
普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～17時00分

128,000円～144,000円

正社員以外 不問 03010-14098491
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
220,000円～264,000円

正社員 不問 03010-14161791
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分
137,600円～285,200円

正社員 不問 03030- 2131591
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分
140,000円～140,000円

正社員 30歳以下 03030- 2132191
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- 2133091
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- 2134391
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- 2141091
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
普通自動車免許ＡＴ

正社員 59歳以下 03030- 2142391
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- 2143691
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- 2146791
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

フォークリフト技能者 (1) 6時00分～16時00分
163,100円～163,100円

正社員以外 不問 03030- 2147891
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- 2149591
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- 2150391
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- 1564391
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 04010-38076291
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
228,000円～300,000円

正社員 18歳～59歳 04010-38130291
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- 2021691

(1)15時30分～ 0時00分
131,445円～131,445円

正社員以外 18歳以上 07010- 8319691

1

エステ・リラクゼーション
サロン／浄土ヶ浜パークホ

2人

・旅館内のリラクゼーションサロン内における施
術業務、接客業務

＊施術歩合手当あり

福島県福島市南矢野目字
三角田８

株式会社　エス
アールイー

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

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

施工管理補助（建築課）
［盛岡市、釜石市、宮古

1人

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

宮城県仙台市青葉区本町
２丁目１０－３３　第２
日本オフィスビル７階

株式会社　オンサ
イト

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

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）
※遠方が現場の場合、旅館や借り上げアパート等
に宿泊とな　ります。その場合は現場によります

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

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

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

水揚げ作業員

2人

魚市場にて、鮮魚水揚げ作業補助に従事していた
だきます。
・トロール船からの水揚げ作業補助
・かごの洗浄や、場内及び使用容器の洗浄等
・フォークリフトを運転し、船のタンクから計量

岩手県宮古市光岸地４番
４０号

宮古漁業協同組合

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

フォークリフト運転 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

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

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

介護職員／正社員以外（有
料老人ホーム）「介護」
《急募》 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

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
　

パソコン操作(基本入力)
自動車整備経験 岩手県下閉伊郡山田町

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

事務

1人

司法書士の指示に基づく、補助的な事務処理業務
を行います。
・電話、来客対応
・社用車を使用しての顧客先への書類受取り並び
に完了書類お届けをする事から始めていただきま

岩手県宮古市小山田２丁
目３番１号

司法書士　昆裕司
事務所

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード、エ
クセル入力可能な方）

岩手県宮古市

塗装工

1人

主に一般住宅の屋根、外壁塗装や公共施設改修工
事等に従事します。
＊高圧洗浄機を使用し屋根、壁等の洗浄（高所作
業）
＊窓ガラス養生作業

岩手県下閉伊郡岩泉町尼
額字下坪２６－１０

誠和コーティング
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

重機オペレーター・作業員
「建設」

2人

・重機による宅地造成、地盤改良作業。（コング
ロエンジニアリング（株）からの受注業務）
・補助的作業として検査用の土採取、現場清掃、
写真撮影を行っていただきます。
・冬期には除雪作業あり。

岩手県盛岡市山岸３丁目
２０－８

株式会社　アイ・
クリーン

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

事業所名
求人番号

現場事務（宮古市区界）

1人

当社現場事務所において、以下の業務を担当して
いただきます。
・伝票起票
・電話応対、来客応対
・パソコン操作（ワード、エクセル）

岩手県盛岡市仙北３－１
７－６

大成ロテック株式
会社　東北支社
北東北事業所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）
岩手県宮古市

     （6月7日時点の内容です）

　　６月４日　から　６月７日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　６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

◎ 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 

令和元年６月１３日発行  



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- 7244691
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 03010-14071491
准看護師 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時20分～17時20分
165,700円～225,900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- 2073491
作業療法士

(1) 8時20分～17時20分
200,000円～244,800円

正社員 59歳以下 03030- 2074791
理学療法士

(1) 8時20分～17時20分
200,000円～244,800円

正社員 59歳以下 03030- 2075891

170,000円～170,000円

正社員以外 不問 03030- 2077591
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- 2078191
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- 2079091
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- 2080991
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- 2081491
看護師

普通自動車免許ＡＴ (1) 8時30分～17時15分
186,800円～262,800円

正社員以外 不問 03030- 2082791
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～18時00分

163,000円～217,000円 (2) 8時00分～21時00分
(3) 8時00分～13時50分

正社員 不問 03030- 2085591
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
171,200円～171,200円

正社員以外 不問 03030- 2086191
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
137,000円～142,500円

正社員 不問 03030- 2087091
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
203,300円～203,300円

正社員以外 不問 03030- 2088391
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- 2090491
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- 2097391
大型自動車免許二種 変形（１年単位）

161,500円～200,000円

正社員以外 不問 03030- 2099991

(1) 8時30分～17時30分
123,624円～130,896円

正社員以外 不問 03030- 2101391
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

186,400円～302,900円

正社員 不問 03030- 2102691

2

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

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。
・使用する車両は個人の車（別途車両手当支給）

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

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

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

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

販売員／契約社員

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（紳士服の
コナカ宮古店）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

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

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

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

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

看護師／そら・ちふな「看
護」

1人

・グループホーム利用者（障がい者・約３０名）
の健康状態の確認、通院支援、服薬管理、その他
日中活動の支援など
・パソコンを使用しての業務報告（簡単な入力程
度）

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）
簡単なパソコン操作（文書

入力程度）
岩手県宮古市

セールスドライバー（正社
員）

1人

・宅配便の集荷及び配達
・宮古市内を２ｔ車で運転しての集配業務
＊社内規定に従い、初めは乗務見習いとして配達
の仕分け、端末操作方法、お客様との接し方など
を同乗しながら覚えていただきます。

岩手県宮古市長町二丁目
１－３２

ヤマト運輸　株式
会社　宮古支店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ダンプ運転手

1人

ダンプの運転となります。範囲は宮古市内・山田
地区となり、プラント（生コンクリート製造工
場）までの現場間の運搬です。
＊未経験の方も指導しますので、安心して応募下
さい。

岩手県宮古市実田一丁目
４番３７号

ＳＢＳフレイト
サービス　株式会
社　宮古営業所雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

大型運転手（長距離）／正
社員

1人

大型トラック（１０ｔ車）の長距離運転手に従事
していただきます。
・主に、関東方面（東京都・神奈川県・千葉県）
や県内外への運転作業
・一般貸切業務

岩手県宮古市実田一丁目
４番３７号

ＳＢＳフレイト
サービス　株式会
社　宮古営業所雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

大型運転手（長距離）

1人

大型トラック（１０ｔ車）の長距離運転手に従事
していただきます。
・主に関東方面（東京都・埼玉県・神奈川県・千
葉県）や県内外への運転作業
・一般貸切業務

岩手県宮古市実田一丁目
４番３７号

ＳＢＳフレイト
サービス　株式会
社　宮古営業所雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

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

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

運転手（田野畑）

2人

バスの運転業務を担当していただきます。
・村民バスの運転・管理業務
・大型バス、中型バス、小型バスでホテルや学
校、葬儀等の送迎バスの貸切運転業務
・その他、指示された業務及び上記に付随する業

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）

又は 5時30分～19時30分の
間の7時間程度

岩手県下閉伊郡田野畑村

加工業務

5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

現場作業員「建設」

1人

・復興道路の建設工事、道路清掃
・一般住宅の基礎工事、外壁工事

＊大規模な現場での作業となり、次々と完成する
道路工事に関わるやりがいのある仕事です。

岩手県宮古市西町３丁目
２－２８

旭総業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他



変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

151,200円～216,000円

正社員 18歳～64歳 03030- 2103991
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- 2109191
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

133,728円～168,000円 (2)20時30分～ 5時30分

正社員以外 18歳以上 03030- 2112491
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- 2115291

(1) 8時00分～17時00分
140,400円～183,600円

正社員 18歳～64歳 03030- 2116591
保育士 変形（１ヶ月単位）

146,000円～175,000円

正社員 59歳以下 03030- 2124191
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～16時30分
198,000円～198,000円

正社員以外 不問 03030- 2125091
小学校教諭免許又は

中学校教諭免許 (1) 8時00分～16時30分
159,300円～270,400円

正社員以外 不問 03030- 2128991

(1) 8時30分～17時15分
131,460円～152,040円

正社員以外 不問 03030- 2129491
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

133,728円～151,200円

正社員以外 不問 03030- 2130291
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1)10時00分～19時00分
149,400円～160,600円

正社員 64歳以下 04010-37596791
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1)10時00分～19時00分
149,400円～160,600円

正社員 64歳以下 04010-37597891
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 05010-10843591
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 27080-17081091
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 27080-17083691
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時00分
130,302円～130,302円

正社員以外 不問 03030- 2161491
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
普通自動車免許ＡＴ 138,000円～151,100円

正社員 64歳以下 03030- 2163891
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- 2164291
診療放射線技師

(1) 8時30分～17時30分
180,000円～300,000円 (2) 8時30分～12時30分

正社員 不問 03030- 2166191
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- 2167091

3

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

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

精密機械加工

2人

大きくても手のひらサイズ位の精密金型部品を製
作するお仕事です。微細な精密金属パーツを、フ
ライス盤、平面研磨盤、ＮＣプロファイルグライ
ンダ、マシニング、放電加工機などを使用し製作
します。

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

水産加工／正社員

1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

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

保育士「保育」

1人

園児の保育（１歳～６歳までのクラスの保育業
務）を行っていただきます。
・担任の補助から始めていただき、いずれはクラ
ス担任をもっていただきます
・担当クラスは現段階では未定。就業場所はご相

岩手県宮古市赤前第３地
割１４－１１

社会福祉法人　慈
愛会

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

運転手（タンクローリー）

1人

タンクローリーの運転に従事していただきます。
　・化学薬品の運搬業務となります。
　（宮古市から下記運搬地）



岩手県宮古市磯鶏二丁目
４－２３

株式会社　カクヒ
ロ陸運

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

小学校講師

2人

小学校において担任業務又は教科の少人数指導を
行っていただきます。
・教科指導の準備
・生徒指導　等


岩手県宮古市五月町１－
２０　宮古合同庁舎内

宮古教育事務所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン操作（ワード、エ
クセル）できる方

岩手県宮古市、他

一般事務補助／宮古土木セ
ンター

1人

宮古土木センターにおいて、事務補助業務を行っ
ていただきます。
・パソコン（ワード・エクセル）を使用しての
データ入力
・各種書類のコピー　　　

岩手県宮古市五月町１番
２０号　宮古地区合同庁
舎内

岩手県沿岸広域振
興局

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作できる方

岩手県宮古市

精密部品の検査

2人

空調の効いた明るい工場内で座って作業して頂き
ます。
拡大鏡や顕微鏡を使用し携帯電話、デジタルカメ
ラなどに用いられる精密電子部品（コネクタ）の
検査をして頂きます。細かい作業が得意な方に最

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

イエローハット店頭販売ス
タッフ［宮古市］

3人

・カー用品の販売、レジ業務、簡単な事務処理業
務
・作業の受付、接客、品出し、発注、売場作り等

※自動車についての難しい知識がなくても大丈

宮城県仙台市太白区西多
賀４丁目４－１７

株式会社　ホット
マン　（イエロー
ハットＦＣ）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

イエローハット軽整備ス
タッフ［宮古市］

3人

・主にタイヤ交換、オイル交換などのピット作業
全般
・カー用品等の販売、商品陳列、お客様対応

※自動車についての難しい知識や技術がなくても

宮城県仙台市太白区西多
賀４丁目４－１７

株式会社　ホット
マン　（イエロー
ハットＦＣ）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

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

商品（生花）管理

1人

宮町工房にて、店頭に並べる前の生花管理を行っ
ていただきます。
・水やり、花束ね等の業務
・その他上記に付随する業務


岩手県宮古市山口３－１
６－９

有限会社　摂待生
花店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員「介護」

1人

ゆうゆうデイサービスサンターにおいて介護業務
全般を行っていただきます。
・送迎時及び入浴時の介助
・食事の介助及びトイレ誘導、見守り
・レクリエーション

岩手県宮古市八木沢第５
地割８５番地１

合同会社ライフサ
ポート・ゆうゆう

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

診療放射線技師

1人

診療放射線技師に従事していただきます。
・外来患者様への一般撮影、ＭＲＩ撮影
・撮影までの患者様誘導、対応
・画像処理、解析、説明、報告
・患者様への説明、相談業務

岩手県宮古市栄町２－５
カリヤビル５Ｆ

木澤内科・脳神経
内科クリニック

雇用期間の定めなし

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



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- 2168391
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
大型特殊自動車一種 (1) 8時00分～17時30分

移動式クレーン運転士 184,000円～345,000円

正社員 64歳以下 03030- 2170491
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時30分
184,000円～345,000円

正社員 64歳以下 03030- 2171791
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

車両系整地掘削用運転 (1) 8時00分～17時30分
184,000円～345,000円

正社員 64歳以下 03030- 2172891

(1) 8時40分～17時20分
135,320円～135,320円

正社員以外 不問 03030- 2152991
採石業務管理者

(1) 8時00分～17時00分
300,000円～300,000円

正社員 不問 03030- 2155891
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- 2157591
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
208,800円～278,400円

正社員 不問 03030- 2158191
大型自動車免許二種

(1) 8時30分～17時30分
200,000円～380,000円

正社員 64歳以下 03030- 2159091
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時00分
150,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03080- 2110991
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 03010-14213091
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 03010-14216991
車両系整地掘削用運転 変形（１年単位）
普通自動車免許一種 (1) 8時00分～17時00分

220,000円～220,000円

正社員 不問 03060- 3795591
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 04010-38627491
土木施工管理技士２級

(1) 8時30分～17時30分
350,000円～480,000円

正社員 59歳以下 04010-38789191
変形（１ヶ月単位）
(1) 9時30分～18時15分

162,750円～244,125円 (2)11時00分～19時45分
(3)12時15分～21時00分

正社員以外 不問 13040-74088991
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 13040-74182391
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 13040-75175191

(1) 9時30分～17時30分
150,000円～180,000円

正社員以外 不問 13070-53243791
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- 2816191

4

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

クレーンオペレーター「建
設」

1人

建設現場において、
・クレーン機械操作
・一般新築住宅材料吊
・防潮堤建設現場等の積み込みなどの業務に従事


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

岩手県下閉伊郡山田町

ＣＡＤオペレーター

1人

事務所または建設現場において、
・図面作成のためのＣＡＤ作業業務に従事となり
ます。
・現在一般住宅や橋桁、防潮堤など様々な工事を
行っており、その工事に係る業務となります。

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

パソコン操作（ワード・エ
クセル）の出来る方

岩手県下閉伊郡山田町

重機オペレーター「建設」

1人

建設現場において
・車両系機械操作
・大型ダンプへの積み込み等の業務を行っていた
だきます。


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

岩手県下閉伊郡山田町

事務補助

1人

事務補助業務に従事していただきます。
・主に設計補助
・各文書作成・コピー
・照会作業などの業務
・その他に来客者の応対等

岩手県宮古市太田一丁目
３番７号

東北電力株式会社
宮古電力センター

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

パソコン操作（ワード・エ
クセル）のできる方

岩手県宮古市

採石業務管理責任者

1人

採石業務管理従事します。
・採石場において採石管理
・安全管理
・重機管理
経験によって賃金は相談可能です。

岩手県下閉伊郡岩泉町袰
野字赤鹿２２８番１

日建石材　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

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

重機オペレータ

2人

岩泉町中里地区の当社生コン工場内において重機
オペレータ業務に従事していただきます。
・ローダなどの重機を操作して、砕石やコンク
リート製品の運転作業
・その他、上記に付随する業務

岩手県下閉伊郡岩泉町門
字中瀬５１－８

小野新建設　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（岩泉営業所）

1人

岩泉営業所において、運転手業務を行っていただ
きます。
・大型バス・中型バス・小型バスでホテルや学
校、葬儀等の送迎バスの運転
・その他指示された業務及び上記に付随する業務

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字鼠入川６６

東日本交通　株式
会社　岩泉営業所

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

養豚作業員（宮古農場）

1人

当社の宮古農場にて、下記の業務を担当して頂き
ます。
・豚の飼育及び管理
　　（豚の移動、餌の量の設定、豚舎の清掃等）
・豚の糞尿処理

岩手県気仙郡住田町上有
住字新田３５６

有限会社　ありす
畜産

雇用期間の定めなし

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

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

重機運転手（宮古市）

1人

・キャリアダンプ（水タンク）で水の運搬作業
・木材伐採後の根株の小割、破砕作業
・バックホーで整地、機材の小運搬
・その他、付随する業務


岩手県奥州市水沢佐倉河
字向川原９０

有限会社　昆野建
設

雇用期間の定めなし

　建設機械の運転（１年程
度）

岩手県宮古市

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。
＊多種多様なの物件に携わることも可能ですの
で、就業環境に関してのご相談はお気軽にどう

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

発注者支援業務［宮古市］

3人

国土交通省東北地方整備局による公共工事の発注
者支援、施工管理、工事関係資料作成、積算等の
補助業務に従事して頂きます。



宮城県仙台市青葉区小田
原５丁目２－５６　スタ
ジオサイキビル２階

株式会社　エム
エーシー　仙台支
店雇用期間の定めなし

国交省発注土木工事の施工
管理経験者

岩手県宮古市

ジュエリー販売スタッフ
（マリンコープＤ０ＲＡ

1人

マリンコープＤＯＲＡ内のジュエリー・アクセサ
リーショップ「エステール」で接客販売及び関連
事務作業をお願いします。商品知識等は教育を
しっかり行いますので、未経験の方も安心です！
※長期勤務できる方歓迎！

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

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

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

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

同行常葉（契約社員）

1人

＊オリジナル化粧品を岩手県学校生活協同組合の
方と同行して、小・中・高校の先生方に案内して
いただきます。（ご愛用者多数おります）
＊直行直帰の募集です。
＊自家用車を使用『諸経費は会社負担』

東京都渋谷区代々木３－
４５－２　西参道Ｋハウ
ス２階

株式会社リード

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

施工管理者（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


