
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

140,000円～200,000円

正社員 40歳以下 03030- 2794891
薬剤師 変形（１年単位）

(1) 9時00分～17時30分
300,000円～350,000円 (2) 9時00分～13時00分

正社員 不問 03030- 2795291
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

141,750円～141,750円

正社員以外 不問 03030- 2796591
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- 2798091
保健師又は

助産師 (1) 8時30分～17時15分
普通自動車免許ＡＴ 188,000円～188,000円

正社員以外 不問 03030- 2799391
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 (2)10時00分～18時55分

(3)12時00分～20時55分

正社員 不問 03030- 2800191
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時00分
140,000円～230,000円 (2)12時00分～20時30分

正社員 不問 03030- 2801091
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- 2802391
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- 2805491
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
346,000円～425,000円

正社員 59歳以下 03030- 2806791
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
272,000円～325,000円

正社員 59歳以下 03030- 2807891
普通自動車免許ＡＴ

土木施工管理技士２級 (1) 8時30分～17時15分
161,540円～230,420円

正社員以外 不問 03030- 2809591
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

180,000円～250,000円

正社員 不問 03030- 2812991
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）
建築士１級又は２級 (1) 9時00分～17時30分

建築施工管理技士１級 160,000円～400,000円
又は２級

正社員 59歳以下 03030- 2813491
警備員検定試験２級 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時00分
206,400円～206,400円 (2)21時00分～ 6時00分

正社員以外 18歳以上 03030- 2814791
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

172,000円～172,000円 (2)21時00分～ 6時00分

正社員以外 18歳以上 03030- 2815891
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分
148,000円～250,000円

正社員以外 不問 03030- 2816291
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00分
197,490円～227,000円

正社員以外 不問 03100- 2044991

1

重機オペレーター
　　　　　　　　「建設」

1人

◆重機オペレーター業務全般

　・土木。建築現場での重機及び車両運転、他
　　バックホー、ミニショベル、タイヤロー
ラー、

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）

経験者 岩手県宮古市、他

葬祭施行補助／嘱託職員

2人

儀式全般にかかわる業務
・通夜室準備と片付け
・儀式準備と片付け
・会食の準備と片付け
・各儀式の案内

岩手県宮古市小山田３丁
目３番５号

いわて生活協同組
合　葬祭事業部
セリオホールみや
こ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

警備員

3人

地域の各地で安全サービスを提供する仕事です。
・交通誘導：工事現場や店舗駐車場などの周辺で
通行車両や歩行者が交通事故に合わないよう安全
に誘導
・踏切警備：イベントや祭り会場での事故を防ぐ

岩手県宮古市宮町４丁目
５番１６号

東洋ワークセキュ
リティ株式会社
宮古営業所雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

警備員（資格者）

3人

地域の各地で安全サービスを提供する仕事です。
・交通誘導：工事現場や店舗駐車場などの周辺で
通行車両や歩行者が交通事故に合わないよう安全
に誘導
・踏切警備：イベントや祭り会場での事故を防ぐ

岩手県宮古市宮町４丁目
５番１６号

東洋ワークセキュ
リティ株式会社
宮古営業所雇用期間の定めなし

警備業務 岩手県宮古市

設計管理業務「建設」

1人

設計管理業務に従事していただきます。
・一戸建住宅の建築について施工主とのプラン・
仕様・追加工事などの打合せ、調整
・施工業者見積の調整
・施工業者との打合せ、各工程の確認

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎１
１地割１６－１９

フェニーチェホー
ム南洋　株式会社

雇用期間の定めなし

パソコン、ＣＡＤ操作が出
来る方

岩手県宮古市

商品管理及び運搬の補助作
業

1人

商品の整理・管理及び運搬の補助作業を行いま
す。
○海産物の選別・管理及び大船渡～久慈の各浜よ
り海産物を２ｔトラックにて田老工場への運搬作
業

宮古市田老字西向山１６
－１

株式会社　神野商
店　田老工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

工事監督支援業務（技術補
助）「建設」

1人

県営建設工事に係る監督職員（正職員）の補助業
務を行うものです。主に下記の業務となります。
・補助業務は工事現場の確認、巡回、報告等
・事業所内における正職員の事務補助
・パソコンによるデータ入力等

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字松橋２４－３

沿岸広域振興局
土木部　岩泉土木
センター雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

建設業の従事経験者又は
公共事業等発注機関の工事

監督経験者
PC操作(Word,Excel)

修理（保守管理）／宮古営
業所

1人

建設機械の修理、サービスマン補助業務全般
　
建設機械等の修理とメンテナンス業務に従事して
いただきます。
＜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

営業／宮古営業所

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

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

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

株式会社　浄土ヶ
浜パークホテル

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

予約管理スタッフ

1人

宿泊や宴会の受付業務に従事していただきます。
・電話やインターネットでの申込に対応
・ホテルシステムを利用して受付けた予約情報の
管理
・その他付随する業務（一般電話オペレーション

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

パソコンの基本操作 岩手県宮古市

運行管理スタッフ（正社
員）

1人

当浄土ヶ浜パークホテルの送迎バスの運行業務に
従事
・宿泊・宴会・婚礼のお客様の送迎で、大型バス
や中型バスの運転
・市内や近隣町村が中心となりますが、慣れてか

岩手県宮古市日立浜町３
２－４

     （8月2日時点の内容です）

　　７月３０日　から　８月２日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　８月１５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

加工従業員

3人

当組合加工場において、以下の業務に従事してい
ただきます
・塩蔵品、乾燥物の加工および製造作業
・わかめ、昆布の等級別選別作業
・袋詰め、製品出荷

岩手県宮古市田老三丁目
２番１号

田老町漁業協同組
合（加工場）

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

薬剤師

2人

・飲み合わせや副作用、用法・用量などのチェッ
ク
・患者さんに合わせた調剤、調剤に伴う事務処理
・服薬に関する説明、ＯＴＣ医薬品の販売


岩手県宮古市向町２－４
０

合資会社　健康堂
薬局

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

製造兼販売

1人

自社商品の製造・販売
【製造】
・仕込みの補助、出来上がったお酒の瓶詰め、洗
浄、ラベル貼りなど
【販売】

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字太田３０

泉金酒造　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

岩泉町役場

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

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

PC操作(Word,Excel)を使い
文書作成,印刷,フォームへ

の入力ができる事

保健師又は助産師／保健福
祉課「看護」

1人

保健福祉課において、保健活動の補助をしていた
だきます。
・乳幼児健診等の母子保健事業
・災害による被災者支援等
・パソコン（ワード、エクセル）を使用

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字惣畑５９－５

◎ 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８月８日発行  



変形（１ヶ月単位）

180,000円～180,000円

正社員以外 不問 13130-25429691
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
180,000円～300,000円

正社員 不問 02060- 3064691
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～16時45分

168,000円～252,000円 (2)12時00分～20時45分
(3)14時00分～22時45分

正社員以外 18歳以上 03010-18523691
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～16時45分

168,000円～252,000円 (2)12時00分～20時45分
(3)14時00分～22時45分

正社員以外 18歳以上 03010-18524991
電気主任技術者３種
普通自動車免許一種 (1) 8時30分～17時20分

209,200円～285,000円

正社員 64歳以下 03010-18547091
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時15分

160,000円～250,000円 (2)18時15分～ 3時30分

正社員 18歳～64歳 03030- 2672591
変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～16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- 2673191
変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～16時00分

134,280円～134,280円 (2) 9時00分～18時00分
(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030- 2674091
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

130,000円～160,000円

正社員 59歳以下 03030- 2675391
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

218,000円～352,600円 (2)17時30分～ 8時30分

正社員 59歳以下 03030- 2676691
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
150,000円～180,000円

正社員 59歳以下 03030- 2677991
準中型自動車免許 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
150,000円～180,000円

正社員 30歳以下 03030- 2678491
普通自動車免許一種 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- 2679791
看護師

准看護師 (1) 8時20分～17時20分
普通自動車免許ＡＴ 193,500円～251,100円

正社員 59歳以下 03030- 2680591
理学療法士 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
178,000円～195,000円 (2) 8時30分～12時30分

正社員 59歳以下 03030- 2681191
はり師 変形（１年単位）

きゅう師 (1) 8時30分～17時30分
178,000円～195,000円 (2) 8時30分～12時30分

正社員 59歳以下 03030- 2682091
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 不問 03030- 2683391
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 7時30分～16時30分
135,000円～180,000円

正社員 45歳以下 03030- 2685991
中型自動車免許一種

(1) 8時00分～16時00分
146,400円～195,200円

正社員 64歳以下 03030- 2686491
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～18時00分
180,000円～250,000円

正社員 59歳以下 03030- 2687791

2

営業／宮古

1人

一般住宅・マンション・アパート等建築物の外
壁・屋根塗装工事の初歩的な営業です。
・塗装工事が必要と思われる住宅等へのチラシポ
スティング作業
・簡単なパソコン操作

岩手県宮古市西町１丁目
７番３６号

有限会社　東北ペ
イント

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード、エ
クセル）

岩手県宮古市

ドライバー

1人

食料品や雑貨などを配達配送してます。
・配送ルートは宮古市内、久慈市は２～３トン車
で配達
・盛岡市は６トン車で配送
３ヶ月間、ドライバーと２人でまわり、仕事を覚

岩手県宮古市西町一丁目
７－１６

津軽石運送　有限
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

コンクリート圧送補助作業
員　　「建設」

2人

以下の業務を行っていただきます。
・コンクリート圧送作業（一般、公共等各建設現
場にて）
＊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

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

塗装工「建設」

2人

建築物等の保護や美観に関わる塗装・吹き付け及
びそれに付随した作業全般に従事していただきま
す。
・主に一般住宅・ビル、公営住宅、病院等
・現場には事務所集合で乗合で移動

岩手県下閉伊郡山田町織
笠第１４地割３２番地２
２９

有限会社　サワダ
建装

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

鍼灸師

1人

・医師の指示のもと、外来患者様への電気療法な
ど理学治療の介助、
・レントゲン部において患者様の氏名入力の手伝
い
・院内の清掃など雑務

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

理学療法士

1人

・医師の指示のもと、外来患者様への電気療法な
ど理学治療の介助
・レントゲン部において患者様の氏名入力の手伝
い
・院内の清掃など雑務

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

看護師（訪問）「看護」

2人

宮古山口訪問看護ステーションにおける診療の補
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


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

事務補助

1人

営業担当の指示のもと事務補助の業務を行いま
す。
＊受注・納品管理
　受注・出荷データの入力と帳票類の発行（受注
伝票、規格書、仕様書、納品伝票、請求書等）そ

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

パソコン操作（ワード・エ
クセル）のできる方

岩手県宮古市

運搬（準中型）および水産
加工

1人

運搬及び水産加工業務に従事します。
・魚市場から当社工場や田老工場へ鮮魚等を２ｔ
トラックで運搬します。
・工場内での出荷作業や選別、包装など水産加工
及び鮮魚業務。鮮魚や冷凍品（１５ｋｇ位）を取

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

運搬（大型）および水産加
工

1人

運搬及び水産加工業務に従事します。
・魚市場から当社工場や田老工場へ鮮魚等を２ｔ
又は４ｔトラックで運搬します。
・工場内での出荷作業や選別、包装など水産加工
及び鮮魚業務にも従事していただきます。

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

　
大型自動車運転経験 岩手県宮古市

看護師「看護」

2人

当院内の外来や入院病棟おいて、看護業務全般に
従事していただきます。夜勤勤務は１９床で２名
体制となります。



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

部品・製品測定（品質管
理）

1人

製造工程における各品質データを採取・集計・報
告する、品質管理の業務
・お客様に対する品質データの定期報告
・部品の測定作業（機械を使用）、測定結果まと
め報告、各帳票類の管理

岩手県宮古市津軽石第１
６地割９番１

株式会社　中村電
子

雇用期間の定めなし

パソコン（エクセル・ワー
ド）入力操作ができること 岩手県宮古市

介護職「介護」

1人

福祉施設内における介護業務全般を行っていただ
きます。
・施設入所者数５０名、ショートステイ８名の方
への身の回りの世話、食事、排泄、入浴の介助な
ど

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

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡田野畑村

介護職「介護」／正社員

1人

福祉施設内における介護業務全般を行っていただ
きます。
・施設入所者数５０名、ショートステイ８名の方
への身の回りの世話、食事、排泄、入浴の介助な
ど

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

木材加工技術者

3人

・一般住宅向け構造用集成材（柱や土台など）を
作る工場です。
・製材部門：丸太を製材して板を作ります。
・集成材部門：板を人工乾燥した後、４～５枚の
板を貼り合わせ、柱等の角材を作ります。

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

自家用電気工作物の保安業
務（県内９事業所）

2人

自家用電気工作物の保安業務（契約事業場の保守
点検・試験）を行う。

＊自家用電気工作物の工事維持・運用に係る実務
を４年以上

岩手県盛岡市向中野二丁
目１４番２１号

一般財団法人　東
北電気保安協会
岩手事業本部雇用期間の定めなし

電気主任技術者の資格を有
し４年以上の保安に関する

実務経験があること 岩手県宮古市、他

カウンタースタッフ（宮古
店）

2人

「ウインズ宮古店」においてのフロア業務。
弊社パチンコ店にて、お客様対応、景品管理を
行っていただきます。
パチンコをされたことがない方でも、一から丁寧
に指導いたしますので、未経験者の方のご応募も

岩手県盛岡市上堂４丁目
１－２０

株式会社　公楽

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

フロアスタッフ（宮古店）

3人

「ウインズ宮古店」においてのフロア業務。
弊社パチンコ店にて、お客様対応、パチンコ台・
スロット台の清掃、設備のメンテナンスを行って
いただきます。


岩手県盛岡市上堂４丁目
１－２０

株式会社　公楽

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

現場作業員

5人

〇主にフェンス・ガードレールの組立及び設置作
業に従事していただきます。

＊現場は、県内又は県外も含め、幅広く展開して
おります。

青森県五所川原市大字広
田字榊森２－１１

株式会社　ＬＥＡ
Ｄ　ＴＥＣ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

ドコモショップスタッフ＜
宮古千徳店＞宮古市

1人

ドコモショップ宮古千徳店

カウンター窓口業務
・スマートホン、タブレット、携帯電話の販売
・契約手続き（新規・変更・解約）

東京都江東区豊洲３丁目
２－２４　豊洲フォレシ
ア

ＭＸモバイリング
株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

接客販売経験者（アルバイ
ト含む）

又は 9時45分～19時00分の
間の7時間以上

岩手県宮古市



変形（１年単位）
(1) 8時45分～17時00分

125,587円～138,635円

正社員以外 不問 03030- 2688891
変形（１年単位）
(1) 8時45分～17時00分

125,587円～138,635円

正社員以外 不問 03030- 2689291
介護福祉士 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時20分～17時20分
143,900円～143,900円

正社員 59歳以下 03030- 2692691
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
231,000円～346,500円

正社員 64歳以下 03030- 2693991
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

161,700円～184,800円

正社員 64歳以下 03030- 2694491
美容師 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時30分～18時30分
145,000円～600,000円

正社員以外 不問 03030- 2695791
精神保健福祉士 変形（１ヶ月単位）

普通自動車免許ＡＴ (1) 8時20分～17時20分
180,100円～180,100円

正社員 59歳以下 03030- 2696891
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 6時30分～15時00分
160,000円～220,000円 (2)13時30分～22時00分

(3)15時00分～23時30分

正社員 18歳～59歳 03030- 2699191
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
180,000円～250,000円

正社員 不問 03030- 2700791
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
135,000円～168,000円 (2) 9時00分～18時00分

(3) 7時00分～16時00分

正社員 64歳以下 03030- 2701891
普通自動車免許二種

(1)21時00分～ 4時00分
115,200円～156,000円

正社員 18歳以上 03030- 2702291
土木施工管理技士１級 変形（１年単位）
普通自動車免許ＡＴ (1) 8時00分～17時00分

280,000円～350,000円

正社員 59歳以下 03030- 2704191
普通自動車免許ＡＴ

(1)21時00分～ 4時00分
105,600円～156,000円

正社員 18歳以上 03030- 2705091
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時30分
195,500円～345,000円

正社員 64歳以下 03030- 2706391
土木施工管理技士１級 変形（１年単位）
土木施工管理技士２級 (1) 8時00分～17時30分
建築施工管理技士１級 253,000円～460,000円
建築施工管理技士２級

いずれか
正社員 64歳以下 03030- 2707691

看護師 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分

210,000円～470,000円 (2)15時00分～ 9時00分

正社員 64歳以下 03030- 2708991
准看護師
看護師 (1) 8時30分～17時30分

いずれか 161,600円～240,400円

正社員以外 不問 03030- 2709491
准看護師 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
161,600円～238,200円 (2) 9時30分～18時30分

正社員以外 不問 03030- 2710291
准看護師 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
180,000円～360,000円 (2)15時00分～ 9時00分

正社員 64歳以下 03030- 2711591
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
274,800円～297,700円

正社員 不問 03030- 2713091

3

型枠大工（経験者）「建
設」

2人

型枠工事、擁壁工事等に従事していただきます。
・現場は宮古市、山田町、岩泉町内
・主に型枠組立、解体、片付けの作業
・増員による募集で、経験者を希望


岩手県宮古市崎山第６地
割２－６

黒武工業　株式会
社

雇用期間の定めなし

経験者 岩手県宮古市、他

准看護師「看護」／正社員

2人

・採血検査や各種注射の準備と実施
・高齢者の歩行介助や車椅子介助
＊医療療護病棟、回復期リハビリテーション病棟
があります
＊リハビリ病棟：リハビリスタッフなど様々な職

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

看護職／特養・短所（准看
護師）「看護」

2人

施設入所者（特養・短期入所者）に対する看護業
務
・バイタルチェック、巡回
・服薬準備、確認
・入所の方の記録作成、健康相談等

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／デイサービス（フ
ル）

2人

デイサービス利用者の看護業務です。
・利用者の記録類の作成、健康相談等の業務
・送迎添乗業務
現在１日平均２５名程度の利用者があり、看護職
員７名、介護職員１８名体制で業務にあたってい

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

看護師「看護」／正社員

3人

・採血検査や各種注射の準備と実施
・高齢者の歩行介助や車椅子介助
＊医療療護病棟、回復期リハビリテーション病棟
があります
＊リハビリ病棟：リハビリスタッフなど様々な職

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

土木施工管理技士「建設」

2人

土木工事の技術管理業務を行います。
・現場の施工管理、工程管理、安全管理、発注担
当者との打ち合わせ等を行います。
・パソコンによる書類作成やメール等も行いま
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

足場作業員「建設」

2人

建設現場での足場組立・足場解体作業等の業務
（学校、商業施設、一般住宅、ビル、マンショ
ン、橋梁等）
・実務経験を積んだのち、本人の適性を見て、営
業業務、現場管理職や若手指導員等に就いていた

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

運転手（随伴車）

1人

宮古市内・近郊を中心とした運転代行業務全般
・お客様のご依頼地にあわせての随伴車両運転
・接客、乗務記録簿への記載、精算会計
・車両管理等（給油、洗車、タイヤ交換）を行い
ます。

岩手県宮古市実田１－１
－１

運転代行　人力舎

雇用期間の定めなし

運転経験１年以上 岩手県宮古市

土木技術者「建設」

1人

当社請負の工事現場において、施工管理、工程管
理、安全管理等に従事していただきます。
・パソコンを使用し書類作成
・現場写真管理等も行います。
＊現場は主に宮古市内、下閉伊地区となり、現場

岩手県宮古市宮町一丁目
３－４３

大坂建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

代行運転手

1人

宮古市内・近郊を中心とした運転代行業務全般。
・ご依頼地にあわせて、お客様の車両及び随伴車
両の運転
・接客、乗務記録簿への記載、精算会計
・車両管理全般等を行っていただきます。

岩手県宮古市実田１－１
－１

運転代行　人力舎

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員「介護」

1人

地域密着型特別養護老人ホームと併設ショートス
テイ利用者の介護を担当していただきます。
○入浴、食事、排泄、更衣、口腔ケア、レクリ
エーション、アクティビティー、看取り介護、認
知症ケア、施設内環境　整備、見守り、利用者・

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

老人介護の経験者
又は 7時00分～22時00分の
間の8時間

岩手県下閉伊郡田野畑村

自動車整備工員

1人

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

岩手県下閉伊郡田野畑村
和野１５－２４

有限会社　佐々木
自動車整備工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

営業フロント係

1人

・ホテルフロントでのお客様への対応、精算業務
（パソコン使用）
・電話による予約業務
・お客様の送迎（普通自動車）
・法事等の配達

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

パソコン（ワード・エクセ
ル）基本操作

岩手県下閉伊郡岩泉町

精神保健福祉士

2人

当法人の医療相談室において、以下の業務に従事
していただきます。
・患者さまや、ご家族様からの各種相談対応
・関係機関との連絡調整　など


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

美容師

3人

当店舗にて、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
など
・その他に電話応対、店舗清掃

岩手県宮古市和見町７番
２２号

有限会社　プレス
テージ（美容室
ＰＲＥＳＴＩＧ
Ｅ）

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

足場補助作業員「建設」

1人

各現場において足場組立、解体作業に従事してい
ただきいます。
・作業員の手元や資材の運搬等
・将来は組立、解体も行い２～３名で作業
・足場作業がない場合は土木作業

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

足場作業員「建設」

1人

各現場において足場組立、解体作業員に従事して
いただきます。
・現場では２～３名で作業
・足場作業がない場合は土木作業


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

経験者 岩手県宮古市

介護福祉士「介護」

1人

・患者さまの入浴、排せつ、着替え、食事などの
身体的介助
・食事の準備、部屋の掃除、レクリエーション等
の生活サポート　
・メンタルケア、相談、指導、助言など

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

レストランホール係

1人

龍泉洞に隣接する「龍泉洞観光会館」２階レスト
ランにおいて、ホール業務を行います。
・注文伺い、配膳、後片づけ
・レジ業務
・店内清掃

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉１９地割字村木１８－
１

早野産業　有限会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

レストラン調理

1人

龍泉洞に隣接する「龍泉洞観光会館」２階レスト
ランにおいて、調理業務を行います。
・定食、ラーメン等の調理
・食器や器具の洗浄
・厨房内の清掃

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉１９地割字村木１８－
１

早野産業　有限会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町



土木施工管理技士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

200,000円～300,000円

正社員 59歳以下 03030- 2714391
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

200,000円～300,000円

正社員 59歳以下 03030- 2715691
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
134,112円～134,112円

正社員 不問 03030- 2717491
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
183,200円～217,550円

正社員 不問 03030- 2719891
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
土木施工管理技士２級 370,000円～380,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03030- 2720191
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～170,000円

正社員 不問 03030- 2722391
変形（１年単位）
(1) 7時00分～16時00分

138,000円～148,350円 (2)13時00分～22時00分

正社員以外 64歳以下 03030- 2723691
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- 2724991
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
174,800円～197,800円

正社員 64歳以下 03030- 2725491
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～299,000円

正社員 不問 03030- 2726791
交替制あり
(1) 6時00分～14時45分

144,320円～154,365円 (2)11時30分～20時15分
(3)13時15分～22時00分

正社員以外 不問 03030- 2727891
変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～16時00分

142,300円～158,700円 (2) 9時30分～18時30分
(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030- 2728291

(1) 8時00分～17時00分
150,000円～250,000円

正社員 30歳以下 03030- 2730391
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分

142,300円～158,700円

正社員以外 不問 03030- 2731691
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- 2732991
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

135,135円～155,925円

正社員 59歳以下 03030- 2733491
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
準中型自動車免許 (1) 8時00分～17時30分

138,600円～277,200円

正社員 64歳以下 03030- 2734791
変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～16時00分

132,500円～148,400円 (2) 8時45分～17時45分
(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030- 2735891
交替制あり
(1) 6時00分～14時00分

120,000円～135,000円 (2)14時00分～22時00分
(3) 9時00分～18時00分

正社員 59歳以下 03030- 2736291
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
194,400円～216,000円

正社員 59歳以下 03030- 2737591

4

普通作業員「建設」

1人

土木工事、舗装工事、管工事全般
・主に公共工事で、重機の手元として機械では対
応できない細部の手作業
・その他付随する業務


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

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

ホテルフロント係

1人

ビジネスホテル（客室数４０部屋）のフロント業
務を担当していただきます。
・ご利用のお客様のチェックイン、チェックアウ
ト等のフロント業務
・パソコンを使用し、専用ソフト入力での予約管

岩手県宮古市田鎖第９地
割６番地１１

東海電業　株式会
社

雇用期間の定めなし

パソコン基本操作のできる
方

岩手県宮古市

介護員「介護」

1人

入所や通所高齢者や心身に障がいの有る介護サー
ビスに従事します。
・食事、入浴、排せつ、移動、散歩、趣味活動等
の介助
・レクレーション等生活支援全般

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

木造大工（見習い可）「建
設」

1人

木造大工に従事します。
・木造住宅の新築、増改築の大工工
・住宅新築、増改築の基礎工事
・現場内での清掃作業
・２ｔ車・軽トラ車による材料の運搬

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中野４５－１１

有限会社　佐藤工
務店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

水産加工員

1人

水揚げされた鮮魚や冷凍している魚の加工作業と
なります。時期により取り扱う魚が異なります。
・加工処理は切り身、開き、衣を付けての冷凍加
工など
・箱詰め作業

岩手県宮古市藤原二丁目
２－１７

有限会社　佐々京
商店

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

介護職／デイサービス
「介護」

1人

デイサービス利用者への介護サービスの提供とな
ります。
・食事、入浴、排せつ介助
・レクリエーション等
・原則、送迎車の運転業務はありませんが、添乗

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

乗組員／１９トン近海船

1人

乗組員として大目流し網漁に従事してもらいま
す。主に三陸沖合いでカジキ漁を行います。

＊出航から帰航まで４日～５日間のサイクルでの
操業となります。

岩手県下閉伊郡山田町織
笠１１－２１４－４

第十五　菊丸

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

介護職／特別養護老人ホー
ム

1人

・施設利用者（特養・短期入所者）への介護サー
ビスの提供
（食事、入浴、排せつ、レクリエーション等）
・採用後おおむね３ヶ月間は日勤のみの勤務


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

保育士補助

2人

入所児童（知的障害児）の生活支援を行います。
入所児童１８名の支援を分担して行います。
　・食事介助
　・入浴介助
　・排泄介助

岩手県宮古市崎山５－８
８

岩手県沿岸知的障
害児施設組合（は
まゆり学園）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）操作のできる方 岩手県宮古市

建築大工「建設」

5人

各現場において建築工事に関連する作業全般に従
事していただきます。
・一般住宅などの木造建築やリフォーム
・上記作業に関連した土木作業、加工場作業


岩手県宮古市近内２－６
－１０

株式会社　キクチ
工務店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木作業員「建設」

3人

当社請負の各現場にて以下の業務に従事していた
だきます。
・土木工事全般（各現場により作業内容が異なり
ます。）
＊現場は現在、岩泉町・田野畑村が中心となって

岩手県下閉伊郡岩泉町小
本字鈩３０５番地１

株式会社　佐藤組

雇用期間の定めなし

現場経験者 岩手県下閉伊郡岩泉町、他

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

レストランサービス

1人

営業課に配属され、レストランサービス係として
従事していただきます。
・朝食・夕食の配膳、後片付け
・繁忙期には、他の業務の応援もしていただきま
す。

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

設備作業員およびガソリン
スタンドスタッフ「建設」

1人

【設備作業員】
・一般住宅の上下水道設備、住宅設備、ガス設備
などの工事全般および保守点検、修繕作業など
・トラックの運転（２ｔ車）
【ガソリンスタンドスタッフ・豊間根ＳＳ】

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根３－３３

有限会社　最上商
店

雇用期間の定めなし


岩手県宮古市、他

土木施工管理技士「建設」

1人

図面の作成、施工管理及び現場管理に従事しま
す。
・河川や道路工事の現場が多く、主に山田町内・
宮古市内の現場となります。
・１人１現場を受け持ちます。

岩手県下閉伊郡山田町長
崎２－５－１８

有限会社　藤沢組

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木作業員「建設」

3人

一般土木作業全般に従事していただきます。
・側溝、歩車道、境界ブロック、排水工、Ｌ型擁
壁
・掘削、砕石の敷き均し
・その他雑工　など

岩手県下閉伊郡山田町織
笠９－１２－４

株式会社　越田土
建

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

事務（１）

1人

本社事務所において、建設業に関する事務全般に
従事していただきます。
・パソコンを使用しての請求書などの各種書類作
成。
・事務手続き、その他の雑務、郵便物の授受、電

岩手県宮古市保久田８番
１８号

佐々木産業　株式
会社

雇用期間の定めなし

パソコン（エクセル・ワー
ド）基本操作

岩手県宮古市

建築技術者「建設」

1人

建設部での業務に従事していただきます。
・現場の施工管理、工程、安全管理業務

＊店舗・事務所などの改修から、学校・施設など
の公共事業（木造建築から鉄骨建築）まで幅広く

岩手県宮古市宮町一丁目
３－５

陸中建設　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

岩手県宮古市

土木技術者「建設」

1人

土木部での業務に従事していただきます。
・現場の施工管理、工程、品質、安全管理業務

＊主に公共事業（道路・港湾・河川）ですが、一
部民間事業

岩手県宮古市宮町一丁目
３－５

陸中建設　株式会
社

雇用期間の定めなし 道路・港湾・河川等の施工
管理の経験があること

PC操作(Word,Excel)のでき
る方 岩手県宮古市



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～231,000円

正社員 不問 03030- 2738191
土木施工管理技士２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

184,800円～250,000円

正社員 不問 03030- 2739091
車両系建設機械 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時00分
203,150円～215,100円

正社員 59歳以下 03030- 2740991
測量士又は 変形（１年単位）
測量士補 (1) 8時30分～17時30分

普通自動車免許一種 155,000円～240,000円 (2) 8時30分～12時00分

正社員 不問 03030- 2742791
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時30分
173,250円～207,900円

正社員 不問 03030- 2743891
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

正社員以外 18歳以上 03030- 2744291
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時30分
207,900円～254,100円

正社員 不問 03030- 2745591
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

交通誘導警備業務2級以上 (1) 8時00分～17時00分
及び 190,000円～229,800円

警備員指導教育責任者2号

正社員 18歳以上 03030- 2746191
介護支援専門員

普通自動車免許ＡＴ (1) 8時30分～17時30分
210,000円～280,000円

正社員 64歳以下 03030- 2747091
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
142,000円～152,000円 (2) 9時30分～18時30分

(3)17時00分～ 9時00分

正社員 64歳以下 03030- 2752891
保健師

普通自動車免許一種 (1) 8時15分～17時15分
155,300円～260,000円

正社員 64歳以下 03030- 2754591
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- 2756091
介護支援専門員

普通自動車免許一種 (1) 8時15分～17時15分
154,300円～216,300円

正社員 64歳以下 03030- 2757391
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00分
206,100円～297,700円

正社員 不問 03030- 2758691
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- 2759991
介護職員初任者研修
普通自動車免許一種 (1) 8時15分～17時15分

140,500円～146,500円

正社員以外 不問 03030- 2761291
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- 2762591
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- 2763191
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- 2764091
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- 2765391

5

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

建築施工管理見習い「建
設」

1人

工事現場での建築施工管理業務全般の見習いを行
います。
・現場代理人の業務のうち、建築施工管理の補助
を担当
・現場は主に宮古市内

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

パソコン操作ができる方 岩手県宮古市

土木施工管理見習い「建
設」

1人

工事現場での土木施工管理業務全般の見習いを行
います。
・現場代理人の業務のうち、土木施工管理の補助
を担当
・現場は主に宮古市内

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

パソコン操作ができる方 岩手県宮古市

大工

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
・修理、修繕作業
・サイエンスホーム宮古店での新築作業


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

大工経験者 岩手県宮古市

訪問ヘルパー「介護」

1人

市内の利用者宅で、家事や介護のヘルパー業務に
従事していただきます。
・朝・昼・夜の時間帯を中心に、１日おおよそ３
件、１件あたり１～２名の職員で訪問
・外出の際には、当施設の車両を使用

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
会雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

社会福祉士／正社員・くら
しネット「介護」

1人

「生活困難者自立支援事業」における業務
・生活や就労に関する相談対応、報告等（パソコ
ン操作あり）
・訪問支援事業　　　　　　
・関係機関との情報提供等

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

重機オペレーター兼土木作
業員「建設」

1人

災害復旧に係る造成工事や道路工事の重機オペ
レーターに従事します。
・バックホー操作運転
・移動式クレーン操作運転
・重機操作が無い場合は土木作業業務あり

岩手県宮古市黒森町６番
２３号　コーポラス在原
Ｃ号

株式会社　工喜

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

介護支援専門員「介護」

1人

・利用者の方の介護サービス計画の作成（３５件
程度）
・介護事業者等との連絡調整

・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

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

保健師／正社員「看護」

1人

各センターにおいて、以下の業務を行っていただ
きます。
・地域に暮らす人たちの介護予防
・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

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

介護員または介護補助員
「介護」

1人

「グループホームひなた」において、介護業務全
般に従事していただきます。
・食事・入浴・排泄の支援
・見守り、介助、レクリエーション
・病院受診時の同行等

岩手県宮古市津軽石第１
３地割２０８番地１６０

株式会社　風和璃

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ケアマネージャー「介護」

1人

ハートランド宮古併設の居宅介護支援事業所の介
護支援専門員業務を行います。
・介護サービス計画の策定および相談業務
・要介護認定の申請代行等
・外出用務の際は、基本的に社用車使用

岩手県宮古市実田２丁目
５－１０

医療法人　おかだ
外科内科クリニッ
ク雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

交通誘導警備員（正社員／
幹部候補）

1人

幹部候補として交通誘導警備に従事します。将来
は新人の研修も行ってもらいます。
・主な現場は建設現場工事現場の交通誘導
・現場へは直行直帰または乗合、社用車の貸与も
可。

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

現場管理

1人

新築・リフォームの現場管理・監督をメーカー、
協力関係者さんや当社社員、現場作業員と連携し
以下の業務を行っていただきます。
・安全管理
・品質管理

岩手県下閉伊郡山田町織
笠第１２地割１－１

上林建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

交通誘導警備員

3人

交通誘導警備に従事します。
・主な現場は建設現場工事現場の交通誘導
現場へは直行直帰または乗合になります。また社
用車の貸与も可能です。自家用車使用の方はガソ
リン支給となります。

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

住宅営業

1人

住まいに関するお客様のニーズに応えられるよ
う、情報収集、企画、営業を行っていただきま
す。お客様の家づくり、暮らしづくりを提案する
お仕事です。
・お客様へのフォロー業務

岩手県下閉伊郡山田町織
笠第１２地割１－１

上林建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

測量士・測量士補

1人

測量業務全般。土木・建築工事にあたり、土地の
位置・形状を測量する仕事です。専門の機器や技
術を使いますので、測量業務の経験がある方から
の応募をお待ちしています。また、測量データの
入力などパソコンを使う仕事もあります。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字三本松１

有限会社　岩泉測
量設計

雇用期間の定めなし
測量経験

パソコン操作（ワード・エ
クセル） 岩手県下閉伊郡岩泉町

重機オペ運転手及びとび土
工

1人

各工事現場において以下の業務を行っていただき
ます。
・重機による掘削等土工事
・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

重機運転経験 岩手県宮古市

土木施工管理技士「建設」

2人

土木、舗装の各工事現場で以下の業務を行いま
す。
・施工計画立案
・管理（施工、安全、品質、工程など）
・各種書類作成

岩手県宮古市山口五丁目
４番１２号

佐藤土木工業　有
限会社

雇用期間の定めなし

現場管理経験 岩手県宮古市

土木作業員「建設」

2人

以下の業務を行っていただきます。
・土木、舗装の各工事現場での土木作業全般
＊公共工事が主となります
＊宮古市内が中心で、他に下閉伊地区の現場とな
ります

岩手県宮古市山口五丁目
４番１２号

佐藤土木工業　有
限会社

雇用期間の定めなし

土木作業経験 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

180,800円～339,000円

正社員 不問 03030- 2766691
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- 2767991
変形（１年単位）
(1) 8時10分～17時10分

170,000円～170,000円

正社員 40歳以下 03030- 2768491
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～16時30分
186,250円～198,000円

正社員 不問 03030- 2769791
大型自動車免許二種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
203,400円～237,000円

正社員 59歳以下 03030- 2770591
大型自動車免許一種
小型移動式クレーン (1) 8時00分～17時00分

玉掛技能者 193,500円～193,500円

正社員 64歳以下 03030- 2772091
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
133,056円～164,160円 (2) 7時00分～16時00分

(3) 9時30分～18時30分

正社員以外 不問 03030- 2773391
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

移動式クレーン運転士 (1) 8時00分～17時00分
玉掛技能者 161,000円～230,000円

正社員 61歳以下 03030- 2774691
変形（１年単位）
(1) 8時00分～16時30分

136,200円～136,200円 (2)16時30分～ 1時00分
(3)23時30分～ 8時00分

正社員以外 18歳以上 03030- 2777791
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- 2778891

(1) 8時30分～17時00分
150,150円～165,165円 (2) 8時30分～12時00分

正社員 不問 03030- 2779291
普通自動車免許一種

危険物取扱者（乙種） (1) 8時30分～17時00分
140,000円～220,000円 (2) 8時30分～12時00分

正社員 35歳以下 03030- 2781391
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

危険物取扱者（乙種）
危険物取扱者（丙種） 150,000円～250,000円

正社員 59歳以下 03030- 2783991
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

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

(3) 9時00分～ 0時00分

正社員 18歳～69歳 03030- 2785791
普通自動車免許ＡＴ
介護職員初任者研修 (1) 8時00分～17時00分

152,240円～152,240円 (2) 9時00分～18時00分

正社員 69歳以下 03030- 2786891
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分
180,000円～210,000円

正社員以外 45歳以下 03030- 2789191
変形（１年単位）
(1) 8時00分～18時30分

136,800円～136,800円 (2)21時30分～ 8時00分

正社員以外 18歳以上 03030- 2790691
左記の要件を満たす方
普通自動車免許一種 (1) 8時30分～17時00分

160,000円～300,000円 (2) 8時30分～12時00分

正社員 不問 03030- 2793791
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～320,000円

正社員 40歳以下 03040- 3808691
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
又は 251,500円～353,000円

土木施工管理技士２級

正社員 64歳以下 03040- 3809991

6

土木施工管理技士　「建
設」

2人

◎土木工事施工管理業務に従事します。
・公共工事（橋梁・トンネル・舗装・土木全般）
を主に担当します。特に橋梁・トンネル補修に強
みを持つ会社です。
・調査・計画および工事写真撮影・測量を行い、

岩手県花巻市東和町安俵
２区１１番地

株式会社　大久保
建設

雇用期間の定めなし

現場施工管理経験のある方 岩手県宮古市、他

工事作業員　「建設」

2人

◎主に橋梁補修工事の現場作業を行います。

　・未経験者でも指導致します。
　・資格取得制度あります。費用は会社で負担し
ます。

岩手県花巻市東和町安俵
２区１１番地

株式会社　大久保
建設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

歯科技工士

1人

歯科技工業務全般　義歯、硬レ（差し歯）、クラ
ウン・ブリッジ作業【必要な経験・資格につい
て】　　下記の１か２に該当する方
１）歯科技工士の資格をお持ちの方
２）無資格だが業務経験のある方

岩手県下閉伊郡山田町北
浜町１０４－４

マリンデンタル
株式会社

雇用期間の定めなし

左記の要件を満たす方 岩手県下閉伊郡山田町

合板工（交替制あり）／藤
原工場

1人

藤原工場において、合板の製造、加工業務を行い
ます。
・原木（丸太）を機械に挿入し、切断する作業
・切断した板を切削し、薄い単板に加工する作業


岩手県宮古市磯鶏２丁目
３－１

ホクヨープライ
ウッド株式会社宮
古工場雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

酒類・食品の営業

1人

＊スーパーマーケット、酒販店に、酒類・飲料の
ルートセールス
＊介護施設に調理済食品の提案営業
＊飲食店、宿泊施設に、畜産品、主食米の提案営
業

岩手県宮古市港町２番２
２号

カメイ株式会社
三陸支店

雇用期間の定めなし
 

パソコン操作（エクセル・
ワード）

岩手県宮古市

サービス提供責任者「介
護」

1人

サービス提供責任者として下記業務に従事してい
ただきます
・訪問介護計画書の作成（パソコン使用）
・利用者宅を訪問し、食事・入浴・排泄などの介
助

岩手県宮古市築地一丁目
１－４４

有限会社　川崎タ
クシー

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

タクシー（介護タクシー）
運転手

2人

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

岩手県宮古市築地一丁目
１－４４

有限会社　川崎タ
クシー

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ガソリンスタンド販売員

1人

給油業務及び配達業務
・車両の誘導、給油、窓ふき、その他付随する業
務
・ミニローリー車を使用しての配達業務


岩手県宮古市根市２－３
３－２

株式会社丸光商事

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

燃料の配達業務

1人

・灯油・重油などの配達業務
・ガソリンスタンドでの給油業務など

＊お客様から注文を受けタイムリーに配達する業
務です。

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

岩手県宮古市

事務／歯科技工所

1人

当社は歯科医院、病院より受注を受け製品の製作
納品しています
・専用ソフトを使用し製品の伝票、請求書作成
・従業員給与計算
・電話、来客対応

岩手県下閉伊郡山田町北
浜町１０４－４

マリンデンタル
株式会社

雇用期間の定めなし

パソコン基本操作 岩手県下閉伊郡山田町

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

合板工（交替制あり）

2人

合板の製造、加工業務を行います。
・合板を加工機械に挿入する作業と加工作業
・難しい機械操作は行いません。最初は単材（畳
くらいの薄い板）を乾燥機に装入する作業
・細かな単板をつなげる作業

岩手県宮古市磯鶏２丁目
３－１

ホクヨープライ
ウッド株式会社宮
古工場雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

大型自動車運転手

1人

主にコンクリート製品のＵ字形側溝を製造してい
ます。
・１０ｔ、７ｔ車を使用し、製品の運搬を担当し
ます
・工場内での作業もあります

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根４－１２

有限会社　豊興

雇用期間の定めなし

大型自動車運転 岩手県下閉伊郡山田町

介護員／さくらつつみ「介
護」

1人

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

岩手県宮古市長根４－１
３－１

株式会社　介護施
設えくぼ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

大型運転手

1人

主に以下の業務を行っていただきます。
・大型トラック（７ｔ）車によるブロック運搬
・積み降し作業
＊積み降し作業では自らクレーンを使用します。


岩手県宮古市田老字乙部
２４７－２８

有限会社　平内運
送

雇用期間の定めなし

大型運転業務１年以上の経
験

岩手県宮古市

バス運転手

2人

・町民バス（路線バス）や貸切バスの運転業務
・バスの点検、運転日報、洗車など

＊町民バスは中型バス、貸切バスは主にマイクロ
バスの運転

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中家１２番地１

岩泉自動車運輸
株式会社

雇用期間の定めなし

又は 5時30分～21時00分の
間の7時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

普通土木作業員「建設」

1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

岩手県下閉伊郡岩泉町

ミシン保全兼裁断工

1人

ミシン７０台の保全と裁断工程を行います。
・ミシンの修理調整
・メーカーに問合せ（必要時）
・ロール状（２０～３０キロ）の生地を自動裁断
機セット

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

配管工／経験者「建設」

1人

上下水道、ガス配管、設備配管などの業務に従事
していただきます。
・冷暖房などの空調設備等
・公共事業にともなう施設・学校など
・主な現場は宮古市内

岩手県宮古市宮町三丁目
１０－６１

株式会社　第一水
道設備

雇用期間の定めなし

配管工経験 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



建築士１級又は 変形（１年単位）
建築施工管理技士１級 (1) 8時00分～17時00分

又は 250,000円～500,000円
土木施工管理技士

普通自動車免許一種
正社員 64歳以下 03080- 2638691

普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

265,000円～400,000円

正社員 64歳以下 04010-50662691
電気施行管理技士

１級又は２級 (1) 8時30分～17時30分
土木施行管理技士 265,000円～510,000円
１級又は２級

正社員 59歳以下 04010-51019791
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1)12時00分～22時00分
250,000円～350,000円

正社員 64歳以下 04011- 3355991
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
154,000円～216,500円

正社員 40歳以下 04080- 2955491
普通自動車免許一種

車両系整地掘削用運転 (1) 8時00分～17時00分
194,400円～237,600円

正社員 64歳以下 05041- 1543191
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

237,600円～259,200円

正社員 18歳～59歳 13120-14550991
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時45分～17時45分
177,000円～229,000円 (2)10時45分～19時45分

(3)12時15分～21時15分

正社員 35歳以下 15070- 7826991
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時45分～17時45分
189,000円～241,000円 (2)10時45分～19時45分

(3)12時15分～21時15分

正社員 35歳以下 15070- 8130291
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時45分
250,000円～250,000円

正社員以外 不問 22020-20057391
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時45分
250,000円～250,000円

正社員以外 不問 22020-20262291
土木施工管理技士

(1) 9時00分～17時30分
250,000円～600,000円

正社員以外 不問 28030-11947391
調理師又は

食品衛生責任者
171,600円～193,600円

正社員以外 18歳以上 01240-16104891
交替制あり

102,585円～104,160円

正社員以外 不問 01240-16119491
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時20分
133,000円～140,000円

正社員 不問 03030- 2667391
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
171,750円～206,100円

正社員 不問 03030- 2669991
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
160,000円～163,000円

正社員 45歳以下 03030- 2670891
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

161,000円～207,000円

正社員 59歳以下 03030- 2671291
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）
大型自動車免許一種 (1) 8時00分～17時00分
大型特殊自動車一種 260,000円～350,000円

正社員以外 不問 04010-50540991
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時15分
270,000円～450,000円

正社員 64歳以下 13010-96802191

7

現場管理業務（補助）／岩
手県宮古市

1人

・国土交通省、地方自治体発注の公共工事（震災
復興工事）において、民間側で現場管理を補助し
ます。
・土木施工管理の資格を取得し、ＡｕｔｏＣＡＤ
の技量を身に付けてもらい、将来役所側の監理技

東京都中央区八重洲１－
６－２　八重洲一丁目ビ
ル８階

ジーエヌティー
株式会社

雇用期間の定めなし

土木工事経験（５年以上、
除染業務を除く）

岩手県宮古市

（請）重機オペレ－ター
［宮古市］

5人

・バックホーを使用しての土砂の積込み法面の仕
上げ作業
・ブルドーザーを使用しての土砂の敷均し
・リジットダンプ、Ａ／Ｔダンプを使用しての土
砂の運搬

宮城県仙台市若林区卸町
東３丁目２－２８

株式会社　マイ
タック　東北営業
所雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
大型バックホー、ブルドー

ザー経験者
岩手県宮古市

製材工

1人

当社工場内において下記の業務に従事していただ
きます。
・製材品の仕訳け及び桟組みの補佐
・その他付随する業務


岩手県宮古市磯鶏１丁目
５－２８

豊田木材　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

葬儀全般の施行業務

1人

葬儀施行にかかる下記業務を行っていただきま
す。
・葬儀の準備、打合せ
・葬儀場の設営～撤収
・葬儀受付等お葬式全般に関わる業務

岩手県宮古市長町一丁目
９－８

有限会社　陸中ま
ごころ葬祭

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

型枠大工（見習い可）「建
設」

3人

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


岩手県宮古市崎山第６地
割２－６

黒武工業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

配送・二次加硫係

1人

配送と社内工程を兼務していただきます。
・配送車（キャラバン・バネット）で近隣の取引
先工場へ納品
・引取りおよび内職者（個人宅）へ引取り
・高温槽での加硫工程の準備

岩手県下閉伊郡岩泉町小
本字内の沢２―２

有限会社　岩泉ゴ
ム工業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

（パ）調剤事務員（宮古中
央店）

1人

調剤薬局における調剤事務業務全般に従事してい
ただきます

札幌市東区北２４条東２
０丁目１番２１号

株式会社　ツルハ
（ツルハドラッ
グ）雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）
又は11時00分～18時00分の
間の6時間程度

岩手県宮古市

建設会社寮の調理員（岩手
県）

1人

○朝食・弁当・夕食の調理（３０食弱程度）
○食器の洗浄と厨房内の清掃（寮内の清掃はあり
ません。）

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）

又は 3時00分～20時00分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

【増員】積算技術業務（道
路部門）※当社内での常勤

3人

道路工事価格の積算技術業務
＊発注図書等の作成
＊コンクリート及び堀削量等の集計
＊その他


兵庫県尼崎市長洲西通１
丁目３－２６　尼崎ス
テーションビル８Ｆ

株式会社　和技研

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

同様業務経験必須 岩手県宮古市、他

新築戸建て住宅基礎工事一
式

3人

当社新築戸建住宅の基礎施工。
一年を通じて同県内で安定した仕事が出来ます。
（作業着貸与・作業靴貸与）



静岡県浜松市西区大久保
町１２２７－６

株式会社　一条工
務店

住宅基礎工事経験（５年以
上）※経験年数応相談

車両系建設機械（整地）経
験（年数不問）

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

建方作業及び建方作業の指
揮・指導（岩手県）

1人

建方作業及び建方作業の指揮・指導

入社後、当社研修施設にて当社基準・ルールに
則った建方工事方法を習得して頂きます。
その後実際の建築現場にて建方作業等に従事して

静岡県浜松市西区大久保
町１２２７－６

株式会社　一条工
務店　

建設業界の経験もしくは木
造建築物の組立等の作業経
験５年以上（免許取得の

為）

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

店舗運営職・幹部候補（ナ
ショナル社員）

2人

販売からスタートし、将来的には大型店店長や地
域マネジャー、バイヤー（仕入担当）等、会社全
体を牽引していく幹部社員を目指していただく職
種です。
まずはホームセンターでの接客、販売、売場づく

新潟市南区清水４５０１
番地１

株式会社　コメリ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

販売・店舗運営職（リー
ジョナル社員）

2人

販売からスタートし、将来的には店長や地域マネ
ジャーとして、店舗運営の中堅幹部を目指してい
ただく職種です。
まずはホームセンターでの接客、販売、売場づく
り、商品管理、店長代行業務などを通じて知識と

新潟市南区清水４５０１
番地１

株式会社　コメリ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

建設土木作業員

4人

被災地復興エリアにおいて、土木工事を中心とし
た基礎工事（高所作業・玉かけ等含む）全般を
行っていただきます。
※現在の現場は、久慈市内です。


東京都墨田区墨田４－４
５－５

都市建設工業　株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

重機オペレーターおよび
土木作業員【県外】

2人

○河川改修及び道路工事などの土木作業及び重機
オペレーターに従事していただきます
＊被災地復興現場もあります
＊現場作業所に泊り込んで作業します。毎週日曜
日には帰省します（土曜日作業終了後、帰って来

秋田県仙北市田沢湖神代
字戸伏松原４０－３

株式会社　森元組

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

営業（山田営業所）

1人

○屋根工事（瓦屋根等）で工務店中心にルート
セールス及び現場監理業務に従事して頂きます。

※初めは営業責任者につき補助作業を行って頂き
ますので、安心してご応募ください。

宮城県気仙沼市松川前１
３５番地

株式会社　ヤマサ
カ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

（まるまつ宮古店）店長・
店長候補

1人

・入社後、店舗業務からスタートし、接客・調理
の基本作業を覚えます。
・店舗業務をマスターした後、店舗の指導と運営
に関わる店長として仕事をしていきます。


宮城県富谷市成田９丁目
２－９

株式会社　カルラ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

道路設備技術者（工事監督
支援）［宮古市］

1人

国交省等から民間の建設会社に発注された道路・
河川等の工事において、国交省職員の補助とし
て、現場の適正な施工確認／品質及び安全管理／
提出書類の確認等を行います。


宮城県仙台市青葉区本町
２丁目９－８　日宝本町
ビル２階

株式会社　スタッ
ド　東北支店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

測量技術者補助［下閉伊郡
岩泉町・宮古市］

2人

工事竣工まで測量補助及び現場管理補助をするお
仕事です。
　測量及び土木現場施工管理補助になります。
＜主な仕事内容＞
測量補助、現場管理補助、丁張り、写真管理、安

宮城県仙台市宮城野区榴
岡３丁目１０－７　サン
ライン第６６ビル７階

株式会社　ナス
キー　仙台東口支
店雇用期間の定めなし 　

測量の実務経験のある方ご
経験が浅い方も可能です。

(ご相談ください。) 岩手県宮古市、他

建築又は土木施工管理技士
「建設」

2人

県内沿岸（宮古市～陸前高田市）の各建設現場に
おいて、建築又は土木建築工事に係る設計・工程
及び施工管理等の業務を行って頂きます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＊面接は本社（大船渡市）にて行います。

岩手県大船渡市盛町字田
中島２７－１

株式会社　佐賀組

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他



普通自動車免許ＡＴ
土木施工管理技士１級 (1) 8時30分～17時15分
土木施工管理技士２級 300,000円～500,000円

正社員 64歳以下 13010-96872691
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

138,667円～147,334円 (2) 8時00分～15時00分

正社員以外 不問 03030- 2655591
普通自動車免許一種

(1) 7時00分～15時00分
180,000円～180,000円

正社員以外 不問 03030- 2656191
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～18時00分
169,544円～216,315円

正社員 59歳以下 03030- 2657091
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- 2658391
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分
145,000円～148,000円

正社員 59歳以下 03030- 2659691
普通自動車免許一種

(1) 7時30分～16時30分
160,000円～250,000円

正社員 不問 03030- 2664591
普通自動車免許一種

(1) 7時30分～16時30分
160,000円～250,000円

正社員 不問 03030- 2665191
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時00分
150,000円～155,000円

正社員 不問 30010-10858691
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分

131,000円～156,000円

正社員以外 不問 03030- 2649091

8

事務

1人

ほほえみの里において事務作業を行っていただき
ます。
・介護報酬請求作業・経理作業・労務作業のいず
れかを主業務とし担当していただきます。
・書類作成、データ入力、電話対応、会計業務

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あり（4ヶ

月以上） タブレット端末、パソコン
操作（エクセル）が基本的

に使える方 岩手県宮古市

事務員（下閉伊郡山田町）

1人

◎一般事務
１．電話、来客対応
２．受発注業務（メーカー問合せ等）一般事務
３．作業員の賃金計算
４．パソコンを使用しての納品書、請求書等の各

和歌山市西浜１６６０－
４６

坂井漁網株式会社

雇用期間の定めなし

基本的なパソコン操作
（ワード・エクセル）

岩手県下閉伊郡山田町

施工管理「建設」

1人

◇道路舗装工事業の最大手である（株）ＮＩＰＰ
Ｏ（旧社名：日本鋪道）のグループ会社です。
◇舗装土木工事の施工管理業務を行っていただき
ます。
・施工計画の立案

岩手県宮古市金浜第６地
割２１－６０２Ｆ

株式会社　宮古日
舗

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

舗装技能員「建設」

1人

◇道路舗装工事業の最大手である（株）ＮＩＰＰ
Ｏ（旧社名：日本鋪道）のグループ会社です。
◇舗装土木工事の施工業務を行っていただきま
す。
・舗装重機の操縦

岩手県宮古市金浜第６地
割２１－６０２Ｆ

株式会社　宮古日
舗

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員／正社員（デイ
サービス）「介護」

1人

デイサービス利用者の介護業務。
・利用者１８名
・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

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

ルート営業

1人

ルート営業として、以下の業務を行っていただき
ます。
・当社の配置薬（置き薬）をご利用いただいてい
るご家庭や企業への定期訪問
・ご使用いただいた分の集金と補充

岩手県宮古市大字田鎖９
地割６－５

株式会社　富士薬
品　宮古営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

水産加工及び店舗業務

1人

水産物の加工と店舗業務を担当していただきま
す。
・干物加工や冷凍加工作業
・お刺身などの商品作り、パッキング、値付け
・店舗（山田２ヶ所・釜石１ヶ所）への配達（軽

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－５２－２６

有限会社金澤水産

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

クリンクルー（宮町）

1人

請負先の館内の清掃業務全般となります。
・掃除機、モップ、ホーキ、タオル等を使っての
各室の清掃
・廊下、階段、備品等の清掃
・廃棄物の収集等

岩手県宮古市長町１丁目
９－１７

リアス環境管理
株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

現場管理業務／岩手県宮古
市

1人

国土交通省、地方自治体発注の公共工事（震災復
興工事）において、民間側に於いて現場管理を行
います。
・将来行政側に立って施工管理を担って頂きま
す。

東京都中央区八重洲１－
６－２　八重洲一丁目ビ
ル８階

ジーエヌティー
株式会社

雇用期間の定めなし

土木工事経験（５年以上） 岩手県宮古市


