
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり
(1) 9時30分～18時30分

131,040円～142,800円 (2)11時00分～20時00分

正社員以外 不問 03020- 1073091
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時30分～19時00分
140,000円～285,000円

正社員 59歳以下 03020- 1074391
動物取扱責任者 変形（１年単位）

(1) 7時00分～16時00分
138,000円～148,350円 (2) 8時00分～17時00分

(3) 9時00分～18時00分

正社員以外 64歳以下 03030- 1921091
電気工事士（第２種）
高所作業車運転技能者 (1) 7時00分～16時30分
普通自動車免許一種 432,000円～648,000円

正社員 64歳以下 03030- 1922391
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
155,000円～155,000円

正社員 59歳以下 03030- 1923691
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- 1924991
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～339,000円

正社員 不問 03030- 1926791
調理師

(1) 3時00分～ 9時00分
193,600円～220,000円 (2)17時00分～19時00分

正社員以外 18歳以上 01240-11602591
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
166,000円～192,000円

正社員 35歳以下 03010-13562691
交替制あり
(1) 7時30分～16時15分

127,078円～176,813円 (2) 8時30分～17時15分
(3)10時45分～19時30分

正社員以外 不問 03030- 1915691
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- 1916991

(1) 8時00分～17時00分
237,600円～259,200円

正社員 不問 02050- 1463991
準中型自動車免許 変形（１年単位）

(1) 7時00分～16時00分
156,422円～185,822円

正社員 不問 03030- 1909491

134,160円～134,160円

正社員以外 不問 06030- 4990691
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時30分
200,000円～200,000円 (2)17時00分～ 0時30分

正社員 18歳～34歳 03010-13413091
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

175,000円～175,000円 (2)17時00分～ 0時30分

正社員 18歳～34歳 03010-13414391
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- 1904191
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
284,000円～327,000円

正社員 59歳以下 03030- 1906391

1

     （6月3日時点の内容です）

　　５月２８日　から　６月３日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　６月１３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

販売員／正社員以外（セカ
ンドストリート宮古店）

1人

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

岩手県釜石市上中島町２
－２－３３

株式会社　トータ
ル・リユース（セ
カンドストリー
ト・ドキドキ）

雇用期間の定めなし

又は 9時30分～20時00分の
間の8時間

岩手県宮古市

販売員／正社員（セカンド
ストリート宮古店）

1人

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

岩手県釜石市上中島町２
－２－３３

株式会社　トータ
ル・リユース（セ
カンドストリー
ト・ドキドキ）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

動物取扱責任者

1人

施設管理課に配属され、動物取扱責任者として従
事していただきます。
・ドッグラン・ドッグホテルの維持管理・来客対
応
・グリーンピアの施設内外の環境整備も行ってい

岩手県宮古市田老字向新
田１４８

株式会社　グリー
ンピア三陸みやこ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

電気工事士

1人

トンネル工事中の坑内および郊外にて下記の作業
に従事
・電線および通信線延伸、照明取付
・分電盤取付
・電気トラブルなどへの対応

岩手県宮古市川井第１地
割６０－１４

吉田西豊建設株式
会社　川井出張所

雇用期間の定めなし

電気工事経験者 岩手県宮古市

制作ＰＣオペレーター

1人

ポスター・チラシ・冊子など印刷物のデザインを
する業務をしていただきます。
・専用ソフトを使用して、原稿作成・レイアウ
ト・デザイン編集を行い、データ版下を製作しま
す。

岩手県宮古市松山５－１
３－６

株式会社　文化印
刷

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

配管工（衛生・空調設備工
事）「建設」

1人

商業施設、住宅、マンション、アパート等の配管
工の業務を行っていただきます。
・配管工事、給水設備工事、排水設備工事、衛生
設備工事等
・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

岩手県下閉伊郡山田町

建設会社寮の住込み調理師
（岩手県）

1人

〇朝食・弁当・夕食の調理と配膳（６０食程度）
〇食器の洗浄と清掃

上記の業務に従事していただきます。


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

一般事務（宮古支店）

1人

当社宮古支店における一般事務業務を行っていた
だきます。
・パソコン操作
　（請求書や納品書等の伝票入力、表作成、文書
作成）

岩手県盛岡市内丸１４－
４

泉金物産　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）可能な方

岩手県宮古市

調理員

1人

当病院内において、入院患者様への食事調理業務
に従事していただきます。
・炊飯や味噌汁作り、料理の盛り付け
・食器洗浄、調理場の清掃等


岩手県下閉伊郡山田町飯
岡第１地割２１番地１

岩手県立　山田病
院

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

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

土木作業員（岩手県）

4人

◇災害復旧工事現場の土木作業に従事していただ
きます。
　・河川ブロック積み重ね
　・掘削、埋戻し等
　

青森県上北郡東北町字仏
沢３－４９

有限会社　東北推
進工業

雇用期間の定めなし

土木作業の経験ある方 岩手県下閉伊郡岩泉町、他

水産加工員

1人

主に次の業務に従事します。
・スーパーマーケットやびはんねっとからの受
注。パソコンへの入力、受注管理
・市場での買い付けの補助、当工場までの運搬
・水揚げされた鮮魚や冷凍している魚を切身・開

岩手県下閉伊郡山田町中
央町５－６

株式会社　びはん
コーポレーション

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード・エ
クセル）が出来る方

岩手県下閉伊郡山田町

販売（宮古店：食品）

1人

○商品の陳列及び補充業務担当

＊多少レジ業務を行うこともあります。

※雇用期間は、採用日より１０月１５日までと

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

月以上）
又は 8時00分～20時00分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

ホール係（宮古市）

1人

パチンコ・スロット店での接客サービス
＊ホール業務全般
＊お客様対応、ご案内
＊ホール内巡回、遊技台管理
＊デリバリーサービス

岩手県盛岡市緑が丘４－
１－５０

株式会社　新栄

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

カウンター係（宮古市）

1人

パチンコ店（クエスト宮古）内でのカウンター業
務
（２名で対応）
＊接客サービス
＊レジ操作

岩手県盛岡市緑が丘４－
１－５０

株式会社　新栄

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

修理（宮古営業所）

1人

◎建設機械の修理、整備担当業務全般
　
＊建設機械等の修理とメンテナンス業務

＜対象機械＞

岩手県宮古市高浜４丁目
４４－１

東亜リース株式会
社　宮古営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

◎ 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６日発行  



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

346,000円～425,000円

正社員 59歳以下 03030- 1907691
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 04010-35163491
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～17時50分
160,000円～217,000円

正社員 59歳以下 03010-13760191
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 03010-13892091

(1) 8時00分～17時00分
220,000円～320,000円

正社員 不問 03020- 1127291
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
221,350円～256,300円

正社員 不問 03030- 1928291
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- 1929591
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- 1930391
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- 1931691
普通自動車免許一種

社会福祉士 (1) 8時15分～17時15分
147,400円～216,300円

正社員 64歳以下 03030- 1932991
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- 1933491
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- 1934791
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- 1935891
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- 1936291
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- 1937591
歯科衛生士

(1) 8時30分～17時30分
164,000円～164,000円

正社員以外 不問 03030- 1939091
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- 1942791
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- 1944291
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

139,100円～160,500円 (2) 9時00分～18時00分
(3)13時00分～22時30分

正社員以外 18歳以上 03030- 1945591
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- 1946191
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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

介護職員（臨時）「介護」

1人

入所者の介護業務となります。
・入所者（１００名）の身の回りのお世話
・食事、入浴、排せつ、移動などの介助
・リネン交換、掃除、洗濯などの手助


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あり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

看護師「看護」

1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

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

歯科衛生士

1人

当院における歯科衛生士業務全般を行っていただ
きます。
・歯科医師の診療介助
・口腔衛生指導
・器具類の準備及び片付け

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
院雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

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

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

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

土木作業員「建設」

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／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

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

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

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

工作機械オペレーター

4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

山林作業員

1人

山林作業全般を担当していただきます。
・チェーンソーによる立木の伐採
・刈り払い機による除伐、草刈り
・重機やフォワーダを使っての作業道作設や木の
集材

岩手県宮古市刈屋１１－
３７－２

陸中造林　有限会
社

雇用期間の定めなし

山林作業経験者 岩手県宮古市

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

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

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

営業

1人

当事業所において、建設会社への建設機械・車両
（油圧ショベル、トラック等）レンタル販売の
ルート営業業務に従事していただきます。

○営業範囲：岩手県内

岩手県宮古市高浜４丁目
４４－１

東亜リース株式会
社　宮古営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

カーライフアドバイザー
（宮古店）

2人

日産自動車販売会社（カーディーラー）の店舗に
て、新車及び中古車の販売業務を担当していただ
きます。
・既にお付き合いのあるお客様、来店されたお客
様への対応（車選びや商品説明など）

岩手県盛岡市三本柳５地
割２９ー２５

日産チェリー岩手
販売　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

施工管理補助（土木課）
［岩手県］

1人

未経験の方でも歓迎致します。
建設現場での現場監督の補佐（土木）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

未経験者歓迎 岩手県宮古市、他



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- 1947091
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
138,600円～231,000円

正社員 64歳以下 03030- 1948391
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- 1950491
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- 1951791
管理栄養士 変形（１ヶ月単位）

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

正社員以外 不問 03030- 1952891
変形（１ヶ月単位）
(1) 7時45分～16時45分

141,200円～141,200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- 1954591
変形（１ヶ月単位）
(1) 7時45分～16時45分

141,200円～141,200円 (2) 8時00分～17時00分
(3) 5時00分～14時00分

正社員以外 不問 03030- 1955191

(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- 1956091
変形（１年単位）
(1) 8時10分～17時10分

131,064円～131,064円

正社員 64歳以下 03030- 1958691
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
132,500円～148,000円

正社員 64歳以下 03030- 1959991
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- 1960891
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- 1961291
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- 1964091
変形（１ヶ月単位）

132,000円～170,000円

正社員 不問 03030- 1965391
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- 1966691
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- 1969791
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- 1971191
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- 1973391
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- 1974691
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- 1975991

3

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

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

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

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

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
※クレーンの種類は、１３、２５、５０、６５、
７０ｔがあります。

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

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

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）

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

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

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

事務

1人

品質管理書類作成を行っていただきます。
・水産加工の日々の生産管理記録作成（パソコン
使用）管理
・ラベル発行確認業務
・送り状作成、電話、来客対応

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

パソコン操作（ワード、エ
クセル）できる方

岩手県下閉伊郡山田町

現場管理経験
パソコン操作（エクセル・

ワード）できる方

縫製工

1人

主に官公庁の制服を製造しています。
・裁断された生地をミシンで縫製加工
・各パーツ担当（１３名）で、ライン作業
＊未経験でも担当が指導しますので、安心してご
応募下さい

岩手県宮古市蟇目８－１
２０

有限会社　興亜被
服工業所　宮古工
場雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員

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

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


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

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


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

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

月以上）

岩手県宮古市

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

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

大工見習い

1人

以下の業務を行っていただきます。
・新築、リフォーム作業の補助
・修理、修繕作業の補助
・サイエンスホーム宮古店での新築作業補助


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

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



普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

158,200円～192,100円

正社員 30歳以下 03030- 1976491
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～239,000円

正社員 59歳以下 03030- 1977791
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- 1978891
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- 1979291
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
170,400円～213,000円

正社員 59歳以下 03030- 1980091
普通自動車免許ＡＴ 特定曜日のみ(2)(3)

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

正社員 59歳以下 03030- 1981391

(1) 8時30分～17時30分
134,000円～209,500円

正社員 34歳以下 03030- 1982691
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- 1985791
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
150,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030- 1986891
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- 1987291
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- 1988591
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- 1989191
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- 1990691
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- 1991991
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- 1992491
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- 1993791
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- 1994891
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- 1995291
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

簿記検定（日商３級） (1) 8時00分～17時00分
151,200円～151,200円

正社員 不問 03030- 1996591
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- 1997191

4

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

事務員

1人

事務業務を担当していただきます。
・電話応対
・事務室清掃
・パソコン（ワード・エクセル）を使用しての納
品書・請求　書の作成

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

岩手県下閉伊郡山田町

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

経理事務経験者
パソコン（ワード・エクセ

ル）基本操作

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

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

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

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

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

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

パソコン（ワード・エクセ
ル）出来る方

事務経験

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

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

建築技術者見習い「建設」

1人

建築技術者のお手伝いをしながら建築技術者を目
指していただきます。
・仕事の内容は、施工計画から品質・安全管理の
補助です。
・将来は現場代理人として工事の施工を仕切って

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

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

金型部品加工（マシニング
加工、平面研削）

2人

お客様から頂いた製品図面を基に金型を設計・製
作しております。
・金型部品を工作機械や平面研削盤を使用して加
工する業務に従事していただきます。


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

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

塗装工（見習い可）／宮古

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

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

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

ユニック車運転手及びとび
土工

2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

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

岩手県下閉伊郡岩泉町、他



(1) 8時30分～17時15分
120,400円～209,000円

正社員以外 不問 03030- 1998091
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- 1999391
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

玉掛技能者 188,600円～211,600円

正社員 59歳以下 03030- 2000891
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

133,403円～133,403円

正社員以外 59歳以下 03030- 2001291
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- 2002591
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- 2003191
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- 2004091
中学校教諭免許

（国語または理科） (1) 8時15分～16時45分
210,608円～278,880円

正社員以外 不問 03030- 2005391
調理師 変形（１ヶ月単位）

普通自動車免許一種
160,250円～217,000円

正社員 不問 03030- 2006691
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- 2008491
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

126,000円～145,000円 (2)20時00分～ 5時00分

正社員 18歳～59歳 03030- 2009791
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～18時00分
141,200円～141,200円

正社員以外 不問 03030- 2010591
中型一種（８ｔ限定） 変形（１年単位）
中型自動車免許一種 (1) 8時00分～17時00分

155,925円～155,925円

正社員以外 不問 03030- 2012091
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

132,017円～132,537円

正社員以外 不問 03030- 2013391
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- 2014691
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

147,000円～200,000円

正社員 35歳以下 03030- 2015991
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

147,000円～200,000円 (2)16時00分～ 1時00分
(3) 0時00分～ 9時00分

正社員 18歳～35歳 03030- 2016491
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

147,000円～200,000円

正社員 35歳以下 03030- 2017791
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

147,000円～200,000円 (2)16時00分～ 1時00分
(3) 0時00分～ 9時00分

正社員 18歳～35歳 03030- 2018891
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

147,000円～200,000円

正社員 35歳以下 03030- 2019291

5

成形金型の保守・メンテナ
ンス

2人

プラスチック成形用精密金型の保守メンテナンス
業務
・成形後の金型のクリーニング及び保守メンテナ
ンスを行う　ことで、高品質の成形品を生産する
ことが出来る重要な業務となります。

岩手県宮古市大字崎鍬ヶ
崎第９地割３０番地

モルデック株式会
社　宮古工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

プラスチック成形オペレー
タ

2人

電子部品（コネクタ）用精密金型と射出成型機を
使用し、プラスチック成形品、コネクタの製造オ
ペレータ業務
・射出成型機を一人で数台担当し、成形機の安定
稼働を正面から支える重要な仕事です。

岩手県宮古市大字崎鍬ヶ
崎第９地割３０番地

モルデック株式会
社　宮古工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

プラスチック成形品の測定

1人

電子部品用のプラスチック成形品（製品）の測定
業務
・顕微鏡、拡大鏡、目視での製品検査の工程管
理、検査
・社外・顧客へ不良品の流出を防ぐ重要な作業と

岩手県宮古市大字崎鍬ヶ
崎第９地割３０番地

モルデック株式会
社　宮古工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

コネクタ製造自動機・成形
機オペレータ

2人

電子部品（コネクター）製造自動組立機オペレー
タ、インサート成形（金型と樹脂を一体化させる
方法）機オペレータ自動組立機の安定稼働、イン
サート成形品製造成形機オペレータ業務
・モールド品自動検査機の安定稼働を正面から支

岩手県宮古市大字崎鍬ヶ
崎第９地割３０番地

モルデック株式会
社　宮古工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

工作機械オペレータ

2人

電子部品用精密金型の部品を製造オペレータ業務
・３種類のＮＣ機械を操作し、±０．００１ｍｍ
単位の精度　で金属加工
・（１）研削盤（２）放電加工機（３）マニシン
グセンタ各機械を使用します。

岩手県宮古市大字崎鍬ヶ
崎第９地割３０番地

モルデック株式会
社　宮古工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

水産食品加工員

3人

水産品の製造加工を行います。
・イカ、鮭、サンマなどの機械で選別
・手捌きで開きにしたり、切り身にしたりの作業
・魚を箱入れする加工処理等


岩手県宮古市新川町５－
６

株式会社　佐幸商
店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

運転手兼水産食品加工員

2人

・４ｔトラックにて搬入搬出等の運搬作業
・水産食品の加工及び付帯業務
・重量物はフォークリフトにより積込み
・台車による手作業での運搬作業（１５～２０ｋ
ｇの加工品）や、冷凍保管庫内での荷役作業あ

岩手県宮古市新川町５－
６

株式会社　佐幸商
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

就業支援ワーカー

1人

障がい者の相談支援業務を担当していただきま
す。
・電話応対、来所応対、訪問応対、同行支援など
の業務
・会議資料の作成準備

岩手県宮古市緑ヶ丘２番
３号

社会福祉法人若竹会
宮古圏域障害者支援
センター　はあとふ
るセンターみやこ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

成形・組立オペレーション
作業

2人

電子機器部品（コネクター）の個品（部品）や製
品の成形・組立オペレーター業務をしていただき
ます。
・勤務形態として約３ヶ月間の昼勤での業務実習
後、昼夜の交代勤務のシフトあり

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

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

調理担当

1人

龍泉洞温泉ホテルの厨房において、下記業務に従
事していただきます。
・宿泊客および日帰り宴会客に提供する料理、仕
出し料理等　の調理全般（和食・洋食・中華全
般）

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

雇用期間の定めなし

又は 6時00分～20時00分の
間の7時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

中学校期限付臨時教員（国
語・理科）

1人

岩泉町、田野畑村内の中学校において、臨時教員
として、生徒に対する国語や理科の教科指導や生
活指導などを行っていただきます。

＊ほかに、クラブ活動の指導、学校行事対応等を

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 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

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

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

水産加工員

1人

・魚類の加工食品
・スケソウダラ、サバ等の前浜魚の処理作業
・イカの冷凍食品加工
・秋サケの加工
・選別ラインに沿った製造

岩手県宮古市日立浜町８
番２３号

株式会社　おがよ
し

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

大型自動車運転手

2人

６ｔ～１２ｔトラックを使用し、以下の業務を
行っていただきます。
・リース会社の重機や機材の運搬作業その他付随
する業務
・業務は宮古・下閉伊地区が中心

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「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

歯科アシスタント兼窓口業
務

1人

歯科アシスタント兼窓口業務に従事

【歯科アシスタント】
・歯科医師及び歯科衛生士の診療助手
・治療器具のセッティング、洗浄　など

岩手県下閉伊郡田野畑村
田野畑１４３－１

田野畑村役場

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



普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時30分

140,000円～150,000円 (2) 5時00分～17時00分

正社員 45歳以下 03030- 2020091
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- 2021391
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 45歳以下 03030- 2022691
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- 2023991
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- 2024491
中型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
161,000円～184,000円

正社員 不問 03030- 2025791
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- 2027291
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- 2028591
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
216,000円～280,800円

正社員 不問 03030- 2029191
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
194,400円～194,400円

正社員 不問 03030- 2030691
美容師 変形（１年単位）

(1)10時00分～19時00分
140,000円～250,000円

正社員 不問 03030- 2033791
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

180,000円～261,000円 (2)16時00分～ 9時00分

正社員 59歳以下 03030- 2038091
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
143,720円～300,000円

正社員 不問 03030- 2039391
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
203,000円～262,000円

正社員 59歳以下 03030- 2041891
介護支援専門員

普通自動車免許ＡＴ (1) 8時30分～17時30分
190,000円～280,000円

正社員 64歳以下 03030- 2042291
普通自動車免許ＡＴ

介護福祉士 (1) 6時00分～15時00分
139,600円～169,200円 (2) 6時30分～15時30分

(3) 7時00分～16時00分

正社員 59歳以下 03030- 2043591
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- 2044191
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- 2045091
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- 2046391
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- 2047691

6

塗装工「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

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

理学療法士・作業療法士・
言語聴覚士

1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

看護師・准看護師「看護」

1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

介護職員（特別養護老人
ホーム）「介護」

1人

特別養護老人ホームおよび、短期入所生活介護事
業所の利用者への介護業務全般を行います。
・利用者への食事、入浴、排泄などの介護。
・レクリエーション活動等やその他雑務等を行い
ます。

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

主任居宅介護支援専門員
「介護」

1人

当センターにおいて介護支援専門員の業務を行い
ます。
・利用者様の状況把握・相談援助業務
・契約の締結、居宅サービス計画の作成・交付
・居宅サービス事業者との連絡調整

岩手県宮古市山口５丁目
８番２号

株式会社　かがや
きライフ

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

現場作業員「建設」

1人

一般住宅の給排水設備工事全般及び地盤調査。
・一般住宅（新築及びリフォーム物件）の上水
道・下水道に関連する水回りの給排水工事
・住宅建築に伴う土地の状態調査を行っていただ
きます。

岩手県宮古市田鎖第５地
割３４－７

有限会社ジオニッ
ク・フロント

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

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

一般住宅の現場管理及び工
務「建設」

1人

一般住宅の現場管理業務を担当していただきま
す。
・住宅・現場の写真撮影、撮った写真のファイリ
ング等
・簡単なパソコン操作ができれば尚可

岩手県宮古市松山７－１
３－４

株式会社　鈴喜建
設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

大工「建設」

1人

一般住宅の建築および内装、外装などの大工仕事
に従事していただきます。
・現場は宮古～山田がほとんどです。

＊大工経験のある方を求めております。

岩手県宮古市松山７－１
３－４

株式会社　鈴喜建
設

雇用期間の定めなし

大工経験者 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

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

土木作業員「建設」

1人

〇左官、吹付け、一般住宅基礎、土木、ブロッ
ク、工事など　現場の清掃
〇職人の手元、人力作業、
〇トラック（４トン）運転等
〇その他付随する業務

岩手県宮古市板屋３－４
－１４

上野建装

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

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

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

野菜栽培スタッフ（正社
員）

1人

野菜（トマト、イチゴ、ピーマン、ブロッコ
リー、キャベツ白菜、ネギ、ほうれん草、トウモ
ロコシ、サツマイモ、カボチャなど）の栽培、収
穫、出荷調整作業や市内の産地直売所、ＪＡ、
スーパーへの出荷業務となります。季節により就

岩手県宮古市花輪第１１
地割１０番地

上山農園

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市



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- 2048991
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

134,000円～150,000円

正社員 40歳以下 03030- 2049491
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～226,000円

正社員 59歳以下 03030- 2050291
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

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

正社員 59歳以下 03030- 2051591
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分

170,900円～220,200円 (2) 7時30分～16時30分

正社員 40歳以下 03030- 2052191
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

普通自動車免許ＡＴ 194,100円～210,200円 (2) 9時30分～18時30分

正社員 64歳以下 03030- 2053091
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

122,301円～137,709円

正社員以外 59歳以下 03030- 2054391
介護支援専門員

普通自動車免許ＡＴ (1) 8時15分～17時15分
200,000円～255,000円

正社員 64歳以下 03030- 2056991
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- 2057491
看護師

普通自動車免許ＡＴ (1) 8時15分～17時15分
190,000円～285,000円

正社員 64歳以下 03030- 2058791
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- 2060191
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- 2061091
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

151,200円～216,000円

正社員 18歳～64歳 03030- 2063691
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- 2064991
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- 2065491
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- 2067891
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
224,000円～235,200円

正社員 不問 03030- 2068291
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- 2070391
電気工事施工管理１級 変形（１年単位）
電気工事士（第１種） (1) 8時00分～17時00分

いずれか 150,000円～250,000円
普通自動車免許一種

正社員 不問 03030- 2072991
建築施工管理技士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

256,700円～455,600円

正社員 59歳以下 03100- 1462491

7

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

建築施工管理技士（１級）

1人

◆建築施工管理技士業務全般

　・公共土建築工事現場等の施工管理業務になり
ます。
　・建築工事の施工管理、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

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

土木施工管理技士

1人

各種土木工事、施工管理、監督の仕事
・現場の施工管理全般
・申請書類及び現場管理に係る書類作成
・各関係機関への申請手続き
・安全管理等

岩手県下閉伊郡岩泉町小
本字中野５２

工藤建設　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）可能な方

岩手県下閉伊郡岩泉町

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

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

警備員

10人

警備業務に従事します。
・主に宮古市、山田町の道路、建設、水道、電気
工事等の工事現場での交通誘導
・イベント会場等での警備、駐車場警備、誘導業
務

岩手県宮古市磯鶏沖１０
番３号

株式会社　ＳＳＰ

雇用期間の定めなし

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

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

訪問看護「看護」

1人

利用者宅を訪問し、看護業務を行います。
・健康相談、バイタルチェック、それに伴う報告
書作成
・訪問地域は旧宮古市内
・社用車（ＡＴ車）使用

岩手県宮古市黒森町６－
３０

株式会社　ファミ
リング

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

介護支援専門員「介護」

1人

介護支援専門員として、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作成
・介護認定調査
・利用者宅への訪問相談業務など

岩手県宮古市黒森町６－
３０

株式会社　ファミ
リング

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

しいたけ菌床及び製造

2人

しいたけ菌床の製造、栽培、出荷業務担当となり
ます。
・菌床製造
・種菌接種
・培養

岩手県下閉伊郡田野畑村
松前沢５４番地８

株式会社　サン
マッシュ田野畑

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

看護師「看護」

1人

施設利用者の看護業務及び他職種（介護職員、生
活相談員、施設ケアマネ、栄養士等）との連携業
務を行います。
・特養（２９床）、併設ショートステイ（１０
床）

岩手県下閉伊郡田野畑村
奥地１３番地

社会福祉法人　山
栄会　特別養護老
人ホーム　リアス
倶楽部

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

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

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

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

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

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



変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

173,600円～282,100円

正社員 不問 03100- 1467191
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 04010-36076691
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
212,500円～297,500円

正社員 不問 05040- 3087691

(1) 8時00分～17時00分
240,000円～300,000円

正社員以外 59歳以下 46060- 2147891

8

甲板員（起重機船での作
業）

1人

○北日本・東日本地区における港湾工事
　・起重機船による海上での作業です。

○就業場所は、全国の港湾。


鹿児島県いちき串木野市
汐見町５６番地

株式会社　マリン
工業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

建設業全般作業員【現場：
岩手・宮城・山形・福島】

2人

＊建設業全般での作業に携わっていただきます。
　（解体、土木、鳶職、造園等の業務となりま
す）
＊重機オペレーター業務（有資格者）
＊冬期間は市役所の依頼を受け、雪下ろしと雪下

秋田県大仙市大曲金谷町
１９－３

株式会社　ａｒｍ
ｓ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

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

大工（見習可）　　　「建
設」

3人

◆建設現場において橋台やカルバートボックス工
事を行っております。

【大工及び見習い】
　・型枠工事

岩手県九戸郡洋野町帯島
第７地割１３５－９

佐々木工業
佐々木　文雄

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他


