７

株式会社　日進堂
（ドーネル）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員（河南店）

1人

お菓子、ケーキ、パン等の販売
・来店したお客様応対、レジ、品出し
・箱詰め、ラッピング
・店内の清掃


岩手県宮古市実田一丁目
５－１７

株式会社　日進堂
（ドーネル）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

警備員・交通誘導警備員
（正社員／宮古）

5人

警備・交通誘導業務を行います。
・各種電話工事や建設工事に伴い道路において歩
行者や一般　車両、工事車両が安全に通行できる
ように誘導を行いま　　す
・イベント会場や駐車場、お祭り等において人や

岩手県宮古市西ケ丘２丁
目１２番１号

トータルセキュリ
ティー　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師「看護」

2人

当院において看護業務に従事していただきます。
・外来及び入院病棟での看護業務や、診療の補助
及び療養上の介助など
・主に岩泉町内への訪問看護業務（社用車使用）


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）

岩手県下閉伊郡岩泉町

重機オペレーター

1人

山林において、重機オペレーターを担当していた
だきます。
・下草刈・除伐・伐採作業に伴う重機運転
・現場への移動は乗り合い
・個人車を使用する場合は移動費（上限有り）支

岩手県宮古市鈴久名第４
地割４０番地

グリーンワイド合
同会社

雇用期間の定めなし

又は 7時00分～16時00分の
間の6時間

岩手県宮古市

鈑金塗装工・自動車整備士
（見習い可）

2人

・車両整備、車体整備、自動車板金、自動車車体
塗装
・ロードサービス、引取納車などのサービス全般

○資格がなくても応募できます

岩手県宮古市宮町４丁目
５－２９

宮沢自動車塗装
有限会社

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

自動車販売営業員（見習い
可）

1人

スズキ自動車、ダイハツ自動車の新車や中古車を
販売することが主な仕事です。
納車の際にトラックを運転する為、中型自動車の
運転免許をお持ちの方は尚よろしいですが、入社
後の取得も可能です。

岩手県宮古市崎山第７地
割１番地５

有限会社　オート
センター梅沢

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木作業員「建設」≪急募
≫

1人

・各現場において、土木作業に従事していただき
ます。
・屋外作業となります。
・当社では社員との連携やコミュニケーション、
協調性を大　切にする方を希望します。

岩手県宮古市根市第６地
割７番地１

有限会社　伊藤総
業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員／契約社員≪急募≫

1人

紳士服、レディース、カジュアル販売接客
・レジカウンター業務
・商品仕入れ商品整理
・店内清掃


岩手県宮古市宮町４－１
－１７

株式会社　コナカ
宮古店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

又は10時00分～20時00分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

歯科助手

1人

歯科外来患者の診療補助業務を行います。
・デジタルレントゲンへの入力、再生
・患者さんの案内
・歯科器具の準備、片付け、消毒
・院内清掃等

岩手県宮古市西町一丁目
７－３８

林　歯科クリニッ
ク

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

プレス機、成形機オペレー
ター

1人

プレス機、成形機オペレーション業務
主に、スマートフォンや電子機器向けのコネク
ターのプレス機、成形機操作です。
工程としては、
１・材料を機械へセット

【郵送先は別住所】下閉
伊郡田野畑村奥地向６９
番地

有限会社　菊地電
子工業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

美容師または理容師

1人

理美容に関する一般的な仕事および補助が主な業
務です。
・ヘアカット、カラー、パーマ、お顔そりなど
・技術に不安な方、経験の浅い方などは社内教育
マニュアル　により指導いたしますので、安心し

岩手県下閉伊郡山田町中
央町６－２

有限会社　カット
インみなと

雇用期間の定めなし

又は 9時00分～18時30分の
間の8時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

発電維持・運搬作業（ボイ
ラー管理）

2人

木質バイオマス発電所内において、
・機械への燃料の投入作業
・構内での木材の運搬作業
・バックホー、ローダー等の運転
・装置の運転、操作、点検、保守等の業務

岩手県宮古市川井６－３
５

株式会社　ウッ
ティかわい

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

内装工（見習い可）「建
設」

1人

当社において、主に久慈から陸前高田までの建設
現場における内装工事
・天井、壁の軽量鉄骨の下地組み、ボードなどの
仕上げ工事
・その他、付随する業務

岩手県宮古市実田二丁目
４－４

有限会社　マルゼ
ン建装

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業管理職候補

1人

営業管理職候補として次の業務に従事していただ
きます。
・警備業務
・現場指導
・営業管理関係事務

岩手県宮古市実田１－２
－３

株式会社　トス
ネット北東北　宮
古営業所雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師「看護」

1人

院内において、看護業務全般を担当して頂きま
す。
・医師の補助
・患者さんのお世話
・診療介助、処置、検査介助、注射、血圧、検

岩手県宮古市西町三丁目
３番７号

林整形外科・内科
医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業

1人

宮古、山田、岩泉、田野畑を中心に、以下の業務
を行っていただきます。
【営業内容】
・建設機械のリース及び販売のルートセールス
【営業業務に付随する事務処理内容】

岩手県宮古市大字根市第
２地割字中割目６番１

株式会社　ほくと
う　宮古営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市



中型自動車免許一種
中型一種（８ｔ限定） (1) 8時00分～17時00分

156,000円～196,000円

正社員 59歳以下 03030-  859491
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～17時00分
200,000円～300,000円

正社員以外 不問 03030-  862191
フォークリフト技能者

車両系解体用運転 (1) 8時30分～17時30分
150,000円～170,000円

正社員 59歳以下 03030-  863091
美容師 変形（１年単位）

(1)10時00分～19時00分
140,000円～180,000円

正社員 不問 03030-  872391
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時00分
127,127円～165,165円 (2) 8時30分～12時00分

正社員 不問 03030-  873691
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

179,000円～260,000円 (2)16時00分～ 9時00分

正社員 59歳以下 03030-  875491
理学療法士又は 変形（１ヶ月単位）

作業療法士 (1) 8時30分～17時30分
200,000円～262,000円

正社員 59歳以下 03030-  876791
看護師又は 変形（１ヶ月単位）
准看護師 (1) 7時00分～16時00分

160,000円～260,000円 (2) 8時45分～17時45分
(3)10時00分～19時00分

正社員 64歳以下 03030-  877891
理学療法士 変形（１ヶ月単位）
作業療法士 (1) 8時45分～17時45分
言語聴覚士 205,000円～320,000円
いずれか

正社員 64歳以下 03030-  878291
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～184,800円

正社員 18歳～50歳 03030-  880391

(1) 8時30分～17時15分
125,644円～125,644円

正社員以外 不問 03030-  881691
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

150,000円～180,000円

正社員 64歳以下 03030-  882991
歯科衛生士

(1) 8時30分～18時00分
150,000円～180,000円 (2) 8時30分～12時00分

正社員 不問 03030-  887591
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～16時30分

157,950円～175,500円

正社員以外 不問 03030-  890991
大型自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
147,000円～189,000円

正社員 64歳以下 03030-  892791
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

203,500円～300,000円 (2)13時00分～22時00分
(3)22時00分～ 8時00分

正社員 18歳～64歳 03030-  893891
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分

134,120円～136,760円 (2)11時00分～20時00分
(3)16時00分～ 9時00分

正社員 64歳以下 03030-  897091
介護福祉士又は 変形（１ヶ月単位）

介護職員初任者研修 (1) 8時30分～17時30分
134,120円～145,440円 (2)11時00分～20時00分

(3)16時00分～ 9時00分

正社員 64歳以下 03030-  898391
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

137,600円～172,000円 (2)20時00分～ 5時00分

正社員以外 18歳以上 03030-  900591
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
140,000円～140,000円

正社員 不問 03030-  905991

4

集配ドライバー

2人

○荷物の配達および集荷（２～４トン車を使用
し、宮古・下　閉伊・釜石地区全般への集配）
○積み降ろし作業（主に手積みで重量物もあり。
パレット等　積載の荷物は、フォークリフトを使
用）。フォークリフト　免許がなくても応募可能

岩手県宮古市津軽石１０
－３５－３７

東北西濃運輸株式
会社　宮古営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

企画営業職

3人

・自動車保険、火災保険をはじめとする損害保険
の営業
・医療保険、終身保険などの営業

未経験者歓迎します。約１ヶ月間の研修があり、

岩手県宮古市大通４－４
－２２　朝日生命宮古ビ
ル３Ｆ

損害保険ジャパン
日本興亜株式会社
岩手支店　三陸支
社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

技術員／みやこリサイクル
センター

1人

宮古広域行政組合よりリサイクル施設運転管理業
務を受託し資源物保管庫等の運転業務を行ってい
ます。
・分別回収された「缶」「ペットボトル」等の再
生資源物の　処理作業

岩手県宮古市保久田３－
２１

特定非営利活動法
人　宮古地区いき
いきワーキングセ
ンター

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

美容師

2人

当店舗において、美容業務全般を行っていただき
ます。
・シャンプー、ブロー、ワインディング、カット
等
・電話対応

岩手県宮古市大字小山田
二丁目２－１　マリン
コープＤＯＲＡ２Ｆ

美容室　じゃマー
ル

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般事務及び歯科技工業務
補助≪急募≫

1人

当事業所において、
・一般事務
・歯科技工業務補助
・パソコンを使用し納品書、請求書等の書類作成
・作業に使用した器具の洗浄等

岩手県下閉伊郡山田町北
浜町１０４－４

マリンデンタル株
式会社

雇用期間の定めなし

パソコン基本操作 岩手県下閉伊郡山田町

看護師又は准看護師「看
護」

2人

当施設利用者への看護業務全般。利用者（定員／
入所者１００名）に対し、
・医師の指示による医療処置、看護、バイタル
チェック、服　薬管理、それらに伴う記録や報告
書作成

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

リハビリ職員

2人

当施設利用者への機能訓練業務。入所または通所
利用されている要介護者（１日当たり８～１５
名）に対し、
・個別プログラムに即した機能訓練、それらの記
録

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

看護師・准看護師「看護」

2人

ふれんどりー岩泉の利用者への看護業務を行いま
す。
・入居者約８５名、通所登録者４０名（１日平均
２７名通　　所）に対するバイタルチェック等看
護業務

岩手県下閉伊郡岩泉町乙
茂字上９－１２

社団医療法人　緑
川会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

理学療法士・作業療法士・
言語聴覚士

2人

利用者へのリハビリテーション業務を行います。
・入居者約８５名、通所登録者４０名（１日平均
２７名適　　所）の方のリハビリ業務
・訪問リハビリ業務。月・水・金曜日の午後、１
日２～３件　の訪問となります。

岩手県下閉伊郡岩泉町乙
茂字上９－１２

社団医療法人　緑
川会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

交通誘導警備員（正社員）

10人

宮古・下閉伊地域の交通誘導警備に従事していた
だきます。
・主な現場は建設現場、工事現場
・現場へは直行直帰または乗合
・社用車の貸与も可能

岩手県宮古市金浜４－６
３－１

有限会社　ニコニ
コ警備保障

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般事務補助／建設課（期
限付臨時職員）

1人

当町役場建設課勤務になります。
・各種資料整理
・パソコンを使用してのデータ入力作業
・建設課にて行う事務補助等が主な業務内容とな
ります。

岩手県下閉伊郡山田町八
幡町３－２０

山田町役場

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）操作が出来ること

岩手県下閉伊郡山田町

研削盤オペレーター及び生
産管理

1人

研削盤オペレーター及び生産管理業務を行ってい
ただきます。
・金型部品をフライス・ＳＧ（研磨機）・ＰＧ
（プロファイ　ル研削盤）などの工作機械を操作
・パソコンを使って納期や受発注のデータ入力や

岩手県宮古市津軽石１０
－１６１－１

株式会社　富士精
工

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード・エ
クセル入力程度）

岩手県下閉伊郡山田町

歯科衛生士

1人

当院において歯科衛生士業務に従事します。
・主に歯科医師の治療の補助、歯周病検査、ブ
ラッシングな　ど口腔衛生指導
・その他関連する業務を行っていただきます。


岩手県下閉伊郡山田町豊
間根２－１０５－１

留理歯科医院

雇用期間の定めなし

実務経験３年以上 岩手県下閉伊郡山田町

配達員（ガス）

1人

配達員として以下の業務を行っていただきます。
・ＬＰガスの配達業務及び検針業務
・伝票等の事務処理作業（営業所内での勤務）
【配達エリア】宮古・山田・釜石地域
○２ｔ車を運転していただきます。

岩手県宮古市日立浜町９
－１

株式会社　アベキ
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

運転手

2人

大型ダンプを使用し、以下の業務を行っていただ
きます。
・アスファルト合材をプラントから積んで現場へ
の運搬業務
・材料、残土、産業廃棄物等の運搬業務

岩手県宮古市金浜第６地
割２１－６６

有限会社　ジェ
イ・ティ・エス
岩手営業所雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

フロントスタッフ
（正社員広域職）

1人

ホテルに関する業務全般に従事します。
【主な業務内容】
○フロント業務
○電話対応
○予約受付、確認（パソコン使用）

岩手県宮古市藤の川１５
番地３８号

ルートインジャパ
ン株式会社　　ホ
テルルートイン宮
古

雇用期間の定めなし

パソコン入力操作程度 岩手県宮古市

介護職員／小本「介護」

1人

小規模多機能型居宅介護事業所及びグループホー
ムでの介護業務を行います。
・利用者の方の日常生活支援
・レクリエーション
・送迎付き添い、介護（食事、入浴、排せつ介助

岩手県宮古市向町２番３
４号

有限会社　介護施
設　あお空

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

介護職員（資格者）／小本
「介護」

1人

小規模多機能型居宅介護事業所及びグループホー
ムでの介護業務を行います。
・利用者の方の日常生活支援
・レクリエーション
・送迎付き添い、介護（食事、入浴、排せつ介助

岩手県宮古市向町２番３
４号

有限会社　介護施
設　あお空

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

警備員

5人

１．交通誘導警備：工事現場における歩行、車両
等の安全誘　　導
２．駐車場警備：店舗やイベント駐車場における
整理業務
３．雑踏警備：イベント等における安全確保、誘

岩手県宮古市実田１－２
－３

株式会社　トス
ネット北東北　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、他

一般事務

1人

事務業務全般を担当していただきます。
・給与計算、勤怠管理、社会保険関係の書類作成
・専用ソフトを使用してのデータ入力
・電話、来客応対
・書類整理、保管

岩手県下閉伊郡田野畑村
和野３３２番地４

ほほえみ水道

雇用期間の定めなし
　

パソコン操作（エクセル・
ワード）

岩手県下閉伊郡田野畑村



普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分

141,050円～184,450円

正社員 不問 03100-  662491
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
132,284円～160,000円

正社員 不問 03100-  663791
土木施工管理技士１級

又は (1) 8時30分～17時30分
土木施工管理技士２級 400,000円～449,600円
普通自動車免許ＡＴ

正社員以外 不問 04010-15263191
普通自動車免許ＡＴ

その他の保安関連免許 (1) 9時00分～18時00分
258,000円～350,000円

正社員 18歳～59歳 04010-15704391
普通自動車免許ＡＴ フレックス

(1) 9時00分～21時00分
156,000円～197,500円

正社員 61歳以下 04050-  870591
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時30分
160,000円～200,000円

正社員 40歳以下 05070-  722791
変形（１ヶ月単位）

132,912円～132,912円

正社員以外 不問 06030- 2364091

160,000円～160,000円

正社員 59歳以下 07021- 1194591
変形（１ヶ月単位）
(1)22時00分～ 7時00分

155,250円～175,250円 (2) 0時00分～ 9時00分

正社員以外 18歳以上 13040-26995591

(1) 8時00分～17時00分
240,000円～300,000円

正社員 59歳以下 28030- 3818091
普通自動車免許一種
大型特殊自動車一種 (1) 8時30分～17時15分

車両系整地掘削用運転 146,880円～146,880円

正社員以外 不問 03030-  826491

5

運転手（山田営業所）

1人

＊産業廃棄物（木・コンクリートなど）の収集、
運搬業務を　行っていただきます。
　範囲は主に岩手県内となり、泊まりはありませ
ん。
　運転業務が主な業務ですが、仕事の状況によっ

岩手県久慈市長内町３７
－１２－８

有限会社　陸中商
会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

事務員（岩泉営業所）

1人

◆岩泉営業所にて、事務全般の仕事を行っていた
だきます。
【主な仕事内容】
＊パソコンを使用した各種文書作成
＊帳票管理

岩手県久慈市長内町３７
－１２－８

有限会社　陸中商
会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

（請）施工監理担当［宮古
市］

2人

道路整備に伴う事業促進業務の施工監理担当とし
て従事していただきます。
１．担当工事を円滑に進めるため支援・指導をし
ていただき　　ます。
２．段階確認の現場立会を行います。

宮城県仙台市若林区東七
番丁１６１番

株式会社エイト日
本技術開発　東北
支社雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県宮古市

営業所長候補［宮古市］

1人

警備関係の営業・業務・管理全般を行って頂きま
す。
具体的には
・新規顧客の開拓
・各種契約書の作成、契約の締結

宮城県仙台市青葉区国分
町１丁目７－１８　白蜂
広瀬通ビル２階

東洋ワークセキュ
リティ　株式会社

雇用期間の定めなし

営業経験者 岩手県宮古市

眼鏡、補聴器、コンタクト
レンズの販売［宮古市］

1人

・店頭での眼鏡、補聴器、コンタクトレンズの接
客販売
・眼鏡のクリーニング、調整、加工
・お客様がお似合いになるフレーム選び
・商品の陳列とディスプレイ

宮城県柴田郡大河原町字
新東２６－１

眼鏡市場　（株式
会社　オーランド
オプチカル）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営　業（宮古店）

1人

◎仏壇、墓石の営業、販売業務を行っていただき
ます。　　

＊担当エリアのお客様宅への訪問や、お店にいら
したお客様　に店頭で接客販売していただきま

秋田県湯沢市川連町字掵
の下１５１

株式会社　天治堂

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売（宮古店：品出し、レ
ジ）

1人

○商品の陳列等及びレジ業務担当

※雇用期間は、採用日より直近の”４月１５
日”、もしくは
　”１０月１５日”のいずれか。その後において

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あり（4ヶ

月未満）
又は 7時00分～20時30分の
間の8時間

岩手県宮古市

婦人服販売員
（ハニーズ宮古店）

1人

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

※１０代前半から４０代、５０代の女性向けの商

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

株式会社　ハニー
ズ

雇用期間の定めなし

又は 9時30分～19時15分の
間の8時間

岩手県宮古市

接客・調理／１０６号宮古
店

2人

深夜契約社員として、２２時～９時の時間帯で、
（１）接客（２）調理（３）清掃（４）金銭管理
（５）棚卸
（６）店舗スタッフの教育（７）アルバイトの面
接

東京都港区港南ニ丁目１
８番１号　ＪＲ品川イー
ストビル５階

株式会社　北日本
すき家

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

土木作業員（宮城県・岩手
県）

2人

東北震災の復旧工事に参画しています。
大手企業や地元有力業者の下請けとして、
専門性を生かしたブロック製作・据付工事を
主として進めています。
職人の手元・補助作業をしてもらいながら、

兵庫県尼崎市神田中通３
丁目３０－３０１　グラ
ン・ノアールビル３階

国土創建　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

田老現場事務所作業員（臨
時職員）

1人

宮古市田老総合事務所にて田老現場事務所作業員
として勤務となります。
・田老地区内の市道・農道・林道等の維持管理業
務
・道路補修など主に土木作業

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


