
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
(1) 9時00分～17時30分

157,000円～192,000円

正社員 59歳以下 03010- 8688691
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 9時00分～17時30分
177,000円～222,000円

正社員 59歳以下 03010- 8689991
自動車整備２級ジゼ 変形（１年単位）
普通自動車免許一種 (1) 9時00分～17時30分

159,000円～204,000円

正社員 59歳以下 03010- 8690891
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- 8722191
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- 8723091
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

131,000円～150,000円

正社員 59歳以下 03010- 8748191
自動車整備２級ガソ 変形（１年単位）
自動車整備２級ジゼ (1) 8時00分～17時00分

自動車整備工 140,000円～200,000円
いずれか

正社員 59歳以下 03010- 8749091
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

125,730円～125,730円

正社員以外 不問 03030- 1238091
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

フォークリフト技能者 (1) 9時00分～17時00分
164,500円～304,500円

正社員 59歳以下 03030- 1239391
変形（１年単位）

162,000円～202,000円

正社員 64歳以下 03030- 1240791
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

玉掛技能者 (1) 8時00分～17時00分
アーク溶接技能基本 180,000円～260,000円

正社員 64歳以下 03030- 1242291
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～220,000円

正社員 40歳以下 03030- 1243591
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
189,200円～223,600円 (2)15時30分～ 0時30分

正社員以外 18歳以上 03030- 1244191
普通自動車免許一種

(1) 9時00分～17時00分
155,000円～175,000円

正社員 30歳以下 03030- 1245091
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- 1246391
普通自動車免許一種

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

正社員 30歳以下 03030- 1249491
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時25分
140,000円～230,000円

正社員 59歳以下 03030- 1252191
普通自動車免許一種 交替制あり

(1) 8時00分～16時45分
148,944円～148,944円

正社員以外 不問 03030- 1254391
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     （4月5日時点の内容です）

　　４月１日　から　４月５日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　４月１８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

部品販売業務

1人

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

岩手県滝沢市大釜中道３
８－２

岩手三菱ふそう自
動車販売　株式会
社雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

営業

2人

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

岩手県滝沢市大釜中道３
８－２

岩手三菱ふそう自
動車販売　株式会
社雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

自動車整備士

2人

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

岩手県滝沢市大釜中道３
８－２

岩手三菱ふそう自
動車販売　株式会
社雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

ホールスタッフ・カウン
タースタッフ（宮古店）

2人

パチンコ店「ユニオン宮古店」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

岩手県宮古市

ホールスタッフ・カウン
タースタッフ（磯鶏店）

2人

パチンコ店「ユニオン磯鶏店」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

岩手県宮古市

事務・経理補助（オート
サービス）

1人

（株）ミナカワ　オートサービスにおいて下記の
業務（事務及び経理補助業務）を行っていただき
ます。

・経理補助業務（起票、パソコン入力など）

岩手県盛岡市向中野２丁
目１９番３８号【求人票
郵送先指定あり】

株式会社　ミナカ
ワ

雇用期間の定めなし

簡単なパソコン操作（ワー
ド、エクセル）可能な方 岩手県下閉伊郡岩泉町

自動車整備（オートサービ
ス）

2人

（株）ミナカワ　オートサービスにおいて自動車
整備の業務を担当していただきます。
・自動車の修理・整備
　故障車両の修理及び車検点検、オイル交換、タ
イヤ交換等　の一般整備

岩手県盛岡市向中野２丁
目１９番３８号【求人票
郵送先指定あり】

株式会社　ミナカ
ワ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

水産加工員

4人

サケ・タラ等鮮魚の水産加工作業をしていただき
ます。
○時期的に水揚げとなった魚を取り扱い、手捌き
で切り身・開き等の加工処理
○４～６月は若布ボイルと箱詰め作業、又サンマ

岩手県宮古市光岸地４番
４０号

宮古漁業協同組合

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

大型運転手

1人

大型トラック（１０ｔ車）による鮮魚、冷凍加工
品、青果等の配送が主な業務になります。
範囲は宮古から関東方面（主に東京）となりま
す。
積み込みにはフォークリフトも使用します。

岩手県宮古市高浜二丁目
６－１５

田老運送　有限会
社

雇用期間の定めなし

大型車での運送業務１年以
上

岩手県宮古市

ゴルフ場フロント（正社
員）

1人

ゴルフ場のフロントにおいて、下記業務を行いま
す。
・お客さまのチェックイン、チェックアウト、清
算業務
・電話対応、予約管理

岩手県宮古市大字崎山４
－８６－３

株式会社　宮古カ
ントリークラブ

雇用期間の定めなし

パソコン操作
又は 7時00分～17時00分の
間の7時間程度

岩手県宮古市

鉄骨製作工・溶接工

2人

当社は建築鉄骨やステンレス製品などの設計・製
作をしております。工場製作９割、現場組立１割
の工程になります。
・工場内で鉄骨加工、レーザー加工切断、組立工
・溶接工、刷毛やエアースプレー塗装

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

鉄骨加工や溶接工など同業
種の経験（応相談可）

岩手県宮古市

鉄骨製作工・溶接工／トラ
イアル雇用併用

2人

当社は建築鉄骨やステンレス製品などの設計・製
作をしております。工場製作９割、現場組立１割
の工程になります。

・工場内で鉄骨加工、レーザー加工機操作し切断

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

岩手県宮古市

ホール及びカウンター

3人

店内でのお客様サービススタッフ業務に従事して
いただきます。
〇ホール業務
・ホールでの接客、スロットコインの補充、空き
パチンコ台　の清掃など

岩手県宮古市長町一丁目
３－２９

株式会社　セント
ラル伸光　セント
ラル宮古店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は 8時00分～ 0時30分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

船舶機械修理員補助

1人

小型船舶、レジャーボート等のエンジン修理等補
助業務に従事していただきます。
・修理は自社工場修理と現場修理
・現場修理の移動は社用車使用
・主な取引先は、漁師の方

岩手県宮古市神林８－１ ヤマザキマリン株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

水産加工員

2人

主に生イカの加工業務を行います。
・イカの生処理作業（皮むき、腹割り等）
・刺身作り工程での計量や盛り付け
・パック・包装や箱詰め作業


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

岩手県宮古市

自動車整備補助

1人

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



宮古市大通３丁目１－１
３

和山自動車販売株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

セールススタッフ

1人

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

岩手県宮古市日立浜町３
２－４

株式会社　浄土ヶ
浜パークホテル

雇用期間の定めなし

宿泊業勤務経験者 岩手県宮古市

郵便外務

3人

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

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

月以上）

岩手県宮古市

◎ 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４月１１日発行  



変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

150,000円～150,000円

正社員 59歳以下 03030- 1257491
中型自動車免許一種 変形（１年単位）

中型一種（８ｔ限定） (1) 8時00分～17時00分
フォークリフト技能者 170,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03030- 1258791
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
148,000円～178,000円

正社員 不問 03030- 1259891
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
195,500円～218,500円

正社員以外 不問 03030- 1260191
普通自動車免許ＡＴ

保健師又は (1) 8時30分～17時15分
助産師、看護師 145,044円～155,040円

正社員以外 不問 03030- 1262391
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時15分

140,000円～160,000円

正社員 59歳以下 03030- 1263691
看護師 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
204,000円～440,640円

正社員以外 64歳以下 03030- 1264991
准看護師 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
179,520円～342,720円

正社員以外 64歳以下 03030- 1266791
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

128,205円～128,205円

正社員以外 59歳以下 03030- 1268291
普通自動車免許一種

140,000円～180,000円

正社員 64歳以下 03030- 1270391
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
174,750円～256,300円

正社員 不問 03030- 1274791
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- 1275891
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 不問 03030- 1276291
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時00分

127,064円～127,064円

正社員 69歳以下 03030- 1277591
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

自動車整備士（３級） (1) 9時00分～17時20分
自動車整備士（２級） 170,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03030- 1278191
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
134,000円～138,000円

正社員 59歳以下 03030- 1280991
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
134,000円～138,000円

正社員 59歳以下 03030- 1281491
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～450,000円

正社員 不問 03030- 1282791
中型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
180,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030- 1283891
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
220,000円～280,000円

正社員 59歳以下 03030- 1284291

2

水産作業兼運搬作業

1人

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

岩手県宮古市藤原二丁目
５番１１

株式会社　佐々幸

雇用期間の定めなし

４ｔトラック運転および
フォークリフト運転経験

岩手県宮古市

水産作業員

2人

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

岩手県宮古市藤原二丁目
５番１１

株式会社　佐々幸

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

道路維持兼土木作業員「建
設」

2人

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

岩手県宮古市刈屋１１－
８０－３

刈屋建設　株式会
社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

営業及び事務（それに伴う
現場作業含む）

2人

・工場で扱う丸太製品・枕木等の営業、それに伴
う現場作業
・事務処理はパソコンを使用（ワード、エクセ
ル、専用ソフト）。専用ソフトの使用方法は指導
します。

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

パソコン（ワード、エクセ
ル）

岩手県宮古市

総合職／正社員

1人

・窓口や後方による預金業務、融資業務
・取引先訪問による預金、融資の渉外業務
・国債、投資信託、個人年金保険の販売

＊地域密着型の中小企業向け金融機関となりま

岩手県宮古市向町２番４
６号

宮古信用金庫

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

保健師又は助産師、看護師
／健康課（臨時職員）「看

1人

健康課（宮古保健センター）への勤務となりま
す。　　　　
・母子保健事業における健康診査及び健康相談、
健康教育等の実施及び付随する事務補助等の業務
・訪問の際は公用車を使用

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
月以上）

岩手県宮古市

看護師／日勤　「看護」

1人

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


岩手県宮古市保久田８－
３７

特定医療法人　弘
慈会　宮古第一病
院雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

水産加工員

1人

干物や冷凍品の製造及び鮮魚出荷を行います。
・サバ、イワシ等、青魚の干物加工
・魚の内臓処理で一部包丁使用あり
（初めての方でもすぐできます）
・トレーに並べたり、箱詰め等は手作業

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

准看護師／日勤　「看護」

1人

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


岩手県宮古市保久田８－
３７

特定医療法人　弘
慈会　宮古第一病
院雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

足場組立作業員「建設」

2人

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

岩手県下閉伊郡山田町織
笠第１２地割３－７２

北成興業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

水産加工員

1人

水産加工作業（ホタテ、ウニ、鮮魚）を行ってい
ただきます。あわせて、トラックで山田魚市場他
近郊の市場から事業所まで運搬業務もお願いしま
す。


岩手県下閉伊郡山田町境
田町４９５番地１

貫長水産　株式会
社

雇用期間の定めなし

又は 6時00分～16時00分の
間の6時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

解体・石綿除去作業員「建
設」

2人

各建設現場において主に下記の業務に従事しま
す。
○建物の解体、解体の前処理、ＨＩ－ＪＥＴＡＡ
Ｃ工法（超　高圧水）での壁の石綿除去作業
○Ｈｉ・ｊｅｔＡＲＣ工法（超高圧水）での煙突

岩手県下閉伊郡山田町織
笠第１２地割３－７２

北成興業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

木材加工

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、木材加工に従事していただきま
す。
・機械への材料投入
・化粧シート貼り作業

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

自動車整備士

1人

自動車の整備全般に従事していただきます。
・車検整備、点検整備、分解整備の作業
・積載車の運搬
・車両の引き取りや納車
・洗車等付随する業務

岩手県宮古市田鎖１３－
２６－１

有限会社　丸正
カーサービス

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

食品加工員

2人

〇冷凍食品の製造過程において、魚の捌き、衣つ
け、　　　　フライ、箱詰め
〇ラインにおいては包装業務

通勤の際は、送迎用バスを利用していただきま

岩手県宮古市田老字古田
７５番地８

有限会社　宮古食
品

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（津
軽石）

2人

津軽石給油所での勤務。
・お客様のガソリン、軽油、灯油給油業務
・車の窓ふき、洗車
・簡単な車の整備、タイヤ交換
・市内の灯油・軽油配達（注文・定期配達）

岩手県宮古市実田一丁目
５－１９

有限会社ミヤコ石
油

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

岩手県宮古市

ガソリンスタンド販売員
（磯鶏）

1人

磯鶏バイパス給油所での勤務。
・お客様のガソリン、軽油、灯油給油業務
・車の窓ふき、洗車
・簡単な車の整備、タイヤ交換
・市内の灯油・軽油配達（注文・定期配達）

岩手県宮古市実田一丁目
５－１９

有限会社ミヤコ石
油

雇用期間の定めなし

又は 7時00分～20時00分の
間の8時間

岩手県宮古市

水産加工員

1人

○魚の処理、製造
　工場内において、鮮魚、冷凍魚、加工品を製造
する業務
○運搬
　三陸各市場（主に田老、宮古魚市場）より買付

岩手県宮古市小山田４丁
目７－２０

株式会社　翔洋
宮古冷凍倉庫

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

大手、民営建設現場にて、土木施工管理を行って
いただきます。
・現場に常駐していただき、品質・工程・施行・
原価管理等
・経験の無い方は世話役として経験を積んでいた

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

理学・作業療法士

1人

当施設において入所・通所者の方へのリハビリ
テーション業務に従事していただきます。
・基本機能の回復サポート
・日常生活に必要な能力を高めるためのリハビリ
テーション　等

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



準中型自動車免許 変形（１年単位）
(1) 7時30分～16時30分

130,000円～135,000円

正社員 40歳以下 03030- 1288391
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- 1290491
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

136,500円～170,000円

正社員 64歳以下 03030- 1291791

(1) 9時00分～18時00分
133,056円～133,056円

正社員以外 不問 03030- 1292891
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

136,500円～139,500円

正社員 64歳以下 03030- 1293291
調理師 変形（１ヶ月単位）

(1) 6時00分～15時00分
138,500円～188,300円 (2) 9時00分～18時00分

(3)10時00分～19時00分

正社員 64歳以下 03030- 1294591
ボイラー技士（１級）
ボイラー技士（２級） (1)19時00分～ 6時30分

いずれか 180,000円～250,000円

正社員 18歳～64歳 03030- 1295191
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

133,965円～133,965円

正社員 不問 03030- 1296091
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
207,900円～231,000円

正社員 不問 03030- 1298691
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時30分
161,000円～276,000円

正社員 64歳以下 03030- 1299991
普通自動車免許ＡＴ 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- 1301391
普通自動車免許ＡＴ

(1)10時00分～21時00分
133,000円～250,000円

正社員 40歳以下 03030- 1303991

(1)15時00分～23時00分
150,000円～280,000円

正社員 18歳以上 03030- 1304491
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
128,450円～218,450円

正社員 不問 03030- 1309191
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～16時00分
127,380円～148,720円

正社員以外 不問 03030- 1316591
変形（１ヶ月単位）
(1) 5時00分～14時00分

139,200円～139,200円 (2)10時30分～19時30分

正社員以外 不問 03030- 1317191

(1) 8時00分～17時30分
146,914円～158,096円

正社員以外 不問 03030- 1319391

(1) 8時00分～17時30分
163,000円～265,000円

正社員 64歳以下 03030- 1320791
介護支援専門員

普通自動車免許ＡＴ (1) 8時30分～17時15分
208,500円～208,500円

正社員 59歳以下 03030- 1322291
中型一種（８ｔ限定） 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- 1324191

3

水産加工員

1人

鮮魚、冷凍魚、貝類等の水産物加工の補助的な作
業に従事していただきます。
・鮮魚を選別し箱詰めする作業が中心となり立ち
仕事で体力　が必要です。
・その他、２ｔトラックを運転し市場から会社加

岩手県宮古市小山田二丁
目４－３

有限会社　佐々寛
商店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

金型エンジニア

1人

コネクター用精密金型の設計業務に従事していた
だきます。
・金型設計、研削加工、金型組立を行い、量産現
場で使用す　る金型を立ち上げる業務です。
・量産時の生産性を考え、経験と発想が必要な業

【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

経験者 岩手県宮古市

自動機オペレーター

4人

組立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コネクターの
自動組立機操作です。立ち仕事ですので体力が必
要です。
工程としては、

【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

部品加工

1人

コネクター用精密金型や自動機の金属部品を製
作、加工する業務を担当します。
・平面研削盤やプロファイルグラインダーなどの
工作機器を　使用した製作作業
・ワイヤー加工機、放電加工機を使用した作業

【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

観光施設管理

1人

・宿泊客、キャンプ場やバンガロー利用者の受
付、日報作成
・キャンプ調理場やトイレなど施設の清掃、草刈
り


岩手県宮古市鈴久名４－
５－４

特定非営利活動法
人かわい元気社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

ボイラー管理者

2人

ボイラーの運転と維持管理の業務を行っていただ
きます。
・ボイラーの起動に関わる機械操作
・燃料の補給等


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

ボイラー経験者 岩手県宮古市

調理員

1人

調理員として以下の業務に従事していただきま
す。
・特養施設入所者５０名、ショートステイ８名、
デイサービ　ス利用者およそ１３名の食事提供
・下ごしらえ、調理、盛り付け、食器の洗浄

岩手県下閉伊郡田野畑村
田野畑１２０－１８

社会福祉法人　寿
生会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

ハツリ工

1人

建築・土木現場においてのハツリ作業に従事
・コンクリートを破砕・切断する作業を担当

＊経験のない方の応募も可能ですので、ご相談く
ださい。

岩手県宮古市小国１４－
９２

合同会社　ボンズ
工業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

水産加工員

2人

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


岩手県下閉伊郡山田町川
向町１６８

有限会社　山崎水
産

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

型枠大工「建設」

3人

型枠大工として以下の業務を行っていただきま
す。
・型枠の加工
・組立
・取付工事等

岩手県宮古市磯鶏３丁目
７番３４

株式会社　金子技
建

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

大型ダンプ運転手

3人

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

岩手県下閉伊郡山田町織
笠１４－３１－２

佐々総業　株式会
社

雇用期間の定めなし

大型ダンプ運転経験者 岩手県下閉伊郡山田町

調理補助・ホール

1人

厨房内において調理の補助的作業及びホールにお
いて接客業務を行っていただきます。
○厨房内において調理の補助的作業
・調理者の指示により、野菜カットや調理の下ご
しらえ、準　備、盛付け、飲み物作り、食器・調

岩手県宮古市大通１－４
－１３

居酒屋　大ちゃん

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理スタッフ（見習い可）
／和海味処いっぷく

1人

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

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－１３４－１

株式会社　いっぷ
く

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

配管工「建設」

2人

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

岩手県宮古市大字八木沢
７－５６－１

有限会社　池田水
道

雇用期間の定めなし

給排水工事経験者 岩手県宮古市

調理員

1人

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

調理員は２０名で交代勤務ですが、勤務時間など

岩手県宮古市板屋一丁目
６－３６

医療法人財団　正
清会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

一般事務

2人

まちづくり事業。大川地域におけるまちづくり
（地域づくり）活動に係る一般事務業務を行いま
す。
●地域活動の企画・運営
●自主防災の取組みに係る支援活動

岩手県下閉伊郡岩泉町大
川字下町１１７番地４

おおかわむら地域
振興協議会

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）操作できる方

岩手県下閉伊郡岩泉町

菌床椎茸の栽培等／正社員

1人

菌床椎茸の栽培、集出荷にかかる作業に従事して
いただきます。
・収穫、箱詰め、パック詰め、箱作り
・菌床の製造、培養にかかる作業


岩手県下閉伊郡岩泉町浅
内字下栗畑６８－１１

株式会社　岩泉き
のこ産業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

菌床椎茸の栽培等

1人

・菌床椎茸の栽培
・収穫、箱詰め、パック詰め、箱作りなどの集出
荷にかかる
　作業
・菌床の製造、培養にかかる作業

岩手県下閉伊郡岩泉町浅
内字下栗畑６８－１１

株式会社　岩泉き
のこ産業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

清掃作業員

1人

清掃作業全般を担当していただきます。
・事業所、店舗、一般家庭のレンタルマットや
モップ等の交換作業
・自社リサイクルセンターで空き缶等選別作業
・産業廃棄物の収集運搬作業

岩手県宮古市藤の川１３
番２３号

宮古環境管理株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護支援専門員「介護」

1人

利用者のケアマネジメント業務に従事します。
・利用者や家族との相談
・介護サービス計画の作成（３０件程度）
・要介護認定の申請等手続き
・介護事業所との連絡調整

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
会雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町



保育士 変形（１年単位）
(1) 7時00分～15時30分

168,750円～168,750円 (2) 8時00分～16時30分
(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030- 1325091
大型自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 7時30分～17時00分
161,250円～215,000円

正社員 不問 03030- 1326391
看護師 変形（１ヶ月単位）

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

(3) 7時30分～16時30分

正社員 不問 03030- 1327691
変形（１ヶ月単位）
(1) 5時30分～14時30分

142,300円～155,700円 (2) 9時30分～18時30分
(3)10時15分～19時15分

正社員以外 不問 03030- 1329491
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
151,280円～244,000円

正社員 不問 03030- 1334391
中型自動車免許一種 変形（１年単位）

中型一種（８ｔ限定） (1) 8時30分～17時30分
145,000円～230,000円

正社員 40歳以下 03030- 1336991
看護師又は
准看護師 (1) 9時00分～18時00分

普通自動車免許ＡＴ 182,600円～213,600円 (2) 7時00分～16時00分
(3) 8時00分～17時00分

正社員 59歳以下 03030- 1338791
普通自動車免許ＡＴ

136,512円～136,512円

正社員以外 不問 03030- 1339891
幼稚園教諭免許

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

(3) 9時00分～18時00分

正社員 64歳以下 03030- 1340191
保育士

(1) 7時20分～16時20分
143,900円～143,900円 (2) 8時20分～17時20分

(3) 9時40分～18時40分

正社員 59歳以下 03030- 1341091
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
151,200円～183,600円

正社員 18歳～64歳 03030- 1344991
看護師 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
245,000円～280,000円

正社員 59歳以下 03030- 1347891
変形（１年単位）
(1)15時00分～ 0時00分

200,000円～250,000円

正社員 18歳以上 03030- 1353491
変形（１年単位）
(1)15時00分～ 0時00分

200,000円～250,000円

正社員 18歳以上 03030- 1355891
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
210,000円～252,000円

正社員 不問 03030- 1356291
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

看護師又は (1) 8時00分～17時00分
准看護師 158,700円～270,100円 (2) 8時30分～17時30分

正社員 不問 03030- 1357591
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 59歳以下 03030- 1358191
その他社会福祉専門職 変形（１ヶ月単位）
普通自動車免許ＡＴ (1) 8時30分～17時30分

165,000円～185,000円

正社員 59歳以下 03030- 1359091
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

133,728円～151,200円 (2)20時30分～ 5時30分

正社員以外 18歳以上 03030- 1361491
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

介護支援専門員 (1) 8時00分～17時00分
170,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03030- 1364291

4

大型ダンプ・生コン車運転
手

1人

大型ダンプカーまたは大型生コン車などの運転業
務に従事していただきます。
・現場は久慈市、野田村、普代村、田野畑村、岩
泉町、宮古　市などになります。
・経験者は優遇いたします。

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

岩手県宮古市、他

保育士（臨時）「保育」

1人

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

岩手県下閉伊郡山田町長
崎二丁目３－１

社会福祉法人　正
受会　山田中央保
育園雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

調理員

1人

施設利用者に提供する食事の調理業務全般を行い
ます。
・１日約３８０食を調理
・調理員８名でローテーション勤務


岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
４地割１－２０

社会福祉法人　若
竹会　サンホーム
みやこ雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

看護職（正看護師）「看
護」

1人

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

＊特養５０名、短期２０名の方の入所・利用があ

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
４地割１－２０

社会福祉法人　若
竹会　サンホーム
みやこ雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

建設機械の整備

1人

＊建設機械や車両点検および整備
＊レンタル保安用品の点検および整備
＊修理業務
＊車の引取りや納車、洗車
（２ｔや４ｔトラックの運転があります）

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

配管工・土木作業員（正社
員）「建設」

1人

各現場において、配管作業および土木作業に従事
します。
・下水道工事、給排水工事
・関連器具の取り付け
・水回りの修理など

岩手県宮古市宮町四丁目
６－３

サカミ水道

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

接客販売員

1人

靴の接客販売に従事していただききます。
・紳士靴、婦人靴、子供靴、スニーカー等の販売
・値付け、品出し、商品補充
・レジ業務、清掃
・週に２回程度、両替などのため自家用車での外

岩手県宮古市長町１－８
－１

株式会社チヨダ
東京靴流通セン
ター宮古店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は10時00分～20時00分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

看護職「看護」

1人

特別養護老人ホームふれあい荘において看護業務
に従事します。
・検温や血圧測定などの健康管理や、服薬管理
・社用車を使用し、利用者様の通院同行など


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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

保育士「保育」

1人

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

岩手県宮古市山口５丁目
５番１０号

社団医療法人新和
会　宮古山口病院
附属かきのき保育
園

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

児童厚生員「保育」

1人

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

＊２歳から就学前までの幼児（４０人程度）の保

岩手県宮古市西町１丁目
２番１３号

特定非営利活動法
人　ふれあいス
テーション・あい雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師／訪問看護「看護」

2人

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

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
９地割３９番地２７

医療法人　仁泉会
介護老人保健施設
ほほえみの里雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

警備員（宮古）

5人

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


岩手県宮古市小山田４丁
目６番３１号

有限会社　新生警
備保障

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理補助（つぼ八）

2人

チェーン店居酒屋での調理補助業務全般に従事し
ていただきます。
・食材の仕込み、材料を切る、調理、盛付け作業
・調理器具や食器類の洗浄など
・その他、店舗内の清掃作業

岩手県宮古市近内第４地
割５２－３　ラフィネＡ
１０２

株式会社　マルセ
イユ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理兼ホール（つぼ八）

2人

チェーン店居酒屋での調理、接客業務全般に従事
していただきます。
・食材の仕込み、調理、盛付け
・調理器具や食器類の洗浄など
・お客様のご案内、注文とり

岩手県宮古市近内第４地
割５２－３　ラフィネＡ
１０２

株式会社　マルセ
イユ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師「看護」

1人

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

岩手県宮古市崎山第５地
割９４番地

社会福祉法人　若
竹会　わかたけ学
園雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

建築大工「建設」

1人

一般住宅や公共工事における建築現場における大
工作業
・会社に集合してから社用車にて現場に向かいま
す
・主な現場は、宮古市内

岩手県宮古市田鎖９－２
３－１

福沢建設

雇用期間の定めなし

大工経験者（経験３年以
上）

岩手県宮古市

生活相談員

1人

有料老人ホームの入居及び家族の相談業務に従
事。
・入居者２１名の家族への連絡、相談
・通院介助（宮古市内の送迎）など


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

岩手県宮古市

介護職員／正社員（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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護支援専門員「介護」

1人

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

岩手県下閉伊郡山田町山
田１６－９－１０

社会福祉法人　正
受会　特別養護老
人ホーム平安荘雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

コネクター製造オペレー
ター

2人

空調の効いた明るい工場内で下記の業務を担当し
て頂きます。プレス機、射出成形機、自動組立機
などのオペレーション業務。自動で動きますので
停止が発生した時の対応や材料補給などの軽作業
となります。

岩手県宮古市田鎖９地割
５５番地１

株式会社　エム・
アイ・テイー　東
北工場雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市



管理栄養士又は 変形（１ヶ月単位）
栄養士 (1) 8時30分～17時00分

いずれか 161,000円～161,000円 (2) 8時00分～12時00分

正社員 59歳以下 03030- 1365591
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時00分
166,600円～214,200円

正社員以外 64歳以下 03030- 1366191
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

135,135円～135,135円

正社員 不問 03030- 1368391
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～16時30分
198,000円～209,750円

正社員 不問 03030- 1369691
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
131,500円～200,000円

正社員 64歳以下 03030- 1370491
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
131,500円～200,000円

正社員 64歳以下 03030- 1371791
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- 1373291
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時15分～17時00分

139,200円～139,200円 (2)11時00分～19時45分

正社員以外 不問 03030- 1374591
中型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 7時30分～16時30分
150,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03030- 1375191
精神保健福祉士

(1) 8時30分～17時15分
194,900円～255,100円

正社員 59歳以下 03030- 1376091
作業療法士

(1) 8時30分～17時15分
208,500円～251,400円

正社員 59歳以下 03030- 1377391
看護師 変形（１ヶ月単位）

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

(3)21時30分～ 8時30分

正社員 59歳以下 03030- 1378691
准看護師 変形（１ヶ月単位）

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

(3)21時30分～ 8時30分

正社員 59歳以下 03030- 1380891
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
184,000円～253,000円

正社員 59歳以下 03030- 1383191
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時20分～17時20分

132,000円～132,000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- 1384091
薬剤師 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時20分～17時20分
208,200円～208,200円

正社員 59歳以下 03030- 1385391
看護師 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時20分～17時20分
183,500円～247,600円 (2)16時30分～ 0時30分

(3) 0時30分～ 9時30分

正社員 59歳以下 03030- 1386691
車両系基礎工事用運転 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
192,800円～236,000円

正社員 64歳以下 03030- 1387991
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

自動車整備士（２級） (1) 8時30分～17時00分
170,000円～200,000円

正社員 40歳以下 03030- 1388491
看護師 交替制あり

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

(3) 0時30分～ 9時15分

正社員以外 18歳以上 03030- 1389791

5

普通作業員「建設」

3人

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

岩手県宮古市小山田三丁
目６－７

三浦重機　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

管理栄養士・栄養士

1人

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


岩手県下閉伊郡山田町山
田１６－９－１０

社会福祉法人　正
受会　特別養護老
人ホーム平安荘雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

普通土木作業員／経験者
「建設」

2人

土木作業業務全般に従事してます。
・道路、水路、上下水道等において、手作業によ
る整地
・コンクリートの練りや充填、側溝付けなどの構
造物の設置　等の作業

岩手県下閉伊郡岩泉町二
升石字坂の下３－１

有限会社　三上建
設

雇用期間の定めなし

土木作業経験（必須） 岩手県宮古市、他

水産加工／正社員

2人

・イカの加工（生処理・皮むき・短冊切り等）、
袋詰め、箱詰めなど

・その他、加工場清掃等の付随する業務


岩手県下閉伊郡山田町船
越９－２１５－１

株式会社丸一水産

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

運転手：岩泉

1人

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

岩手県宮古市板屋一丁目
２番７号

株式会社　イブキ
産業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

運転手：宮古

1人

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

岩手県宮古市板屋一丁目
２番７号

株式会社　イブキ
産業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護助手　　　　　　「看
護」

2人

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

岩手県宮古市板屋一丁目
６－３６

医療法人財団　正
清会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

整備業務：機材センター

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 岩手県宮古市

精神保健福祉士

1人

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

岩手県宮古市板屋一丁目
６－３６

医療法人財団　正
清会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

コンクリート圧送オペレー
ター「建設」

1人

一般、公共等各建設現場において、コンクリート
圧送作業を行います。
・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
ます。

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

看護師「看護」

3人

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

岩手県宮古市板屋一丁目
６－３６

医療法人財団　正
清会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

作業療法士

1人

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

岩手県宮古市板屋一丁目
６－３６

医療法人財団　正
清会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

鉄筋工「建設」

1人

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

岩手県宮古市松山５－１
７－１

有限会社　因幡鉄
筋工業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

准看護師「看護」

3人

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

岩手県宮古市板屋一丁目
６－３６

医療法人財団　正
清会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

薬剤師

1人

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

岩手県宮古市山口五丁目
３番２０号

社団医療法人　新
和会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護助手　　　　「看護」

1人

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

岩手県宮古市山口五丁目
３番２０号

社団医療法人　新
和会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

重機オペレーター

1人

重機運転業務に従事します。
・会社内プラントや現場（宮古市内、下閉伊郡山
田町）で
　ドラグショベルを操作し原石、砂利等大型１０
ｔ車へ積込　み

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根第２地割３６‐１

有限会社　高橋建
材

雇用期間の定めなし

車両系建設機械運転業務５
年以上

岩手県下閉伊郡山田町

看護師　　　　　「看護」

1人

・山口病院または介護老人保健施設における診療
の補助、療　養上の世話
・医療器具の準備、服薬管理、生活の見守り
・医師の指示による看護業務全般
・状況により雑務等あり

岩手県宮古市山口五丁目
３番２０号

社団医療法人　新
和会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師「看護」

1人

当院内において看護業務全般を行っていただきま
す。
・２交替制による勤務となり、夜間勤務が可能な
方を募集
・主に入院病棟での業務

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎１
－１１－２６

岩手県立　宮古病
院

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

車両整備

1人

当社において車両整備業務に従事します。
・軽自動車からトラックまでの、点検および車検
整備、一般修理　　　　　　　　　　
・洗車や車両の引取り、納車等　　
・その他付随する業務

岩手県宮古市上鼻二丁目
４－１

有限会社　千徳自
動車整備工場

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ヶ月単位）
(1) 6時30分～14時30分

185,000円～185,000円 (2)14時00分～22時00分
(3)22時00分～ 7時00分

正社員 18歳～35歳 03030- 1390591
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

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

正社員 35歳以下 03030- 1391191
変形（１ヶ月単位）
(1) 6時00分～12時00分

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

正社員以外 18歳以上 03030- 1393391
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

フォークリフト技能者 (1) 8時30分～17時30分
160,000円～220,000円

正社員 59歳以下 03040- 1770291
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
162,000円～450,000円

正社員 不問 03060- 2257391
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

204,300円～272,400円

正社員 不問 03060- 2258691
技術士（建設）又は 変形（１年単位）

土木施工管理技士１級 (1) 8時00分～17時00分
普通自動車免許ＡＴ 300,000円～450,000円

正社員 不問 03060- 2259991
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
162,000円～450,000円

正社員 不問 03060- 2260891
薬剤師

(1) 8時30分～17時15分
237,200円～237,200円

正社員 36歳以下 03070- 2268291
看護師

(1) 8時30分～17時15分
192,200円～212,800円 (2)16時30分～ 1時15分

(3) 0時30分～ 9時15分

正社員 36歳以下 03070- 2270391
理学療法士又は

作業療法士 (1) 8時30分～17時15分
177,200円～188,500円

正社員 36歳以下 03070- 2272991
看護師

(1) 7時00分～15時45分
192,200円～212,800円 (2) 8時00分～16時45分

(3) 9時00分～17時45分

正社員 36歳以下 03070- 2274791
介護福祉士 交替制あり

(1) 7時30分～16時15分
162,700円～162,700円 (2) 9時30分～18時15分

(3)10時00分～18時45分

正社員 36歳以下 03070- 2275891

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

正社員 64歳以下 03080- 1267191
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
200,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03080- 1344891
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
192,000円～240,000円

正社員 64歳以下 03090-  932791
中型一種（８ｔ限定） 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
161,000円～250,000円

正社員 59歳以下 03090-  935591
中型自動車免許一種 変形（１年単位）
（８ｔ限定解除） (1) 8時30分～17時30分

160,000円～204,000円 (2) 9時00分～17時00分

正社員 45歳以下 04010-23340891
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
200,100円～220,800円

正社員 59歳以下 05041-  689291
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
210,000円～330,000円

正社員 不問 13120- 6348791

6

フロント業務（日勤）

2人

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

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

岩手県宮古市

フロント業務（夜勤あり）

1人

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

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

岩手県宮古市

サービスセールス（宮古
店）

1人

◎整備工場での農業機械の整備、修理作業の実施
・メンテナンス作業に必要な資格等は会社負担で
取得して頂　きます。
・必要な工具や作業着等は貸与いたします。
・農業機械等の搬送もあります。

岩手県花巻市東宮野目第
１３地割９

株式会社　みちの
くクボタ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

警備／小山田

1人

当社請負先における警備業務に従事していただき
ます
・朝トラック便などの荷物の搬入誘導
・駐車場の出入り口における車両の誘導　など


岩手県宮古市長町１丁目
９－１７

リアス環境管理
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

大型ダンプ・ミキサー車
（金ヶ崎町・岩泉町）「建

2人

建設現場において、
　大型ダンプ、ミキサー車（生コン）を運転する
仕事です。

※各種資格の取得についても、会社負担で積極的

岩手県胆沢郡金ケ崎町西
根矢来１９番地

株式会社　板宮建
設

雇用期間の定めなし

ダンプまたはミキサー車の
運転

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

建築技術者（宮古市）
「建設」

2人

○建築工事現場の施工管理全般
　安全管理・品質管理・工程管理・出来形管理・
原価管理
○パソコンを使った、資料の作成・図面作成（Ｃ
ＡＤ）

岩手県胆沢郡金ケ崎町西
根矢来１９番地

株式会社　板宮建
設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木技術者（宮古市）
　　　　　　　　「建設」

2人

＊土木工事現場の施工管理全般
　安全管理・品質管理・工程管理・出来形管理・
原価管理
・パソコンを使った資料の作成、整理・測量業
務・図面作成

岩手県胆沢郡金ケ崎町西
根矢来１９番地

株式会社　板宮建
設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木技術者（盛岡市・岩泉
町）（砂防・治山）

2人

＊土木工事現場、主に砂防・治山工事の施工管理
全般
　安全管理・品質管理・工程管理・出来形管理・
原価管理・　積算


岩手県胆沢郡金ケ崎町西
根矢来１９番地

株式会社　板宮建
設

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他
土木業務（地元建設会社、

ゼネコン、役所ＯＢ）

看護師（岩泉町）
　　　　　　　　「看護」

5人

■病棟及び外来患者さんへの看護業務及び医療の
補助等を
　行っていただきます。

・病棟、外来においての看護業務

岩手県北上市花園町一丁
目６番８号

社会福祉法人　恩
賜財団　済生会支
部　岩手県済生会雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

薬剤師（岩泉町）

2人

■調剤及び製剤、患者さんへの服薬指導等を行っ
ていただき　ます

　院内又は外来においての薬剤師業務
　・調剤及び製剤

岩手県北上市花園町一丁
目６番８号

社会福祉法人　恩
賜財団　済生会支
部　岩手県済生会雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

看護師（岩泉町：百楽苑）
　　　　　　　　　「看

2人

■特別養護老人ホーム百楽苑において利用者さん
への
　看護業務を行っていただきます。

・特養での看護業務

岩手県北上市花園町一丁
目６番８号

社会福祉法人　恩
賜財団　済生会支
部　岩手県済生会雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

理学療法士又は作業療法士
（岩泉町：百楽苑）

1人

■機能訓練業務及び利用者への包括的な援助

・入所者が食事や着替えなどで自立した生活を送
れるように
　援助を行う。

岩手県北上市花園町一丁
目６番８号

社会福祉法人　恩
賜財団　済生会支
部　岩手県済生会雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

宮古商工会共済・福祉制度
推進スタッフ（正社員募

2人

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

岩手県大船渡市盛町字中
道下２‐２５
大船渡商工会議所１階

アクサ生命保険
株式会社　盛岡支
社　大船渡営業所雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護福祉士（岩泉町：百楽
苑）　　　　　　　「介

1人

■入所・通所される方の生活援助・介護業務を
行って
　いただきます

【身体介護】食事介助・水分補給・更衣介助・整

岩手県北上市花園町一丁
目６番８号

社会福祉法人　恩
賜財団　済生会支
部　岩手県済生会雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

養豚作業員（田野畑農場）

1人

◎田野畑農場において養豚に関する作業全般に従
事して
　いただきます
・豚の飼育
・飼料の給餌（手作業・自動給餌機での給餌）

岩手県九戸郡軽米町大字
上舘３０－２３２

北栄農産　有限会
社

雇用期間の定めなし

パソコンの基本操作可能な
方

岩手県下閉伊郡田野畑村

トラック運転手

1人

●当事業所の運転手として、以下の業務を担当し
ていただき　ます。

・各荷主より依頼された鮮魚・冷凍品を輸送して
頂きます。

大船渡市立根町字細野１ 株式会社　翔洋

雇用期間の定めなし

水産物の輸送経験の有る方
（必須）

岩手県宮古市

営業［宮古市］

2人

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

宮城県仙台市若林区六丁
の目西町８－１　斎喜セ
ンタービル１階

ヤンマーアグリ
ジャパン　株式会
社　東北支社雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

通信外線工（宮古）　「建
設」

2人

ＮＴＴ通信外線工事
１　電柱新設作業・・・穴掘建柱車か移動式ク
レーン車で
　　建柱
２　架空ケーブル新設作業・・・光ケーブルまた

岩手県二戸市石切所字前
田５５－４

福岡電業　株式会
社

雇用期間の定めなし

　 岩手県宮古市

土木作業員

5人

基礎の杭打ち作業による手元作業
油圧ショベル等、重機オペレーター（クレーン）
を行っていただく場合もあります。

・現場近くの宿泊施設（朝・夕食付）を会社で負

葛飾区西亀有　４－１７
－１６

株式会社　櫻井基
工

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木作業員　【盛岡営業
所】

3人

○土木作業に従事していただきます。

　土砂の掘削や埋め戻し、コンクリート製品の敷
設、
　土管などの設置や埋設などを行ないます。

秋田県仙北市角館町下川
原４６９

有限会社　三幸商
会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他



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 350,000円～550,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 15010-13382891
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～17時45分
205,000円～330,000円

正社員 59歳以下 17010- 9903591
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

介護福祉士 (1) 9時00分～18時00分
看護師 171,420円～174,850円

正社員 不問 03010- 8920991
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

危険物取扱者（乙種） (1) 9時00分～18時00分
危険物取扱者（丙種） 144,000円～200,000円

正社員 40歳以下 03010- 9118291
普通自動車免許一種

介護福祉士 (1) 8時00分～17時00分
150,000円～160,000円

正社員 64歳以下 03030- 1396491
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

足場組立て作業主任者 (1) 8時00分～17時00分
車両系基礎工事用運転 191,200円～215,100円

いずれか

正社員 59歳以下 03030- 1398891
保育士

138,700円～219,600円

正社員 59歳以下 03030- 1399291
交替制あり
(1) 8時30分～17時30分

134,000円～209,500円 (2)19時10分～ 4時10分

正社員 18歳～34歳 03030- 1405691
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- 1406991
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～235,000円

正社員 59歳以下 03030- 1408791
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
準中型自動車免許 (1) 7時30分～16時30分

220,712円～220,712円

正社員 45歳以下 03030- 1410191
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時00分
141,200円～141,200円 (2) 8時30分～17時30分

(3) 6時30分～15時30分

正社員以外 不問 03030- 1412391
普通自動車免許二種
中型自動車免許二種 (1)21時00分～ 3時00分
大型自動車免許二種 120,640円～156,000円

いずれか

正社員 18歳～59歳 03030- 1415491
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～248,600円

正社員 64歳以下 03030- 1419591
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
180,800円～248,600円

正社員 64歳以下 03030- 1423491
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
建築施工管理技士１級 180,800円～244,080円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03030- 1425891
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時15分
160,000円～160,000円

正社員以外 不問 03030- 1427591
保育士又は 変形（１ヶ月単位）

幼稚園教諭免許 (1) 7時30分～16時30分
153,700円～157,200円 (2) 8時00分～17時00分

(3) 9時00分～18時00分

正社員以外 不問 03030- 1429091

(1)10時00分～18時00分
150,000円～160,000円

正社員 35歳以下 03030- 1430991
大型自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
188,600円～210,200円

正社員 不問 03060- 2369191

7

販売員及びホール係

2人

洋服販売とホール係の仕事をしていただきます。
・商品の陳列やレジ
・その他付随する業務
・喫茶コーナーでは注文を取り、料理やコーヒー
を運んだ　　り、食器の片付けなども担当してい

岩手県宮古市保久田３－
８

有限会社　鈴屋

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ダンプ運転手

1人

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

※現場はこれまで岩手県内の沿岸部が中心となっ
ていましたが、今後は主に県内陸部となります。

岩手県奥州市胆沢南都田
字蛸の手６０

小野寺建材

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

・大型車運転経験
・大型車の整備経験

（オイル交換やタイヤ
交換等）

事務補助

1人

・受注した仕事をセンター会員に連絡、調整業務
・書類整理、パソコン操作
・徒歩範囲の近郊に普及啓発のチラシ配布

外出用務の際は自家用車使用となります

岩手県宮古市五月町２－
１３

公益社団法人　宮
古市シルバー人材
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

クセル入力程度）
岩手県宮古市

保育士又は幼稚園教諭「保
育」

1人

０歳～６歳児までの児童保育補助を担当
・園児達の給食・お手洗いの指導
・遊び・お昼寝の見守り等
・担任の補助業務を行います


岩手県下閉伊郡山田町船
越９－２６－４

社会福祉法人　親
和会　日台きずな
保育園雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

法面作業員「建設」

1人

道路や河川など、各現場において法面作業全般を
行います。
・主に斜面から降りながらの高所作業やその他現
場作業とな　り、体力を必要とします。
・現在、田野畑・岩泉・宮古が主な現場となりま

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

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

土木施工管理「建設」

1人

土木施工における現場管理業務全般を行います。
・一般住宅から道路・河川などの公共事業の土木
工事現場に　おいて、施工・安全・品質・工程管
理など、工事の監理を　行います。
・パソコンを使用しての書類作成等もあります。

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

経験者
パソコン操作のできる方

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

運転代行運転手

2人

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

岩手県宮古市上鼻２丁目
６－２６

Ｉ’Ｓ運転代行

雇用期間の定めなし

経験者 岩手県宮古市

土木作業員「建設」

1人

一般住宅から道路・河川などの公共事業現場にお
いて、土木作業全般となり、体力を必要とした仕
事です。
・資格がある方には、除雪オペレーター、機械・
車両の運転　も行っていただきます。

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

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

宅配ドライバー

1人

生協の個人宅配配送（いわて生活協同組合様）
・セットされた食材を生協組合員様宅にお届けの
仕事
・宮古市内で１日６０～７０件の配送
・車両は１．５ｔ　ＡＴ車の小さなトラック

岩手県宮古市田鎖第８地
割１２－１いわて生活協
同組合宮古センター

株式会社　三協運
輸サービス　宮古
センター雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

生活支援員

1人

生活支援に係る業務全般となります。
・当施設利用者の日中活動（軽作業）や通院、買
い物（２～３名）の付き添いなどで、社用車を運
転
・未経験者の方大歓迎

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

月以上）

岩手県宮古市

建築技術者「建設」

1人

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

岩手県宮古市八木沢三丁
目１１－５

株式会社　菊地建
設

雇用期間の定めなし

建築施工管理業務経験者
岩手県宮古市

溶接工（宮古工場）

1人

弊社工場内での各種プラント機器の溶接作業及び
製缶作業　に従事して頂きます。
・鋼材等を取り扱うため力仕事等あり
・業務に慣れて来たら、将来は工場内で製作した
製缶品の据え付け作業等で社用車（有資格により

岩手県宮古市小山田１丁
目７

五菱工業　株式会
社　宮古作業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

保育士「保育」

3人

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

岩手県下閉伊郡田野畑村
田野畑１２０－１

社会福祉法人　田
野畑村社会福祉協
議会雇用期間の定めなし

又は 7時15分～18時30分の
間の8時間程度

岩手県下閉伊郡田野畑村

プレスオペレーター

3人

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



岩手県下閉伊郡山田町石
峠３－１７－４

和田工業株式会社
東北工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

訪問介護員「介護」

1人

町内の利用者の方のお宅に訪問し、生活援助、身
体介護等の業務を行います。
・移動は自家用車を使用していただき、交通費は
別途支給と　なります。
・未経験の方には担当者が同行いたします。

岩手県下閉伊郡山田町川
向町７番４号

有限会社　山崎タ
クシー

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

鳶工及び土工／正社員「建
設」

2人

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

岩手県宮古市山口一丁目
４－２５

株式会社　オガサ
ワラ産業

雇用期間の定めなし

建設経験者 岩手県宮古市

アシスタントパーツアドバ
イザー（宮古営業所）

1人

当社営業アシスタントとして宮古営業所において
下記の業務を行っていただきます。
・営業エリア（宮古地区）における配達業務
・商品の受発注業務
・その他、上記に付随する業務および指示された

岩手県盛岡市流通センタ
―北１丁目３－１５

日産部品岩手販売
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

福祉用具専門相談員（宮
古）

1人

お客様のお宅を訪問しての仕事になります。
・福祉用具に関する相談業務
・営業
・福祉用具の納品
・フィッテング

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

建築施工管理業務（宮古出
張所）

1人

・軽量鉄骨造建築物の施工管理
・立体駐車場の施工管理




石川県金沢市金石北３丁
目１６－１０

日成ビルド工業
株式会社

雇用期間の定めなし

建築施工管理業務 岩手県宮古市

土木技術者（施工管理業
務）岩手県内各現場

5人

○国土交通省他、中央官庁、地方自治体、ネクス
コ発注によ　る監督補助業務、積算補助業務に従
事。
（工事監督、積算業務、資料作成、各種協議等）
・勤務地は下記の通り複数あり。

新潟市中央区東大通２－
２－９－７０８

株式会社　エム
エーシー　新潟事
務所雇用期間の定めなし

土木実務経験半年以上 岩手県宮古市、他



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～218,500円

正社員 64歳以下 03100-  979791
普通自動車免許一種 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
土木施工管理技士２級 180,000円～300,000円

正社員 64歳以下 03100-  983391
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
158,900円～181,600円

正社員以外 不問 03100-  985991
土木施工管理技士２級 変形（１年単位）
土木施工管理技士１級 (1) 8時00分～17時00分
普通自動車免許一種 256,700円～501,000円

正社員 59歳以下 03100-  987791
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時30分
215,000円～420,000円

正社員 59歳以下 04010-23536591
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時30分
140,000円～245,000円

正社員 59歳以下 04010-23560191
栄養士 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
160,000円～230,000円

正社員以外 不問 04010-23758491
調理師 交替制あり

(1) 5時30分～14時30分
132,288円～169,600円 (2) 6時30分～15時30分

(3) 9時30分～18時30分

正社員以外 不問 04010-23785291
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～17時00分
166,000円～215,000円

正社員 59歳以下 13010-44307791
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～17時00分
231,000円～285,000円

正社員 59歳以下 13010-44335091
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1)10時00分～19時00分
225,000円～275,000円

正社員 不問 13010-44709691
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1)10時00分～19時00分
250,000円～270,000円

正社員 不問 13010-44714591
建築士（１級）又は 変形（１年単位）

建築士（２級） (1)10時00分～19時00分
普通自動車免許ＡＴ 305,000円～445,000円

正社員 不問 13010-44724091
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1)10時00分～19時00分
270,000円～360,000円

正社員 不問 13010-44731191
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～18時00分
175,000円～283,291円

正社員 40歳以下 03010- 9235391
臨床心理士

(1) 8時30分～17時15分
170,000円～308,000円

正社員以外 不問 03010- 9254491
精神保健福祉士又は

社会福祉士 (1) 8時30分～17時15分
170,000円～308,000円

正社員以外 不問 03010- 9257291
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 6時00分～15時00分
150,000円～220,000円

正社員 45歳以下 03030- 1432791
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
200,000円～250,000円

正社員 不問 03030- 1434291
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
184,800円～277,200円

正社員 74歳以下 03030- 1435591
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〈急募〉宮古営業所／支店
事務（ハウスコーディネー

2人

主業務はハウスアドバイザーのサポート業務
（プラン、見積作成、商談記録作成、融資立合
等）

施工管理サポート業務

パソコン（ワード・エクセ
ル・メール）操作できる方

パソコン（ワード・エクセ
ル・メール）操作できる方

〈急募〉宮古営業所／設計
監理者

2人

自社受注住宅の設計監理（営業とお客様を訪問し
住宅のプランニング、設計のまとめ、積算チェッ
ク、施工現場の法的チェック等）を行います。
全てマニュアルが完備されていますので、未経験
者の方もご安心ください。

東京都千代田区九段南２
－３－１
青葉第１ビル２階

アエラホーム株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

＜急募＞宮古営業所／施工
監理者（現場監督）

3人

木造在来住宅の施工管理業務。
安全・品質・工程の管理業務、お施主様の対応も
行います。当社が開発した進捗システムに基づ
き、写真やツールを使用して現場管理を行って頂
きます。

東京都千代田区九段南２
－３－１
青葉第１ビル２階

アエラホーム株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

東京都千代田区九段南２
－３－１
青葉第１ビル２階

アエラホーム株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

整備職（岩手県下閉伊郡）

1人

建機の整備及び、入出庫、点検 東京都中央区日本橋人形
町１－１４－８
郵船水天宮前ビル　４階

ユナイト　株式会
社

雇用期間の定めなし

ワード・エクセルの基本操
作

岩手県下閉伊郡山田町

営業職（岩手県下閉伊郡）

1人

建機レンタルの営業 東京都中央区日本橋人形
町１－１４－８
郵船水天宮前ビル　４階

ユナイト　株式会
社

雇用期間の定めなし

ワード・エクセルの基本操
作

岩手県下閉伊郡山田町

パソコン（ワード・エクセ
ル・メール）操作できる方

パソコン（ワード・エクセ
ル・メール）操作できる方

〈急募〉宮古店／ハウスア
ドバイザー（営業）

2人

モデルハウスにお越しいただいたお客様に対する
営業業務
です。
高品質、超省コスト、圧倒的な商品力を誇るアエ
ラホーム

東京都千代田区九段南２
－３－１
青葉第１ビル２階

アエラホーム株式
会社

雇用期間の定めなし

（請）栄養士［宮古市］

1人

救護施設での食事提供業務、献立作成等





宮城県仙台市青葉区一番
町１丁目２－２５　仙台
ＮＳビル５Ｆ

ジー・エイチ・ホ
スピタリティフー
ドサービス東日本
株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

（請）調理師［宮古市］

1人

救護施設での給食提供業務





宮城県仙台市青葉区一番
町１丁目２－２５　仙台
ＮＳビル５Ｆ

ジー・エイチ・ホ
スピタリティフー
ドサービス東日本
株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

岩手県宮古市

メンテナンスエンジニア
（宮古営業所）［宮古市］

1人

・建設機械及び車両等（油圧ショベル、発電機、
ダンプ等）　のメンテナンス、修理業務をしてい
ただきます。
　入出庫業務や出張整備、配達等を含みます。

宮城県仙台市青葉区中央
３丁目２－１　青葉通プ
ラザ３Ｆ

株式会社　セント
ラル　仙台営業本
部雇用期間の定めなし

建設機械のメンテナンス、
修理経験のある方

岩手県宮古市

サービス（宮古営業所）
［宮古市］

1人

・建設機械及び車両等（油圧ショベル、発電機、
ダンプ等）　のメンテナンス、修理業務をしてい
ただきます。

宮城県仙台市青葉区中央
３丁目２－１　青葉通プ
ラザ３Ｆ

株式会社　セント
ラル　仙台営業本
部雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木作業員　
　　　　　　　　　　「建

5人

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

岩手県久慈市山形町川井
９－３２－２

蒲野建設　株式会
社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

土木施工管理技士（１級）

1人

◆土木施工管理技士業務全般

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

岩手県久慈市山形町川井
９－３２－２

蒲野建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木軽作業員　　　　「建
設」

5人

◆現場にて、土木作業の仕事を担当していただき
ます。

【主な仕事内容】
＊土木工事の現場にての土工作業

岩手県久慈市山形町荷軽
部３－１８

有限会社　谷地林
業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

現場監督　　　　　　「建
設」

2人

◆土木工事現場にて、施工管理全般の仕事を担当
していただ　きます。

【主な仕事内容】
＊土木工事現場にて施工管理・工程管理・安全管

岩手県久慈市山形町荷軽
部３－１８

有限会社　谷地林
業

雇用期間の定めなし

経験年数３年以上 岩手県下閉伊郡岩泉町、他

営業（福祉用具の相談営業
宮古）

1人

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

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

岩手県紫波郡矢巾町流通
センター南１丁目７－８

株式会社　サンメ
ディカル

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

臨床心理士（宮古地域ここ
ろのケアセンター）

1人

宮古地域こころのケアセンターにおいて下記の業
務を行っていただきます。

被災者に対する相談・支援活動、支援者活動、地
域内連携促進のコーディネート、住民への普及啓

岩手県盛岡市内丸１９－
１

学校法人　岩手医
科大学

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

実務経験 岩手県宮古市

精神保健福祉士又は社会福
祉士（宮古こころのケアセ

1人

宮古地域こころのケアセンターにおいて下記の業
務を行っていただきます。

被災者に対する相談・支援活動、支援者支援、地
域内連携促進のコーディネート、住民への普及啓

岩手県盛岡市内丸１９－
１

学校法人　岩手医
科大学

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

精神保健福祉士又は社会福
祉士の実務経験

岩手県宮古市

水産加工員

1人

水産加工業務を担当していただきます。
・主にホタテの加工（殻付きホタテの箱詰め、殻
むき、貝柱　のパック詰め）
・時期により鮮魚の選別、箱詰め、ウニ、アワ
ビ、いくらの　加工もあります。

岩手県下閉伊郡山田町川
向町１６８

株式会社　川石水
産

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

運転手

2人

大型ダンプカーの運転業務に従事していただきま
す。
・主に災害復旧関連の建設現場において、土砂・
砂利等の運　搬を行います。
・現場は宮古地区及び、下閉伊地区の北部がほと

岩手県下閉伊郡岩泉町袰
野字赤鹿１０８

小本運送　有限会
社

雇用期間の定めなし

大型又はトラック運転経験
者

岩手県下閉伊郡岩泉町

土木作業員（見習い可）
「建設」

3人

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

岩手県宮古市川井８－７
６

有限会社　西澤組

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市



臨床工学技士 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分

236,900円～293,500円 (2) 8時30分～12時30分

正社員 59歳以下 03030- 1437091
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分

170,900円～219,700円 (2) 7時30分～16時30分

正社員 40歳以下 03030- 1438391
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- 1439691
看護師又は
准看護師 (1) 9時00分～18時00分

275,000円～275,000円 (2) 9時00分～17時00分

正社員 不問 03030- 1440491
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
156,000円～204,000円

正社員 64歳以下 03030- 1441791
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 7時30分～16時30分
155,100円～162,600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- 1444591

(1) 8時30分～17時15分
125,200円～144,800円

正社員以外 不問 03030- 1445191

(1) 8時00分～17時00分
131,674円～131,674円

正社員 不問 03030- 1451291
介護職員初任者研修 交替制あり

(1) 6時00分～15時00分
143,000円～149,000円 (2) 8時15分～17時15分

(3)10時15分～19時15分

正社員以外 不問 03030- 1453191
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

173,600円～260,400円

正社員以外 不問 03100- 1008391

(1) 8時00分～17時30分
195,500円～207,000円

正社員 不問 03100- 1036491
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
189,000円～217,000円

正社員以外 65歳以上 04020- 2995691
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
200,500円～329,700円

正社員 18歳～64歳 04020- 2996991
変形（１年単位）

210,000円～210,000円

正社員 35歳以下 14010-19165791
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～17時00分
178,000円～206,000円

正社員 45歳以下 03010- 9454991
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～233,000円

正社員 39歳以下 03011-  316191
玉掛技能者 変形（１年単位）

普通自動車免許一種 (1) 8時00分～17時00分
233,000円～279,600円

正社員 不問 03011-  317091
中型一種（８ｔ限定）

(1) 8時00分～17時00分
175,000円～250,000円

正社員 60歳以下 03030- 1454091
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

140,000円～180,000円

正社員 18歳以上 03030- 1457991
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
160,000円～180,000円

正社員以外 不問 03030- 1460591
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PC操作(インターネッ
ト・Word・Excelを使用
し定型フォームに入力

ができる事)

森林整備作業員

4人

山林の各現場において、下記業務に従事していた
だきます。
・下草刈、除伐、伐採作業
・現場への移動は乗り合いになります。個人車を
使用する場　合は移動費（上限有り）を支給しま

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

一般事務／田野畑

1人

一般事務全般に従事します。
・パソコンを使用して手配書類等のデーター入力
・電話、来客対応
・営業活動に関わる書類作成、見積書、請求書作
成

岩手県下閉伊郡田野畑村
菅窪３３－１４

東日本交通株式会
社　田野畑営業所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

事務経験
パソコン操作

岩手県下閉伊郡田野畑村

型枠大工（職人）【急募】
　　　　　　　　「建設」

2人

ビル・マンション等の集合住宅の型枠工事

型枠を作製し、現場に搬入・設置し工事を行いま
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

型枠大工経験がある方（必
須）

岩手県宮古市、他

収集車運転業務

1人

ゴミ収集車の運転業務に従事していただきます。
・４ｔ車の運転となります。
・エリアは岩泉町内より収集し、宮古市までの運
搬
・その他付随する業務

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字鼠入川６６

中央第一総合　有
限会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

営業（盛岡支店・北上支
店・宮古支店）

4人

◆損害保険・生命保険の代理店営業業務を担当し
ていただき　ます。

○１年ほどの研修期間（三井住友海上火災保険
（株）で、　　必要となる資格、免許取得のプロ

岩手県盛岡市大通３丁目
３－１０　七十七日生盛
岡ビル　９階

ＭＳ北東北　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

型枠大工（職人見習い）
　　　　　　　　「建設」

2人

ビル・マンション等の集合住宅の型枠工事

入社後は現場の準備・片付け、資材運搬など型枠
大工職人の全体的なサポートをしながら、型枠加
工・取り付け作業等のノウハウを覚えていただき

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

臨床工学士

2人

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

岩手県宮古市大通一丁目
３－２４

後藤泌尿器科皮膚
科医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護補助員「看護」

1人

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

岩手県宮古市大通一丁目
３－２４

後藤泌尿器科皮膚
科医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

看護師及び准看護師「看
護」

1人

さかもと眼科クリニック内において、看護業務全
般を担当していただきます。
・外来患者様に対する処置、検査、診察介助
・手術日は、手術室での業務あり
・その他、付随する業務

岩手県宮古市向町４－４
１

さかもと眼科クリ
ニック

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

溶接工

2人

ステンレス製プールの製作・工程で、切断・組
立・本付溶接に従事して頂きます。主に、公共
（学校等）のプール設置で、全国広域出張があり
ます。その他に建設物等の鉄骨工事もあります。


岩手県下閉伊郡山田町豊
間根５－３１－７

有限会社　小原工
業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

支援員・介護職（臨時）
「介護」

2人

利用者の支援及び介護業務を行います。
・日常の食事、入浴、レクレーション等の介助
・施設車を運転し送迎（各施設により使用車は異
なります　　が、軽自動車、ハイエースなど）
・シフトにより（１）～（４）の時間の交替勤務

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

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

パン製造

1人

本社店舗において、パン製造業務に従事し主に下
記の仕事を行います。
・焼成作業…前日に準備しておいたパンをオーブ
ン等で焼き　　　　　　上げます
・仕込み　…他の担当者が作ったパン生地を既定

岩手県宮古市保久田２－
２０

有限会社　西野屋

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護員（交代制／養護老人
ホーム清寿荘）「介護」

1人

当施設において介護業務に従事
・食事、入浴、排せつ等の日常生活全般に対する
介助・介護
・その他レクリエーションなど
・入所者おおよそ５０名を約１５名の介護員で

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

土木作業員型枠大工鉄筋工
鳶工オペレーター左官工

2人

＊公共工事（道路、河川に係る作業）
＊民間工事
＊大手下請工事
「建設」


岩手県久慈市大川目町６
－１６－２

株式会社　エスエ
ステック

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

アルミサッシ取付工見習い

1人

＊ドア、窓枠に係るアルミサッシの取付の係る補
助業務全般　を担当していただきます。
＊作業準備、作業後の清掃業務
　
○会社へ出勤後、会社の車で現場へ移動します。

岩手県久慈市天神堂第３
５ー１４－３

片岸工業　　片岸
四雄

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

（臨）綜合警備業務【岩手
県宮古市】（６５歳以上）

13人

交通誘導、駐車場警備、列車見張り等の仕事で
す。

＊安全誘導業務です。
＊研修を７日間、本社（石巻市）にておこないま

宮城県石巻市双葉町１番
１９号

ＡＳＰ　株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

綜合警備業務【岩手県宮古
市】

13人

交通誘導、駐車場警備、列車見張り等の仕事で
す。

＊安全誘導業務です。
＊研修を７日間、本社（石巻市）にておこないま

宮城県石巻市双葉町１番
１９号

ＡＳＰ　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

携帯電話の販売受付スタッ
フ（正）／ドコモショップ

2人

ショップ運営に関する様々な業務に携わって頂き
ます。
・携帯電話販売や各種手続き業務
・お客様からのご相談対応
・販売促進の為のポップ作成、ディスプレイ変更

横浜市西区みなとみらい
２－３－３　クィーンズ
タワーＢ２６階

アイ・ティー・
エックス　株式会
社雇用期間の定めなし

又は 9時30分～19時30分の
間の8時間

岩手県宮古市



看護師又は 交替制あり
准看護師 (1) 7時00分～16時00分

173,936円～333,800円 (2) 8時00分～17時00分
(3)13時00分～22時00分

正社員 59歳以下 03030- 1462091
栄養士 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
161,600円～197,200円 (2) 5時30分～14時30分

(3) 7時30分～16時30分

正社員以外 不問 03030- 1463391
介護支援専門員 変形（１ヶ月単位）

普通自動車免許ＡＴ (1) 7時30分～16時30分
162,600円～197,200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- 1465991
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

140,000円～160,000円

正社員 59歳以下 03030- 1466491

(1) 8時30分～17時30分
130,650円～130,650円

正社員以外 不問 03030- 1468891
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

車両系基礎工事用運転 (1) 8時00分～17時00分
車両系整地掘削用運転 242,000円～352,000円

正社員 64歳以下 04010-24609091

(1) 7時30分～16時30分
130,000円～135,000円

正社員以外 不問 02030- 4155391
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分
156,000円～239,000円

正社員 40歳以下 03010- 9461691
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

162,800円～182,000円

正社員 61歳以下 03010- 9570891
大型自動車免許二種 変形（１ヶ月単位）

124,000円～135,000円

正社員以外 不問 03010- 9572591
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）
警備員検定試験２級 (1) 8時00分～17時00分

又は 198,000円～220,000円
警備員検定試験１級

正社員以外 18歳以上 03010- 9605091
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
176,000円～220,000円

正社員以外 18歳以上 03010- 9606391
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）
警備員検定試験２級 (1) 8時00分～17時00分

又は 198,000円～220,000円
警備員検定試験１級

正社員以外 18歳以上 03010- 9607691
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
176,000円～220,000円

正社員以外 18歳以上 03010- 9609491
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）
警備員検定試験２級 (1) 8時00分～17時00分

又は 198,000円～220,000円
警備員検定試験１級

正社員以外 18歳以上 03010- 9612191
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
176,000円～220,000円

正社員以外 18歳以上 03010- 9614391
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 03020-  820691
変形（１ヶ月単位）
(1) 6時00分～15時00分

132,500円～148,400円 (2) 8時45分～17時45分
(3)10時30分～19時30分

正社員以外 不問 03030- 1469291
変形（１年単位）
(1) 7時00分～16時00分

140,000円～160,000円 (2)17時00分～ 2時00分

正社員 59歳以下 03030- 1470091
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)10時30分～19時30分

正社員以外 63歳以下 03030- 1475791

10

バックホー運転手［宮古市
／下閉伊郡岩泉町／盛岡

5人

道路の新設、住宅造成、改良や災害復旧工事の現
場でのバックホー等重機作業のお仕事です。
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

オイルシールの仕上げ・検
査

3人

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


岩手県下閉伊郡岩泉町小
本字長内２６

岩手アライ　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

クリーンスタッフ

1人

運行後の車両内の清掃が主な仕事内容となりま
す。
・基本１名での作業
・ゴミ収集、床拭き、シートの汚れ取り、トイレ
清掃

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

栄養士（臨時職員）

1人

施設利用者の食事全般の栄養指導と献立の作成を
行います。
・４施設の共同献立（朝食、昼食、夕食約３００
食他弁当）　の作成と栄養指導
・食材の発注業務

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
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

介護支援専門員（臨時職
員）「介護」

2人

利用者の支援、健康管理業務、ケアプランの作
成、相談業務に従事します。
・利用者への支援や関係機関への連絡調整など
・訪問外出用務の際は施設車（ＡＴ車）を利用
・シフトにより（１）～（４）の時間の交替勤務

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
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

看護師・准看護師「看護」

1人

施設入居者（１２０名）の健康管理業務に従事。
・バイタルチェック
・処置、投薬
・通院同行
・経管栄養管理等

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

調理（岩手県宮古市田老）

1人

学校給食センター内での調理業務全般を行ってい
ただきます
（準備、後片付け、掃除も含む）

＊１０００食分を１２名で調理しています。

弘前市田園４－１１－９ 一冨士フードサー
ビス株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業（宮古営業所）

1人

病院、介護施設、医療機器等レンタル先を訪問
し、福祉用具・在宅医療機器等の相談、販売、レ
ンタル、メンテナンス等を行う営業の仕事です。

＊営業エリアは宮古市近郊の病院、介護施設等

岩手県盛岡市湯沢１６地
割１５番地８

株式会社　ケア・
テック

雇用期間の定めなし

パソコン操作のできる方
（ワード・エクセル）

岩手県宮古市

バス運転士（宮古地区各営
業所）

5人

乗合バス、貸切りバスの運行による旅客輸送
（５５人乗大型）

※未経験の方もご応募受付ます。
※大型自動車第２種運転免許取得者歓迎

岩手県盛岡市厨川１－１
７－１８

岩手県北自動車
株式会社

雇用期間の定めなし

又は 0時00分～23時59分の
間の7時間以上

岩手県宮古市、他

バス運転士（嘱託運転士）

5人

乗合バス又は貸切バスの運転業務を行っていただ
きます。

＊配属先については本人の希望を考慮し決定


岩手県盛岡市厨川１－１
７－１８

岩手県北自動車
株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

バスの乗務経験者
又は 0時00分～23時59分の
間の7時間以上

岩手県宮古市、他

普通自動車運転免許取得後
３年以上経過していること

警備員Ａ（日給／岩泉支
社）（有資格者）

5人

交通誘導警備、施設警備
（巡回、常駐、出入管理、列車見張）
機械警備機動要員

＊交通誘導警備、施設警備、ＪＲ列車見張などに

岩手県盛岡市大通３丁目
９番１７－２０１号

株式会社　Ｍ・
Ｋ・Ｇ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

警備員Ｂ（日給／岩泉支
社）

10人

交通誘導警備、施設警備
（巡回、常駐、出入管理、列車見張）
機械警備機動要員

＊交通誘導警備、施設警備、ＪＲ列車見張などに

岩手県盛岡市大通３丁目
９番１７－２０１号

株式会社　Ｍ・
Ｋ・Ｇ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

警備員Ａ（日給／宮古支
社）（有資格者）

5人

交通誘導警備、施設警備
（巡回、常駐、出入管理、列車見張）
機械警備機動要員

＊交通誘導警備、施設警備、ＪＲ列車見張などに

岩手県盛岡市大通３丁目
９番１７－２０１号

株式会社　Ｍ・
Ｋ・Ｇ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

警備員Ｂ（日給／宮古支
社）

10人

交通誘導警備、施設警備
（巡回、常駐、出入管理、列車見張）
機械警備機動要員

＊交通誘導警備、施設警備、ＪＲ列車見張などに

岩手県盛岡市大通３丁目
９番１７－２０１号

株式会社　Ｍ・
Ｋ・Ｇ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

警備員Ａ（日給／山田支
社）（有資格者）

5人

交通誘導警備、施設警備
（巡回、常駐、出入管理、列車見張）
機械警備機動要員

＊交通誘導警備、施設警備、ＪＲ列車見張などに

岩手県盛岡市大通３丁目
９番１７－２０１号

株式会社　Ｍ・
Ｋ・Ｇ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

警備員Ｂ（日給／山田支
社）

10人

交通誘導警備、施設警備
（巡回、常駐、出入管理、列車見張）
機械警備機動要員

＊交通誘導警備、施設警備、ＪＲ列車見張などに

岩手県盛岡市大通３丁目
９番１７－２０１号

株式会社　Ｍ・
Ｋ・Ｇ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

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

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あり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市、他

調理員

1人

介護老人保健施設の利用者への給食調理業務に従
事していただきます。
・朝食、夕食は約８５食分。昼食は通所リハビリ
利用者を含　め、約１２０食分の調理
・下ごしらえ、盛り付け、食器洗浄など

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

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

オイルシール成形オペレー
ター

3人

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

岩手県下閉伊郡岩泉町小
本字長内２６

岩手アライ　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

介護職員／正社員
「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



大型自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

190,400円～238,000円

正社員 64歳以下 03030- 1476891
危険物取扱者（乙種） 変形（１ヶ月単位）

又は (1) 7時00分～16時00分
危険物取扱者（丙種） 139,784円～187,280円 (2) 9時00分～18時00分
普通自動車免許一種

正社員以外 不問 03030- 1478591
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 195,000円～260,000円
電気工事施工管理２級

無期雇用派遣 59歳以下 03040- 1889691
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時45分～17時45分
160,000円～300,000円

正社員 40歳以下 03070- 2410191
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大型トラック運転手兼土木
作業員「建設」

1人

大型トラック、ダンプ（１０ｔ）の運転業務に従
事していただきます。
・主に土砂、重機、資材などの運搬
・現場は宮古市内、下閉伊地区
・松山地区の資材置き場に集合

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

大型トラック、ダンプの運
転経験者

岩手県宮古市

ガソリンスタンド販売員

1人

田老町漁業協同組合給油所（ＥＮＥＯＳ）におい
て、以下の業務を行っていただきます。
・車両の誘導、給油、窓ふき
・タイヤ交換、オイル交換
・その他付随する業務

岩手県宮古市田老三丁目
２番１号

田老町漁業協同組
合

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

土木・又は電気技術者「建
設」

1人

◎派遣先にて、岩手県および県内市町村が発注す
る土木及び　電気の工事積算又は工事監督。

・予算書作成
・積算資料作成

岩手県花巻市石神町４１
７

ＭＤＤ　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、ＣＡＤ

岩手県宮古市、他

営業（宮古支店）

1人

○生命保険・損害保険の既契約者への契約保全を
しながら併　せて新規契約の募集販売業務です。
　保険商品や金融知識を身につけ、自然災害や業
務災害など　の多様なニーズやリスクに対する提
案業務を通し、地域社　会に貢献できる仕事で

岩手県北上市川岸３－１
０－２

株式会社　東北永
愛友商事岩手（本
社）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市


