
調理師又は
食品衛生責任者

171,600円～216,700円

正社員以外 18歳以上 01240-20853591
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

264,000円～264,000円

正社員 64歳以下 02020-14784491
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～18時00分
177,000円～268,500円

正社員 40歳以下 03010-23283691
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 03010-23343591
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 03010-23345091
大型自動車第二種免許 変形（１ヶ月単位）

124,000円～135,000円

正社員以外 不問 03010-23384291
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

162,900円～182,100円

正社員 62歳以下 03010-23389691
１級ボイラー技士
２級ボイラー技士 (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- 3326991
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

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

正社員 59歳以下 03030- 3327491
普通自動車免許ＡＴ

介護福祉士 (1) 8時00分～17時00分
173,750円～178,750円

正社員以外 不問 03030- 3328791
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

140,000円～160,000円

正社員 59歳以下 03030- 3329891
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

140,000円～160,000円

正社員 59歳以下 03030- 3330191
普通自動車免許一種

危険物取扱者（丙種） (1) 8時00分～17時00分
160,000円～160,000円

正社員 59歳以下 03030- 3332391
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- 3333691
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 18歳～59歳 03030- 3334991

(1) 6時30分～15時30分
140,000円～150,000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- 3335491
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- 3336791
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
172,500円～345,000円

正社員 64歳以下 03030- 3337891

1

電気設備現場作業員、現場
管理

1人

一般住宅、ビル、工場、官庁工事の電気設備工事
全般に従事していただきます。
・電気設備工事設計施工
・電気配線、照明器具設置取付、冷暖房器具設置
取付など

岩手県下閉伊郡山田町織
笠１１－１－４１

有限会社　沼崎電
気

雇用期間の定めなし

建設現場経験者 岩手県下閉伊郡山田町、他

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

鮮魚・加工品販売／正社員

1人

宮古市魚菜市場内の店舗において、鮮魚・加工品
の店頭販売を行います。
・商品陳列、品出し
・レジ操作、袋詰め
・店舗内清掃

岩手県宮古市近内２丁目
８－８

有限会社　後藤商
店

雇用期間の定めなし

又は 6時30分～17時00分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

オイルシール成形オペレー
ター

1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

オイルシールの仕上げ・検
査

2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

ガス検針・配達

1人

・ガスの検針、集金（軽トラックを使用）
・灯油配達（配達車２ｔトラック）
・主に宮古市内
・入社後相談の上、住宅設備機器等の工事もあり


岩手県宮古市磯鶏石崎５
番６号

有限会社　千崎商
事

雇用期間の定めなし

ＬＰガス又は水道工事 岩手県宮古市

加工・販売

1人

豊間根工場で商品の加工と販売を行っていただき
ます。
・主にイカの塩辛、魚の干物、押し寿し等の加工
・店頭（工場内店舗）での販売、レジ操作、パッ
キング、包装等

岩手県下閉伊郡山田町中
央町７－６

有限会社　木村商
店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

事務・販売

1人

事務業務及び販売業務に従事します。
・伝票処理、帳簿作成、パソコンでの書類作成
・店頭（工場内店舗）での販売、商品の発注・受
注
・メール送受信、画像処理、ネット販売の管理

岩手県下閉伊郡山田町中
央町７－６

有限会社　木村商
店

雇用期間の定めなし

メール、ネット販売につい
てのＰＣスキル

岩手県下閉伊郡山田町

介護職員「介護」

1人

デイサービスセンターにおいて介護業務を担当
・介護業務（身の回りの世話・食事・入浴・排泄
等の介助）
・ワイドタイプのワゴン車（施設車）で、通所者
の送迎運転業務

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－１００－３

社会福祉法人　正
受会　平安荘デイ
サービスセンター雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

介護職 岩手県下閉伊郡山田町

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

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

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
※大型自動車第２種免許のない方、普通免許しか

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
普通自動車運転免許取得後
３年以上経過していること

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
＊就業日数については、本人の希望に応じて決定
します。正社員並みの日数（２３～２４日）、又

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

     （10月4日時点の内容です）

　　１０月１日　から　１０月４日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　１０月１７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

太陽光パネル配線作業員

5人

・既に設置されている太陽光パネルにケーブル線
を取り付ける作業です。
・パネルの下（高さ１ｍ前後）に細物のケーブル
線を５人～１０人で延ばし、結束バンドで固定し
ます。簡単な作業です。

青森県八戸市大字中居林
字彦五郎９－１２

有限会社　山協電
気工業

雇用期間の定めなし

できれば建築現場経験者 岩手県宮古市、他

事業所名
求人番号

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

上記の業務に従事していただきます。


北海道札幌市北区屯田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

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
約内容等を説明するお仕事です。利用者宅への定

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

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

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

◎ 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１０月１０日発行  



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- 3338291
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- 3339591
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- 3340391
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- 3341691
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 6時00分～15時00分
226,500円～263,500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- 3343491
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
138,000円～140,000円

正社員 59歳以下 03030- 3344791
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時00分

131,733円～131,733円

正社員 69歳以下 03030- 3345891
変形（１年単位）
(1) 8時00分～16時30分

133,313円～133,313円

正社員以外 64歳以下 03030- 3346291
準中型自動車免許 変形（１年単位）

(1) 7時30分～16時30分
135,000円～140,000円

正社員 40歳以下 03030- 3347591
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

137,400円～137,400円

正社員 不問 03030- 3349091
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- 3351491
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

135,347円～155,050円

正社員以外 不問 03030- 3355591
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～293,800円

正社員 64歳以下 03030- 3357091
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- 3359691
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

整備士３級以上 (1) 8時30分～17時00分
170,000円～200,000円

正社員 40歳以下 03030- 3360491
土木施工管理1級又は2級 変形（１年単位）

及び (1) 8時00分～17時00分
建築施工管理1級又は2級 180,800円～293,800円

普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03030- 3361791
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～293,800円

正社員 64歳以下 03030- 3362891
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～300,000円

正社員 不問 03030- 3363291
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- 3364591
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- 3365191

2

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

自動車板金塗装工

1人

当整備工場において主に下記の業務に従事しま
す。
・キズ、凹みなど自動車の損傷個所の自動車板金
塗装
・主に新車へのボディコーティング

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

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

岩手県下閉伊郡田野畑村、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

岩手県下閉伊郡田野畑村、他

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

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１０ｔ車へ積込み
他オペレーターは３名、大型ダンプ運転手兼務が

車両系建設機械(整地・
運搬・積込み用及び掘
削用)運転技能講習修了

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

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

岩手県下閉伊郡田野畑村、他

水産加工員

3人

秋鮭、いくら、サンマ、サバなどの水産加工作業
を行っていただきます。
・その時期に水揚げとなった魚を取り扱い、下処
理や箱詰め作業等
＊経験がなくてもできる軽作業ですのでご応募く

岩手県宮古市藤原一丁目
５－９

有限会社　大井漁
業部　大印冷凍工
場雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

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

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

ダンプ運転手

2人

各工事現場において、大型ダンプ（１０ｔ車）の
運転業務に従事していただきます。
・主に土砂、砕石等の運搬
・その他日々の業務として、車両の点検、運転日
報、洗車

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～20時00分の
間の7時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

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

水産加工員

3人

・水産物の生処理等の加工作業
・箱詰め　など
＊取り扱う水産物は、イクラ、鮭、さんま、イカ
などです。
＊未経験の方でも指導いたします。出来るところ

岩手県宮古市藤原一丁目
６－６

株式会社　村木水
産

雇用期間の定めなし

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

食品加工員

3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

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

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

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

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

営業及び事務（それに伴う
現場作業含む）

1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

部品加工

2人

当社工場にて下記の業務を行っていただきます。
・高速で回転する砥石で削りたい素材に押し当
て、少しずつ削り取っていく作業です。
　１．鋼材の切り出し
　２．研削作業（何種類かの砥石を使い、粗削り

【郵送先は別住所】下閉
伊郡田野畑村奥地向６９
番地



普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

140,000円～150,000円

正社員 59歳以下 03030- 3369991
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

142,600円～142,600円

正社員 59歳以下 03030- 3372591
中型自動車免許 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- 3374091
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- 3375391
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～17時40分
171,000円～220,000円

正社員 59歳以下 03030- 3377991
保育士又は 変形（１ヶ月単位）
幼稚園教諭 (1) 7時30分～16時30分

151,700円～165,800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- 3379791
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- 3380591
足場組立作業主任者 変形（１ヶ月単位）

車両系建設機械 (1) 8時00分～17時00分
いずれか 191,200円～215,100円

普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 03030- 3382091
保育士

138,700円～219,600円

正社員 59歳以下 03030- 3384691
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- 3385991
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- 3386491

(1) 8時30分～17時00分
132,000円～132,000円

正社員以外 不問 03030- 3388891
大型自動車免許 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時30分
184,000円～276,000円

正社員 64歳以下 03030- 3391391
大型自動車免許 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
200,000円～270,000円

正社員 不問 03030- 3392691
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
動力車操縦者免許 (1) 8時30分～17時30分

危険物取扱者（乙四） 160,000円～160,000円
電気工事士、消防設備士

正社員 59歳以下 03030- 3394491
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

147,262円～147,262円

正社員以外 不問 03030- 3396891
中型免許

(1) 7時30分～16時30分
140,500円～190,500円

正社員 59歳以下 03030- 3397291
養護教諭免許状

(1) 8時00分～16時30分
159,300円～270,400円

正社員以外 不問 03030- 3398591
臨床工学技士免許証 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- 3399191
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- 3402291

3

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

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

小学校講師（養護助教諭）

1人

小学校において養護教諭の業務を行っていただき
ます。
・児童の救急看護
・児童の健康診断および健康相談
・保健指導の計画及び実施

岩手県宮古市五月町１－
２０　宮古地区合同庁舎
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

集配ドライバー

2人

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

岩手県宮古市津軽石１０
－３５－３７

東北西濃運輸株式
会社　宮古営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

水産加工員（サンマ）

6人

魚類の加工食品等の処理を行います。
・主にサンマ選別ラインに沿った製造
・梱包作業
・その他イカの冷凍食品加工、秋サケの加工
・スケソウダラ・サバ等の前浜魚の処理作業

岩手県宮古市日立浜町８
番２３号

株式会社　おがよ
し

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

鉄道業務員

1人

駅業務：窓口で乗車券の販売等を通じ地域の顔、
会社の顔となる接客業務です。車掌：繁忙期のイ
ベント列車、増結車両に乗務し観光案内放送等に
おいて直接お客様とかかわる仕事です。運転士：
運転士免許を取得しお客様を安全に目的地まで輸

岩手県宮古市栄町４番地 三陸鉄道　株式会
社

雇用期間の定めなし

小型移動式クレーン、玉掛
技能者のいずれか

岩手県宮古市

運転手

4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、岩泉町内がほとんどで

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
　

大型またはトラック運転経
験者

岩手県下閉伊郡岩泉町

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

介護員／千徳デイサービス
センター「介護」

1人

千徳デイサービスセンターの利用者４０名の介護
に関する業務全般となります。
・利用者の身の周りの世話、食事、入浴、排泄、
リハビリ等の介助や見守り等
・食事の準備や後片付け

岩手県宮古市千徳町５－
３７

株式会社ＪＡ　ラ
イフサポート宮古
介護センター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

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

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

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

一般事務

1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

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

自動車整備

2人

自動車整備業務全般
・軽自動車、小型・中型自動車および大型自動車
などの車検整備や一般点検整備、修理など
・整備関係書類（整備記録）作成、お客様の車の
入庫、引取りロードサービス

岩手県下閉伊郡田野畑村
菅窪２２３－７５

丸奥自動車工業株
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

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

水産加工品の製造

2人

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

岩手県下閉伊郡山田町織
笠第１１地割２２－１１

株式会社　山田
コールドストレー
ジ雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

一般事務

1人

一般事務に従事していただきます。
・パソコンを使用しての書類作成、請求書作成、
データ入力
・来客対応、電話対応
・その他指示された業務

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

パソコン操作（ワード、エ
クセル）ができる方

岩手県宮古市



変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分

130,000円～145,000円 (2) 8時30分～14時30分

正社員 不問 03030- 3406391
栄養士 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
150,700円～165,800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- 3408991
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
148,400円～167,300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- 3409491
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- 3410291
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- 3411591
普通自動車免許ＡＴ

185,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030- 3412191
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- 3414391
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- 3415691

(1) 8時00分～17時30分
152,312円～163,880円

正社員以外 不問 03030- 3417491
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
155,000円～250,000円

正社員 59歳以下 03030- 3418791
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

140,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030- 3420191
交替制あり
(1) 8時30分～17時30分

130,560円～195,840円 (2)19時10分～ 4時10分

正社員以外 18歳～59歳 03030- 3421091
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- 3422391
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
191,700円～319,500円

正社員 59歳以下 03030- 3423691
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
151,400円～300,000円

正社員 不問 03030- 3425491
看護師 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時20分～17時20分
193,500円～251,100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- 3427891
薬剤師 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時20分～17時20分
217,000円～244,800円

正社員 59歳以下 03030- 3428291
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時20分～17時20分

140,800円～140,800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- 3429591
中型自動車免許 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
161,330円～268,830円

正社員 59歳以下 03030- 3430391
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- 3431691

4

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

土木作業員「建設」

2人

宮古・下閉伊地区の各現場において、土木工事等
に係る業務を行っていただきます。
・主に公共工事及び民間の基礎・造成等の土木工
事作業
・現場作業において２ｔ・４ｔダンプ及び４ｔト

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

土木工事経験 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

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

現場作業員／経験者「建
設」

1人

一般住宅の給排水設備工事全般。
・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
＊現場は主に宮古市及びその近郊となります。
＊社用車（マニュアル車）の運転があります。

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

給排水工事経験者 岩手県宮古市

営業／宮古／足場組立、解
体

1人

足場組立、解体関係の営業に従事していただきま
す。
・簡単なパソコン操作
・必要時には現場見廻り等
・エリアは主に宮古市内

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

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。

＊土・日曜日勤務、夜勤が出来る方

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

自動機及び成形オペレー
ター

1人

主に下記業務を行っていただきます。
・自動機へのワーク供給及び完成品のトレイ収
納、ユニットを分解しメンテナンスを行う
・ＰＣでの生産履歴・現品票の作成、測定データ
入力

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

品質管理（検査業務）／山
田

1人

コネクター用プレス端子加工および金型設計・製
作を主要とした業務を行っております。その内
の、製品検査の担当者を募集します。
・工具・顕微鏡による製品測定
・実体顕微鏡を使用した外観検査など

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根７－４－１０

株式会社富士工業

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード・エ
クセル定型入力できる方） 岩手県下閉伊郡山田町

鉄工作業員

1人

弊社山田工場において下記の業務に従事します。
・各種プラント機器の溶接作業
・製缶作業
・配管工事
・各種産業機械の据付工事

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根第２地割８－１

五菱工業株式会社
山田工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

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
＊経験のない方には丁寧に指導いたしますので、

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

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

総務、経理事務

2人

牧場では乳牛をはじめヤギ・羊・ロバを飼育して
おり、県内外からお客様も沢山来られます。
○パソコン（会計ソフト）を使ったデータ入力
○新商品の開発イベント企画にかかるデータ入力
○給与計算

岩手県宮古市田老字小堀
内１９－１５

しあわせ乳業　株
式会社

雇用期間の定めなし

又は 8時30分～18時00分の
間の8時間

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

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

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

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

事務員

1人

・仕訳、出納帳への記入
・給与計算や社会保険・雇用保険等の手続き
・請求書や書類の作成及び届出、材料の発注、電
話・来客応対など


岩手県宮古市板屋１丁目
２－１９

有限会社　イン
デュアホーム宮古

雇用期間の定めなし

経理事務経験者
パソコン操作ができる方

岩手県宮古市



変形（１ヶ月単位）
(1) 7時30分～16時30分

140,000円～190,000円 (2) 8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

正社員以外 64歳以下 03030- 3432991
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- 3433491
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

フォークリフト (1) 8時00分～17時15分
車両系建設機械免許 160,000円～200,000円

正社員 64歳以下 03030- 3434791
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

131,535円～131,535円

正社員以外 59歳以下 03030- 3437591
保育士

(1) 8時15分～17時15分
146,500円～146,500円

正社員以外 不問 03030- 3438191
普通自動車第二種免許
中型自動車第二種免許 (1)21時00分～ 3時00分
大型自動車第二種免許 120,640円～156,000円

いずれか

正社員 18歳～59歳 03030- 3441491
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

正社員以外 不問 03030- 3442791
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- 3443891
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

正社員以外 不問 03030- 3444291
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～17時30分
122,400円～122,400円

正社員 不問 03030- 3448391
変形（１年単位）
(1) 8時00分～18時30分

142,000円～142,000円 (2)21時30分～ 8時00分

正社員以外 18歳～59歳 03030- 3449691
保育士 交替制あり

(1) 7時20分～16時20分
144,120円～144,120円 (2) 7時45分～16時45分

(3) 8時00分～17時00分

正社員以外 不問 03030- 3450491
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
172,500円～195,500円

正社員 64歳以下 03030- 3451791
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

車両系建設機械運転免許 (1) 8時00分～17時00分
184,000円～299,000円

正社員 64歳以下 03030- 3452891
土木施工管理技士２級 変形（１年単位）
普通自動車免許ＡＴ (1) 8時00分～17時00分

228,000円～300,000円

正社員 64歳以下 03030- 3453291
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

130,350円～130,350円

正社員以外 不問 03030- 3454591

(1) 8時00分～17時00分
133,120円～133,120円

正社員以外 不問 03030- 3455191
交替制あり
(1) 7時00分～16時00分

154,300円～154,300円 (2) 8時00分～17時00分
(3)12時00分～21時00分

正社員 59歳以下 03030- 3457391

(1) 8時00分～17時00分
129,977円～129,977円

正社員以外 不問 03030- 3458691
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- 3460891
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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。
・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
・その他付随する事務補助等の業務

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

水産加工員／フルタイム
（２）

2人

当工場において下記の業務を行っていただきま
す。
・主にイカ類の加工やカレイの干物の製造業務
・原材料、製品の運搬
・汚れの除去及び専用箱へ並べる業務

岩手県宮古市上鼻２－１
－３３

株式会社　大濱正
商店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

介護職員「介護」

1人

特養老人福祉施設における介護サービスを行いま
す。
・入所者１１０名、短期入所１０名、全室個室ユ
ニットケア
・１ユニット１０名、夜勤は２ユニット２０名の

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

水産加工員／フルタイム
（１）

1人

当工場において下記の業務を行っていただきま
す。
・主にイカ類の加工やカレイの干物の製造業務
・原材料、製品の運搬
・汚れの除去及び専用箱へ並べる業務

岩手県宮古市上鼻２－１
－３３

株式会社　大濱正
商店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

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

土木現場代理人「建設」

2人

土木技術者として、当社請負現場に係る業務に従
事します。
・公共工事、土木工事の施工計画立案
・作業現場での工程管理


岩手県宮古市田の神一丁
目２－３７

株式会社　佐々木
建設

雇用期間の定めなし

土木現場代理人経験 岩手県宮古市

重機オペレーター「建設」

3人

・主な工事は道路工事、復旧・復興関連の公共工
事、土木工事、一般住宅や公営住宅の基礎工事
・重機運転等
・現場は宮古市内、山田町、大槌町、釜石市を予
定

岩手県宮古市田の神一丁
目２－３７

株式会社　佐々木
建設

雇用期間の定めなし

車両系建設機械運転 岩手県宮古市、他

土木普通作業員「建設」

3人

・道路工事、公共工事（復旧、復興関連）土木工
事、一般住宅や公営住宅の基礎工事の現場作業
・取得免許によりトラック２ｔ車や社用車の運転
あり
・初心者の方でも体力に自信がある方を希望

岩手県宮古市田の神一丁
目２－３７

株式会社　佐々木
建設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

保育士補助「保育」

2人

当学校法人が運営する「いずみ保育園」におい
て、乳児及び幼児の保育に関する業務全般に従事
していただきます。
・担任の指示のもとでの保育補助業務
・０歳児から２歳児までの計６０名の保育を行っ

岩手県宮古市上鼻２－６
－６

学校法人　宮古泉
学園　いずみ保育
園雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

ボイラー工

1人

当社宮古工場においてボイラー運転業務全般に従
事していただきます。
・ボイラーの運転業務
・燃料管理業務
・ボイラー設備の整備

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

事務

1人

・パソコンにより納品書や売り上げの入力、請求
書の作成
＊食品・酒・宝くじを販売のため接客や空き時間
には発送する商品の荷造りも行っていただきま
す。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字村木１８－３２

有限会社　早野商
店

雇用期間の定めなし
パソコン操作（経理ソフト
への入力、エクセル・ワー

ド） 岩手県下閉伊郡岩泉町

調理員（日勤）

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

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

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

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

岩手県宮古市

保育士　「保育」

1人

総合福祉センターに勤務となります。　　　　
・未就学児を対象とした通所訓練施設での発達支
援業務
・利用者１０名ほど　　　　　
・その他付随する業務　　　　　

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
会雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

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

木材加工

1人

チップの製造にかかる作業全般に従事していただ
きます。
・ある程度の大きさに裁断された丸太を、破砕用
の機械に投入する作業
・ショベルローダーとフォークリフトを使用して

岩手県宮古市川井２－２ 有限会社　川井林
業

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

介護職「介護」／日勤

2人

・入院患者（１病棟４０名位）の食事、入浴、ト
イレ介助などの支援。
・病棟の介護スタッフは１０～１５名となり、シ
フトでの勤務となります。
・他職種と共働で患者様の身体機能障害からの回

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



大型自動車免許 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

134,000円～200,000円

正社員 64歳以下 03030- 3461291
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

フォークリフト (1) 9時00分～17時00分
169,100円～309,100円

正社員 59歳以下 03030- 3462591
大型自動車免許 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
134,000円～200,000円

正社員 64歳以下 03030- 3463191
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 (2)10時15分～19時00分

(3)12時15分～21時00分

正社員以外 不問 03030- 3465391
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

正社員以外 不問 03030- 3467991

(1) 8時30分～17時00分
135,600円～146,900円 (2) 8時30分～12時00分

正社員以外 不問 03030- 3468491
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

玉掛技能者,アーク溶接 (1) 8時00分～17時00分
180,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030- 3470591
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- 3471191
保育士 変形（１年単位）

(1) 7時00分～16時00分
197,000円～209,000円 (2) 8時00分～17時00分

(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030- 3474691
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- 3475991
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 6時30分～15時00分
140,000円～230,000円 (2)13時30分～22時00分

正社員 59歳以下 03030- 3476491
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

自動車整備士３級以上 (1) 8時30分～17時30分
140,000円～200,000円

正社員 不問 03030- 3477791
変形（１年単位）
(1) 6時30分～15時30分

140,000円～200,000円 (2) 8時30分～17時30分
(3)14時00分～22時00分

正社員 59歳以下 03030- 3479291
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

および (1) 7時00分～16時00分
第二種電気工事士 140,000円～220,000円 (2) 8時30分～17時30分

危険物取扱者（乙種） (3)13時00分～21時00分
消防設備士

正社員 59歳以下 いずれか 03030- 3480091
調理師 変形（１年単位）

(1) 5時30分～14時30分
140,000円～220,000円 (2) 8時30分～17時30分

(3) 9時30分～18時30分

正社員 59歳以下 03030- 3482691
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時30分
155,000円～155,000円

正社員以外 不問 03030- 3484491
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- 3486891
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- 3487291
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- 3488591
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～16時00分
154,000円～330,000円

正社員 不問 03030- 3489191
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塗装工

2人

当社において下記の業務を行っていただきます。
・一般住宅の外部、内部の塗装工事
・ハケ、ローラーを使用した作業
・主に軽ワンボックス車を使用します。


岩手県宮古市宮園６－２
０

アユム塗装　合同
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

作業療法士

1人

当病院において、下記の業務を行っていただきま
す。
・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

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

精神保健福祉士

1人

当病院において、下記の業務を行っていただきま
す。
・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

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

調理員

1人

当病院において、下記の業務を行っていただきま
す。
・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

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

厨房係

1人

浄土ヶ浜レストハウスにおいて、下記の業務に従
事していただきます。
・和食を中心とした食材の仕込み（魚捌き等）、
盛り付け、料理提供までの一連の調理業務
・食材の仕入れや、厨房の片づけ等もあり

岩手県宮古市宮町一丁目
１－８０

一般社団法人　宮
古観光文化交流協
会雇用期間の定めなし

調理経験者 岩手県宮古市

調理業務

1人

宿泊客、日帰り客に提供する料理の調理業務。
・和食を中心とした旬の新鮮な魚介類を調理
・仕込み、調理、盛付け、清掃作業
・朝食はバイキング（和食）の調理
・食材の注文

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

岩手県下閉伊郡田野畑村

施設管理

1人

ホテル館内の施設管理業務
・建物内の見回り
・電気、空調、消防設備、ボイラー等の定期点検
・送迎バスの運転、バスの点検
・簡単な修繕等

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

岩手県下閉伊郡田野畑村

サービス業務

2人

サービス業務　
・宴会場、コンベンションホール等で席のセッ
ティング
・お客様案内、接客
・料理の配膳、片付け等

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

岩手県下閉伊郡田野畑村

自動車整備士

1人

整備工場に持ち込まれる自動車についての整備全
般に従事していただきます。
・一般整備、車検整備
・故障個所や部品交換
・車両の引き取りおよび納車、洗車

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中家２０

有限会社　新生自
動車整備工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

調理員（洋食担当）

1人

ホテル厨房（メイン厨房及びダイニングキッチ
ン）で、洋食を担当していただきます。
・食材の仕込み
・調理
・盛り付け等

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

又は 6時30分～21時00分の
間の7時間程度

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下記営業全般業務を行っ
ていただきます。
・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

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

保育士「保育」

1人

保育クラス担当者として、保育所に入所している
乳幼児（０～６歳）の保育業務に従事。
・日常の遊び、保育記録作成、年行事の計画・実
施など
＊現在、入所児童３５名を８名で保育しておりま

岩手県下閉伊郡山田町八
幡町７－１

社会福祉法人光明
福祉会　山田第二
保育所雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

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
工、組立工

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

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 半自動溶接,天井走行ク
レーン（応相談）

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

一般事務

1人

当協同組合の総務課または業務課の事務を行って
いただきます。
・パソコンを使用した書類作成、伝票整理、電算
入力
・電話・来客対応等

岩手県下閉伊郡田野畑村
島越１０４－２

田野畑村漁業協同
組合

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）操作可能な方

岩手県下閉伊郡田野畑村

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

郵便外務

3人

郵便物、ゆうパックの集配業務を行っていただき
ます。
・各ご家庭や事務所又はポストより集配業務
・端末機操作
・集配地区は宮古地区

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

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

大型運転手

1人

大型トラック（１０ｔ車）による配送を行ってい
ただきます。
・鮮魚、冷凍加工品、青果等が主な商品
・運行エリアは宮古から関東方面（主に東京）
・その他付随する業務

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

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



看護師 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時15分～17時00分

192,200円～259,100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- 3490691
准看護師 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時15分～17時00分
164,400円～237,600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- 3491991
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- 3493791

(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- 3268691
調理師 変形（１年単位）

150,000円～180,000円

正社員 不問 03080- 3352891
中型自動車免許 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- 2229791
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- 1887991
交替制あり

136,850円～172,329円

正社員以外 不問 07030- 7230291
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 13120-18714491
変形（１年単位）

210,000円～210,000円

正社員 35歳以下 14010-52196991
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～250,000円

正社員 不問 39020- 2402891
交替制あり
(1) 8時30分～17時15分

129,300円～137,100円 (2) 7時30分～16時15分

正社員 不問 03010-23660691
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時15分
184,800円～224,800円

正社員以外 不問 03010-23680291
二級ガソリン 変形（１年単位）

ジーゼルシャシ (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
普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 03010-23840291
変形（１ヶ月単位）
(1) 6時00分～15時00分

134,500円～198,400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- 3541291
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

１級土木施工管理技士 (1) 8時00分～17時00分
又は 200,000円～300,000円

２級土木施工管理技士

正社員 64歳以下 03030- 3543191
普通自動車免許一種

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

(3) 9時30分～18時30分

正社員 64歳以下 03030- 3546691
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1) 8時30分～17時15分
157,200円～171,400円 (2) 9時45分～18時30分

正社員以外 不問 03030- 3547991
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1) 8時30分～17時15分
157,200円～172,400円 (2) 7時00分～15時45分

(3) 9時45分～18時30分

正社員以外 不問 03030- 3548491
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

140,000円～220,000円

正社員 18歳以上 03030- 3549791

7

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

生活指導員／松山荘

1人

・入浴介助、排泄介助、通院介助、作業活動、就
労支援
・健康・趣味活動、奉仕活動などの各種支援
・パソコンを使用しての業務報告など


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

生活支援員／グループホー
ム（障がい者）「ちふな」

1人

・健康管理、入浴、家事、余暇、通院、相談援助
などの日常生活支援
・パソコンを使用しての業務報告など
＊グループホーム利用者（障がい者・約２８名）
の生活支援を行います。

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

事務（正社員）

1人

浄土ヶ浜ビジターセンターにおいて次の業務に従
事します。
・浄土ヶ浜地区等のインフォメーション業務
・自然歩道の点検
・浄土ヶ浜ビジターセンターの管理・運営

岩手県宮古市宮町一丁目
１－３０　宮古市役所
２階

浄土ヶ浜ビジター
センター運営協議
会雇用期間の定めなし

パソコンの基本操作（ワー
ド・エクセル）

岩手県宮古市

土木施工管理技士「建設」

1人

当社請負の各現場において下記業務を行っていた
だきます。
・土木工事の現場施工管理業務
・安全管理、品質管理、工程管理、出来形管理、
原価管理

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

施工管理経験 岩手県下閉伊郡岩泉町、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

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

期間業務職員（宮古）

1人

・復興交付金事業等に関する関係機関との調整
・復興交付金事業進捗状況の把握（現地調査・資
料整理）
・復興庁一括計上予算、復興推進調整等事務の補
助

岩手県盛岡市中央通１－
７－２５　朝日生命盛岡
中央通ビル　６階

岩手復興局

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン（ワード、エクセ
ル等）が扱える方

岩手県宮古市

医療事務（宮古市）

1人

請負先の医療機関にて以下の医事業務全般を行い
ます。
【受付業務】
　◇患者様と最初に出会う〈医療機関の顔〉です
◇

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

土木作業員
（スリップフォーム工法）

1人

＊スリップフォーム工法（型枠組み立の不要な工
法）により構造物（防護柵・円形水路・縁石・擁
壁等）の築造に伴う基礎部分の掘削や埋め戻し等
土木工事全般。


高知県須崎市妙見町５番
１－１１号

有限会社　オカム
ラ工務店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

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
担します。

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

販売（パティズ　宮古店）

2人

＜業務内容＞（個人的ノルマは無し）
＊雑貨の販売　＊商品の仕入れ　＊商品ディスプ
レイ
＊商品管理　　＊レジ打ち　　　＊ラッピング
＊店内レイアウトなど店舗運営に係る業務全般

福島県会津若松市イン
ター西３１番地

株式会社パティズ

雇用期間の定めなし

又は 8時30分～21時00分の
間の8時間程度

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

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：掘削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：光ケーブルまたはメタ
ルケーブルを電柱に架渉

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

＊通信及び電気の外線工事
経験者優遇

岩手県宮古市

調理師（アイルーム山田
町）

1人

ホテル「アイルーム山田町」に宿泊するお客様に
提供する朝食及び夕食の調理業務を担当していた
だきます。
・簡単な調理、盛付け、配膳、食器洗浄、後片付
け、清掃等が主な仕事です。

岩手県陸前高田市竹駒町
字館６３

株式会社　アグ
リ・フードシステ
ム雇用期間の定めなし

又は 5時00分～21時00分の
間の8時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

宮古商工会共済・福祉制度
推進スタッフ

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
工会議所会館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

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

准看護師「看護」

2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

看護師「看護」

2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



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- 3552091
大型自動車免許

(1) 8時00分～17時00分
188,600円～210,200円

正社員 不問 03060- 6255091
変形（１年単位）

173,600円～208,320円

正社員以外 不問 04010-66011791
１級土木施工管理技士

又は (1) 8時30分～17時30分
２級土木施工管理技士 350,000円～550,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 15010-37955991
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 17010-28351491
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- 1811591
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- 3502391
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- 3505491
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
161,000円～161,000円 (2) 8時00分～12時00分

正社員 59歳以下 03030- 3506791
看護師又は 変形（１ヶ月単位）
准看護師 (1) 8時00分～17時00分

217,280円～217,280円 (2) 8時30分～17時30分
(3) 9時00分～18時00分

正社員 59歳以下 03030- 3507891
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- 3508291
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 7時00分～16時00分
139,340円～204,140円 (2) 8時30分～17時30分

(3)16時00分～ 9時00分

正社員 63歳以下 03030- 3509591
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

138,000円～180,000円

正社員 59歳以下 03030- 3510391
保育士 変形（１ヶ月単位）

(1) 7時00分～16時00分
143,616円～143,616円 (2) 8時00分～17時00分

(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030- 3514791
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- 3515891
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

134,792円～162,400円

正社員 45歳以下 03030- 3517591
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

134,792円～162,400円

正社員 45歳以下 03030- 3518191
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

134,792円～162,400円

正社員 45歳以下 03030- 3519091
幼稚園教諭

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- 3524291
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- 3527091
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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

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
育業務です

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

基板・製品加工

1人

電気機器に使用される基板、付随する製品化作業
を行っていただきます。
・担当社員の指導のもと基本から業務を覚えてい
ただきますので、安心してご応募ください。


岩手県宮古市大字津軽石
１９－１８

株式会社　宮古マ
ランツ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

資材業務

1人

小部品受入、出庫、配膳、在庫管理などを行って
いただきます。
・屋内での作業となります。
・教育体制あり、担当社員の指導のもと基本から
業務を覚えていただきますので、安心してご応募

岩手県宮古市大字津軽石
１９－１８

株式会社　宮古マ
ランツ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

生産管理

1人

取引先注文書処理、生産計画、請求書作成、出荷
等の業務を行っていただきます。
・ＰＣ操作（ワード、エクセル等）を使った業務
・その他付随する業務


岩手県宮古市大字津軽石
１９－１８

株式会社　宮古マ
ランツ

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、または３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

保育士「保育」

1人

０～６歳児までの保育園に入園している乳幼児の
保育業務に従事していただきます。
・日常の遊び　　　　　
・保育記録作成
・お昼寝の見守り等

岩手県下閉伊郡山田町大
沢８－１９－２

社会福祉法人　大
沢愛育会　大沢保
育園雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

保育業務 岩手県下閉伊郡山田町

合鴨の食肉加工作業

1人

合鴨の食肉加工作業に下記の通り従事していただ
きます。
・機械と手処理での肉の解体作業
・肉の仕分け等立ち仕事


岩手県下閉伊郡田野畑村
室場２４－４

株式会社　甘竹田
野畑

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

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

建築大工「建設」

2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

看護職員「看護」

1人

入所者の看護業務となります。
・当ホームに入所している高齢者（１００名）の
バイタルチェック、服薬・健康管理、医療処置、
通院同行など
・その他付帯する業務

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

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

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

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

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
等の施工管理、各種土木工事

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）
（建設工事の実務経験があ

れば尚可）
岩手県宮古市、他

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

担当エリア：主として福島県


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

ガソリンスタンド販売ス
タッフ

3人

ガソリンスタンドにおいて、主に給油・接客業務
及び自動車関連商品の販売業務を行って頂きま
す。
給油作業や接客マナー等は、既存のベテラン社員
がしっかりとお教えしますので安心して応募下さ

宮城県名取市本郷字大門
１６１

株式会社　東日本
宇佐美　東北支店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 6時00分～22時00分の
間の8時間程度

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
・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） 岩手県宮古市、他

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



普通自動車免許一種 変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

143,437円～143,437円

正社員以外 不問 03030- 3534591
変形（１ヶ月単位）
(1)11時00分～20時00分

230,000円～230,000円 (2)13時00分～22時00分

正社員 不問 03030- 3535191
変形（１年単位）
(1) 7時00分～16時00分

138,000円～180,000円 (2)13時00分～22時00分

正社員 59歳以下 03030- 3537391
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
150,000円～180,000円

正社員 不問 03030- 3538691
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
162,000円～180,000円

正社員 35歳以下 03030- 3539991
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

173,600円～260,400円
雇用期間の定めなし

正社員以外 不問 03100- 2632991
調理師 交替制あり

(1) 5時30分～14時30分
133,984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 04010-65234691
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 04010-65254891
1,2級土木施工管理技士
普通自動車免許ＡＴ (1) 8時30分～17時30分

400,000円～550,000円

正社員以外 不問 27010-65445691
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

危険物丙種以上 (1) 9時00分～18時00分
156,000円～200,000円

正社員 40歳以下 03010-24044491
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- 3557791
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
128,850円～218,450円

正社員 不問 03030- 3558891
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時20分

138,000円～143,000円

正社員 不問 03030- 3559291
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～340,000円

正社員 59歳以下 03030- 3560091
社会福祉主事 変形（１ヶ月単位）
任用資格以上 (1) 8時30分～17時30分

普通自動車免許ＡＴ 165,000円～185,000円

正社員 59歳以下 03030- 3561391
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- 3562691
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- 3563991
変形（１ヶ月単位）
(1)21時00分～ 6時00分

147,000円～158,000円 (2)16時00分～ 1時00分

正社員 18歳～64歳 03030- 3564491

(1) 9時00分～19時00分
150,000円～180,000円 (2)11時00分～21時00分

正社員 不問 03030- 3565791
普通自動車免許ＡＴ

185,000円～250,000円

正社員 不問 03030- 3566891
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商品企画、販売、製造

3人

宮古駅前でヤギミルクを使ったパティスリーを
やっています。これから新規オープン予定のカ
フェやブーランジェリーにおいて、下記業務に従
事していただきます。
・新商品の企画（お菓子やファッション雑貨）

岩手県宮古市崎山第３地
割１１２－７０

グロースパート
ナーズ　株式会社

雇用期間の定めなし

又は 9時00分～23時00分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

板前兼厨房

1人

回転寿司「海宝」において調理業務全般を担当し
て頂きます。
○魚介類の調理・仕込み
○寿司の握り・接客販売
○その他、厨房内における付随する業務

岩手県宮古市長根２丁目
６－９

海宝

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

配車係

1人

配車センターにおいて、下記の業務を行っていた
だきます。
・お客様からの電話を受付し、タクシー車両を配
車
　（専用の配車システムに入力し指示する）

岩手県宮古市鍬ケ崎上町
１－２５

マルヨシタクシー
有限会社

雇用期間の定めなし

パソコンの基本操作が出来
る方

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
○経験のない方でも担当職員が丁寧に指導しま

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

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
＊宮古市内の送迎には社用車を使用していただき

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

冷凍機械管理主任

1人

冷凍機械運転業務を行います。
・冷凍機械操作
・加工機械の保守、メンテナンス
・点検及び整備等
他１名おります。工場移動は社用車使用です。

岩手県宮古市藤原一丁目
５－９

有限会社　大井漁
業部　大印冷凍工
場雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

仕上係

1人

ゴム製品（オイルシール）の仕上げ加工業務全般
・手作業や油圧プレスを操作しゴム製品のバリ取
り
・受注規格書をもとに加工
全てハンドメイドとなるため技術の習得には時間

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

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

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

パーツアドバイザー（宮古
営業所）

1人

当社営業所スタッフ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。
・電話による商品の受注及び発注業務
・商品の格納、補充業務
・営業エリア（宮古地区）における配送業務

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

土木技術者（建設コンサ
ル）「盛岡市、宮古市、陸
前高田市」 3人

国土交通省、各自治体及びＮＥＸＣＯ発注の支援
業務
（監督支援・資料作成・積算・ＣＭ）に従事し、
下記の業務を執り行います。
・工事の施工管理全般（施工・品質・出来形・工

大阪市中央区谷町２－３
－２　森居幸ビル９Ｆ

株式会社　ファイ
ンテクノ

発注者支援業務等の実務経
験

土木施工管理業務の実務経
験

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 岩手県宮古市、他

栄養士

1人

救護施設での食事提供業務、献立作成等


＊１２ヶ月毎雇用契約更新

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）

経験者優遇 岩手県宮古市

調理師

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

土木作業員型枠大工鉄筋工
鳶工オペレーター左官工
「建設」 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

岩手県宮古市、他

鋳物製造員

1人

鋳物製造にかかる作業全般
・鋳型作り、鋳仕上げ
・製品検査
・溶接等の作業工程
・２０キロ程度の運搬作業

岩手県宮古市長町二丁目
８－２２

株式会社　小西鋳
造

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ガス、水道業務・営業

1人

主にガス機器取り付け、修理、点検、検査などの
ガス業務・保安業務を行っていただきます。山田
町内の一般家庭宅へ社用車を使用して訪問・営業
及び資格取得後はガス配管、水道配管工事の業務
もして頂きます。

岩手県下閉伊郡山田町長
崎３丁目２番１０号

山田ガス有限会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

フロント・レストランサー
ビス

2人

営業課に配属となります。
・宿泊フロント業務、受付、会計、電話対応等を
担当していただきます。
・レストランサービスとして朝食、夕食の配膳を
していただくこともあります。

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

調理人

1人

宿泊兼日帰り温泉施設「うみねこ温泉湯らっく
す」において調理業務に従事します。
・日帰り入浴及び宿泊するお客様に対しての食
事・飲食の提供
・食材の準備

岩手県下閉伊郡山田町川
向町１０－５

天翔水産株式会社
うみねこ温泉　湯
らっくす雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

ＳＳスタッフ及びＬＰＧ販
売スタッフ

1人

・ガソリン給油所において、給油作業、洗車、灯
油、タイヤ交換等
・ＬＰガスの配送作業、充填、検針等
・配送エリアは岩泉町内と田野畑村となります


岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字村木１８－１

泉金商事　株式会
社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町



社会福祉士 変形（１ヶ月単位）
介護支援専門員 (1) 8時45分～17時45分

社会福祉主事任用資格 134,000円～294,500円
介護福祉士
いずれか

正社員 64歳以下 普通自動車免許ＡＴ 03030- 3568591
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- 6298391
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- 6299691
技術士又は 変形（１年単位）

１級土木施工管理技士 (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- 6303391

10

ふれんどりー岩泉の通所リハビリ利用者（概ね２
８名程度）の支援相談と介護業務に従事します。
・利用者と家族からの相談を受けサービスの説明
やケアプラン申請など行政・居宅介護支援事業所
との連絡調整

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

岩手県下閉伊郡岩泉町

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
※ＣＯ２削減に貢献している建設車両を導入して

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

土木業務（地元建設会社、
ゼネコン、役所ＯＢ） 岩手県下閉伊郡岩泉町、他

建築技術者（宮古市・金ヶ
崎町）　　　　　「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）工事写真撮影・整理

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

建築工事、施工管理の経験
あれば尚可

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木技術者（宮古市・金ヶ
崎町）　　　　　「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（ＣＡＤ）工事写真撮影・整理

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
＊土木工事の施工管理経

験、パソコン操作できる方
優遇 岩手県宮古市、他

支援相談員及び介護員「介
護」

1人


