
普通自動車免許一種
(1)8時30分～17時30分

1人 210,000円～250,000円

正社員 30歳以下 03010-16006721
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)18時00分～9時00分
2人 205,950円～226,450円 (2)20時00分～9時00分

(3)9時00分～18時00分

正社員 18歳～34歳 03010-16061921
普通自動車免許一種

(1)8時15分～17時15分
1人 139,100円～144,900円

正社員以外 不問 03030- 2322921
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～16時45分
3人 205,000円～205,000円 (2)16時15分～0時30分

正社員 18歳～45歳 03030- 2324021
普通自動車免許ＡＴ

言語聴覚士 (1)8時30分～17時30分
2人 240,000円～500,000円

正社員 64歳以下 03030- 2326821
普通自動車免許ＡＴ

作業療法士 (1)8時30分～17時30分
2人 240,000円～500,000円

正社員 64歳以下 03030- 2327221
准看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
1人 175,440円～340,680円

正社員以外 64歳以下 03030- 2328521
看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
3人 210,000円～470,000円 (2)15時00分～9時00分

正社員 64歳以下 03030- 2329421
社会福祉士

(1)8時30分～17時30分
2人 220,000円～316,000円

正社員 64歳以下 03030- 2330921
准看護師 変形（1ヶ月単位）

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

正社員 64歳以下 03030- 2331121
看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
1人 204,000円～428,400円

正社員以外 64歳以下 03030- 2332021
介護職員初任者研修修了 変形（1ヶ月単位）
ホームヘルパー２級 (1)7時30分～16時30分

2人 いずれか 144,840円～144,840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- 2333721
介護福祉士 変形（1ヶ月単位）

(1)7時30分～16時30分
2人 160,000円～210,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

正社員 64歳以下 03030- 2334821
介護職員初任者研修修了 変形（1ヶ月単位）
ホームヘルパー２級 (1)7時30分～16時30分

2人 あれば尚可 150,000円～160,000円 (2)8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

正社員 64歳以下 03030- 2335221
保育士 交替制あり

(1)7時20分～16時20分
1人 168,120円～170,120円 (2)7時30分～16時30分

(3)8時30分～17時30分

正社員以外 不問 03030- 2336521
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時00分
1人 148,850円～229,000円

正社員 40歳以下 03060- 4043421
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
2人 160,000円～300,000円

正社員 64歳以下 03090- 1369721

(1)8時00分～17時00分
2人 230,800円～322,600円

正社員 64歳以下 04010-41982621
1

建設系キャドの図面修正や
エクセル数量計算など工務
事務

主な業務はオートキャドを使用した図面修正になり
ます　基本図面や基図原稿作成ではありません。修
正や手直しの為建設系に従事された経験をお持ちの
方は比較的簡単です　数量計算にエクセルを使用し
材料等の拾い出しがあります

宮城県仙台市青葉区一番町
２丁目２－１３　仙建ビル
３階

株式会社クランク
建設技術事業部

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

就業経験が望ましい職種例、
設計補助、施工管理補助、建
設コンサル、工務事務などあ
れば尚可、オートキャド、エ

クセル、ワード

通信外線工（宮古） ◎ＮＴＴ通信外線工事　・電柱、ケーブル設置、接
続及び試験。Ｂフレッツ開通工事。◎その他モバイ
ル通信設備設置工事　・基地局設置工事　・ＩＯＴ
及びＷｉｆｉ設備設置工事

岩手県二戸市石切所字前田
５５－４

福岡電業　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

作業員 県内各地の山林現場においてチェンソー、刈払い機
を使用し造林保育作業（地拵え・植え付け・下刈
り・除伐）をしていただきます。＊主な現場は遠野
市、宮古市川井となります。現場により直行直帰ま
たは会社からの移動です。

岩手県奥州市水沢東大通り
２－２－５

合同会社　日々林

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ
（文章作成、表作成など）、

通信及び電気の
外線工事経験者優遇

保育士／臨時職員 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業務　・
０歳児から２歳児までの計８５名の保育を行ってい
ます。

岩手県宮古市上鼻２－６－
６

学校法人　宮古泉学
園

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

介護職 入院患者（１病棟４０名位）の介助支援を行いま
す。・食事、入浴、トイレなどの介助　＊各病棟に
は１０～１５名の介護士がおります。リハビリテー
ション病棟では、他の職種と共働で患者さんの身体
機能障害からの回復を図ります。

岩手県宮古市保久田８番３
７

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

介護福祉士 入院患者（１病棟４０名位）の介助支援を行いま
す。・食事、入浴、トイレなどの介助　＊各病棟に
は１０～１５名の介護士がおります。リハビリテー
ション病棟では、他の職種と共働で患者さんの身体
機能障害からの回復を図ります。

岩手県宮古市保久田８番３
７

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／日勤 ・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。・多職
種と共働で患者様の身体機能障害からの回復を図り
ます。

岩手県宮古市保久田８番３
７

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

看護師／日勤 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。●パート勤務について、相談に応じます。

岩手県宮古市保久田８番３
７

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

准看護師／正社員 ・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種とチーム医療を展
開し、患者様の社会復帰を応援しています。

岩手県宮古市保久田８番３
７

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

社会福祉士 病院における社会福祉士業務全般を担当していただ
きます。・入退院の調整、相談支援（他の病院・施
設・家族との連絡調整、院内調整、入院患者様の相
談対応など）・その他付随する業務

岩手県宮古市保久田８番３
７

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

看護師／正社員 ・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種とチーム医療を展
開し、患者様の社会復帰を応援しています。

岩手県宮古市保久田８番３
７

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

准看護師／日勤 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。●パート勤務について、相談に応じます。

岩手県宮古市保久田８番３
７

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 ・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
対する生活支援事業（介護予防の為の体操やレク
レーションなど）

岩手県宮古市保久田８番３
７

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 ・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
対する生活支援事業（介護予防の為の体操やレク
レーションなど）

岩手県宮古市保久田８番３
７

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

カウンター及びホールス
タッフ

パチンコ、スロット店のスタッフとして、お客様に
快適に遊技をしていただくためのサービスを提供す
る仕事となります。管理者候補としての採用となり
ます。・カウンター業務　・ホール業務

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字中家２６－１

株式会社　ＪＥＣ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

事務員 養護老人ホーム清寿荘で事務員として主に下記の業
務を行います。・請求実績管理（指定管理業務など
の実務報告書や日報への入力や作成等）・会計業務
（主に会計ソフトへの入力）・施設管理等（職員出
勤簿の管理等）・電話・来客対応

岩手県宮古市小山田２丁目
９－２０

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

総合職（グローバルコース
／宮古営業所）

ご契約先に対する緊急対処業務、巡回、設置機器の
定期点検業務　社有車を使用、未経験者でも安心し
て業務に就ける様研修（３ヶ月）実施後にスタート
します。地域の安全安心を守る社会貢献度の高いや
りがいのある仕事です。

岩手県盛岡市茶畑１－１７
－１０

セコム　株式会社
東北本部　岩手統轄
支社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

報告書や日報をワードや
エクセルを使い作成できる、
会計業務を行うための会計シ

ステムを
使いこなせる程度

事業所名
求人番号

営業職（ソリューション営
業等）（宮古営業所）

■ソリューション営業／コンサルティング営業／Ｉ
Ｔアドバイザー　既存顧客を中心にサポートチーム
の一員として、事務機器・ＩＣＴ機器・システムを
利用し、お客さまの仕事のやり方改革であるＤＸ化
（デジタルトランスフォーメーション）への営業

岩手県盛岡市中央通１－６
－３０

エクナ　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市
Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ、
他最低限のＰＣスキル

（7月8日時点の内容です）

７月４日　から　　７月８日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は７月２１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

◎ 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。

令和４年７月１４日発行

TEL 0193－63－8609

ハローワーク 宮古

宮古公共職業安定所

フルタイム



(1)8時30分～17時30分
3人 283,300円～401,300円

正社員 64歳以下 04010-41992921
普通自動車免許一種 交替制あり

1人 171,600円～229,900円

正社員 18歳～35歳 13040-75779121
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時45分～17時15分
1人 175,000円～307,000円

正社員 59歳以下 住宅営業の経験 03010-15966821
介護福祉士 変形（1ヶ月単位）

介護職員初任者研修修了 (1)7時00分～16時00分
2人 介護関係資格なくても可 170,400円～170,400円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030- 2282321

1人 185,000円～250,000円

正社員 64歳以下 飲食業の経験あれば尚可 03030- 2284921

2人 300,000円～500,000円

正社員 64歳以下 実務経験５年以上 03030- 2285121
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時50分

2人 146,094円～146,094円 (2)17時00分～1時50分

正社員以外 60歳以上 03030- 2286021
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時50分

2人 146,094円～146,094円 (2)17時00分～1時50分

正社員 18歳～59歳 03030- 2287721
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時50分

1人 141,797円～141,797円

正社員 59歳以下 03030- 2288821
中型自動車免許

(1)9時00分～17時00分
2人 143,000円～143,000円 (2)9時00分～15時00分

正社員 64歳以下 03030- 2289221
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)7時00分～16時00分
1人 142,307円～204,140円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時30分～19時30分

正社員以外 不問 03030- 2290621
保育士 交替制あり

(1)7時30分～16時30分
1人 154,100円～190,100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 いずれか 03030- 2291921
介護福祉士 変形（1ヶ月単位）
あれば尚可 (1)16時00分～10時00分

1人 194,000円～237,000円

正社員 59歳以下 03030- 2292121
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
1人 165,800円～245,400円

正社員 不問 03030- 2296221
変形（1ヶ月単位）
(1)13時30分～22時00分

2人 150,188円～168,750円

正社員以外 不問 03030- 2297521
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
1人 180,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03030- 2299321
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時15分

6人 160,000円～250,000円 (2)18時15分～3時30分

正社員 18歳～64歳 03030- 2300221
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時00分
1人 200,000円～300,000円 (2)8時30分～12時00分

正社員以外 不問 03030- 2301521
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
1人 148,500円～166,500円 (2)10時00分～19時00分

(3)16時30分～9時30分

正社員 18歳～59歳 03030- 2303321
ホームヘルパー２級 変形（1ヶ月単位）

介護職員初任者研修修了 (1)8時30分～17時30分
1人 いずれか 148,500円～166,500円

普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 03030- 2304621

2

建設業に関する図面修正や
数量計算など発注側の補助
業務

建設業に関連したＰＣをしての補助的なお仕事です
オートキャド・マイクロソフトエクセル・ワードを
使用する事が多く、室内業務がメインです。＊＊エ
クセルを使用した資料作成や数量計算作業＊＊ワー
ドを使用した説明資料作りなど

就業経験が望ましい職種例（工務
事務、設計補助、土木施工管理、
建築施工管理、ＣＡＤ作業、建築図
面修正、積算、入札、数量集計な
ど技術的な業務）あれば尚可、

Word・Excel・キャド操作

宮城県仙台市青葉区一番町
２丁目２－１３　仙建ビル
３階

株式会社クランク
建設技術事業部

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

住宅の営業（宮古支店） 宮古支店での住宅営業　飛び込み営業ではなく、依
頼者及び展示場来場者へのアプローチが主となりま
す。・お客様との打ち合わせ　・打ち合わせ資料の
作成　・モデルハウスでの接客　・土地の確認　・
金融機関との打ち合わせ

岩手県盛岡市北飯岡一丁目
１－８２

パルコホーム　（株
式会社　日盛ハウジ
ング）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

接客・販売／店舗責任者／
マリンコープ宮古店

店長候補としてモスバーガーの店舗運営をお任せし
ます。入社後はまず、接客対応、レジ操作、調理
（仕込み）クレンリネスなど一通りのスキルを学ん
でいただきます。その後、副店長へステップアッ
プ。

東京都品川区大崎２－１－
１
ＴｈｉｎｋＰａｒｋ　Ｔｏ
ｗｅｒ４階

株式会社　モススト
アカンパニー（モス
バーガー）

雇用期間の定めなし
又は8時00分～22時30分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

商品企画、販売、製造 ＊宮古駅前のパティスリー・末広町のカフェ・新し
くオープンしたベーカリー、３店舗の運営業務に携
わっていただきます。・お客様への接客・販売　・
新商品の企画　・お菓子、パンの製造


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7時00分～23時00分
の間の8時間

岩手県宮古市

介護職員 特別養護老人ホーム利用者の方への介護業務を行い
ます。
・具体的には、日常生活の支援（移動、食事、入
浴、排せつ介助、レクリエーション等）の仕事で
す。

岩手県宮古市川井第２地割
２４－３

社会福祉法人　川井
心生会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

記録が一部パソコン入力となりま
すが初心者でも十分入力できま
す。採用後に徐々に慣れてもらい

ます
岩手県宮古市

プレスオペレーター（岩
泉）【６０歳以上限定求
人】

当社岩泉工場において、消毒用スプレーや自動車な
どに使用するゴムパッキンの製造業務に従事してい
ただきます。・製造機械に材料（ゴム）を流し込ん
でプレス　・製品になって出てきたものを取り込む
作業　＊重量物の取り扱いはありません。

岩手県下閉伊郡山田町大沢
第４地割２０－１４０

ツインスターテクノ
ロジー株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

パティシエ 宮古駅前で、ヤギミルクを使ったお菓子のお店「パ
ティスリー　レ・ド・シェーブル」を営業していま
す。しあわせ牧場で放牧されているヤギたちの新鮮
なミルクにこだわり、個々でしか味わえない新たな
美味しさを追求しています。

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7時00分～23時00分
の間の8時間

岩手県宮古市

外観検査・仕上げ（三陸工
場）

当社三陸工場において、下記の業務を行っていただ
きます。・工業製品に使用されるゴムパッキンの汚
れ、形状等の外観を検査する業務　・目視でパッキ
ンの選別を行い、カッターやハサミでバリを取り、
仕上げる作業

岩手県下閉伊郡山田町大沢
第４地割２０－１４０

ツインスターテクノ
ロジー株式会社

雇用期間の定めなし
定形フォーマットへの

数字入力
岩手県下閉伊郡山田町

プレスオペレーター（岩
泉）

当社岩泉工場において、消毒用スプレーや自動車な
どに使用するゴムパッキンの製造業務に従事してい
ただきます。・製造機械に材料（ゴム）を流し込ん
でプレス　・製品になって出てきたものを取り込む
作業　＊重量物の取り扱いはありません。

岩手県下閉伊郡山田町大沢
第４地割２０－１４０

ツインスターテクノ
ロジー株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

介護職員／日勤 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、その他雑務など

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）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

冷蔵車運転手 ４ｔ冷凍冷蔵車を運転し、冷凍商品を配送する仕事
となります。・市内の得意先への配送　・状況をみ
ながら、市内便・県内便・県外便（東北）などを担
当し　ていただきます。


岩手県宮古市津軽石第１５
地割３－２

有限会社　宮古市場
運送

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護員／夜間専従 リハビリデイホームあすも　介護多機能ホームあす
もにおいて下記の業務を行っていただきます。・入
浴、排せつ、調理業務、食事等の介護　・その他の
日常生活上の支援　○未経験の方応募可能です。○
パート勤務希望の方のご相談に応じます。

岩手県宮古市大通３丁目６
番５１号

リハビリデイホーム
あすも　介護多機能
ホーム　あすも

雇用期間の定めなし
簡単なタブレット入力
（既存様式への入力）

岩手県宮古市

児童厚生員 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　＊学童保
育（小１～小６）の業務

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

幼稚園教諭免許
（専修・１種・２種）

雇用期間の定めなし 小学校・中学校・高等
学校教諭免許

岩手県宮古市

介護支援専門員 居宅介護支援事業所での利用者支援の業務となりま
す。・ケアプランの作成　・申請手続き　・利用者
宅への訪問　・各関係機関との連絡調整　＊見学可
能です。ハローワーク窓口でご相談下さい。＊５０
人程度の利用者の方を３名で担当しています。

岩手県宮古市茂市第１地割
１１５番地１

社会福祉法人新里紫
桐会　特別養護老人
ホーム紫桐苑

介護支援専門員
（ケアマネージャー）

雇用期間の定めなし
介護事業所での

サービス提供あれば尚可 岩手県宮古市

事務／宮古／経験者 当社事務所において下記の業務を行っていただきま
す。・メール確認、日々の入出金の管理　・伝票起
票、買掛金の支払い、売掛金の回収　・書類作成、
整理、ファイリング　・電話・来客対応　・給与計
算（専用ソフトあり）

岩手県宮古市田鎖第１２地
割１０番地５

有限会社　東北ペイ
ント

ワード・エクセル操作、
パソコン操作（ワード・
エクセル）で文書作成や
チラシの作成ができる方

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

飲食サービス係 龍泉洞温泉ホテルにおいて主に下記業務に従事して
いただきます。・宴会、夕食の会場準備　・給仕、
配膳等　・後片付け　＜予約状況において＞・料理
の盛付

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

歯科技工士 歯科技工業務全般　義歯、硬レ（差し）、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か３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
３．歯科助手経験のある方

岩手県下閉伊郡山田町北浜
町１０４－４

マリンデンタル　株
式会社仕事の内容欄に記載され

ている要件を満たす方
雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

木材加工技術者 ・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　・最
新鋭の機械化された製造ラインです

岩手県宮古市川井第６地割
３５

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

介護職員／正社員（デイ
サービス）

デイサービス利用者の介護業務に従事していただき
ます。【主な仕事内容】・食事介助、配膳・下膳、
排せつ介助、入浴介助　・利用者の送迎　＊デイ
サービス利用者は定員１０名となっています。

岩手県宮古市刈屋第１２地
割３番地

特定非営利活動法人
愛福祉会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員／正社員（有料老
人ホーム）

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○経験のない方でも
担当職員が丁寧に指導します。

岩手県宮古市刈屋第１２地
割３番地

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



大型自動車免許
(1)8時00分～17時00分

1人 233,200円～275,600円

正社員 不問 大型自動車運転 03030- 2311321
普通自動車免許一種

1人 417,000円～417,000円

正社員 64歳以下 総務・経理実務経験 03030- 2313921
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

2人 155,000円～225,000円

正社員 59歳以下 エクセル操作が可能な方 03030- 2314121
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

2人 160,000円～230,000円

正社員 59歳以下 03030- 2315021
子育て支援員研修修了者 変形（1ヶ月単位）

1人 145,067円～162,134円

正社員以外 不問 03030- 2316721
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

2人 155,000円～225,000円

正社員 59歳以下 03030- 2317821
変形（1年単位）
(1)8時25分～17時00分

1人 210,000円～210,000円

正社員 59歳以下 03030- 2318221
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時15分

1人 150,000円～180,000円 (2)18時15分～3時30分

正社員 18歳～64歳 03030- 2319521
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～16時30分
1人 135,567円～135,567円

正社員 59歳以下 03030- 2320321

(1)8時00分～17時00分
3人 355,400円～571,800円

正社員 64歳以下 04010-41261421
１,２級土木施工管理技士

いずれか (1)8時00分～17時00分
3人 451,100円～531,100円

正社員 64歳以下 04010-41275821
１,２級電気工事施工管理技士

あれば尚可 (1)8時00分～17時00分
3人 348,800円～466,800円

正社員 64歳以下 04010-41315221
登録販売者（一般医薬品） 交替制あり

1人 185,000円～270,000円

正社員 18歳～59歳 01240-12644021
薬剤師

(1)9時00分～18時00分
1人 335,000円～395,000円

正社員 59歳以下 01240-12700221
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
3人 220,000円～300,000円

建設・土木作業経験

正社員 不問 あれば尚可 02060- 2372221
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)18時00分～9時00分
1人 158,000円～170,000円 (2)9時00分～18時00分

正社員 40歳以下 03010-15713721
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)7時45分～16時30分
1人 152,000円～180,000円 (2)9時00分～17時45分

(3)10時30分～19時15分

正社員 35歳以下 03010-15796721
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

交通誘導警備業務検定２級 (1)8時00分～17時00分
2人 あれば尚可 176,000円～220,000円

正社員 18歳～64歳 交通誘導経験あれば尚可 03010-15837521
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
2人 170,000円～230,000円

正社員 40歳以下 03030- 2266321
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
危険物取扱者（丙種） (1)8時00分～16時30分

1人 危険物取扱者（乙種４類） 157,950円～193,050円
あれば尚可

正社員以外 不問 03030- 2267621

3

総務・経理管理職 総務・経理の管理職として下記の業務を行っていた
だきます。○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　○電話・来客対応、事務所内
清掃　○その他、付随する業務

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

大型ダンプ運転手 大型（１０ｔ）ダンプにて土砂や砕石等の運搬業務
になります。・長野県の現場を予定しております。
○状況に応じ、近隣や他県など他現場への入場をお
願いする可能性があります。

岩手県宮古市磯鶏第６地割
１１７－１

株式会社三建　宮古
営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

生産技術（幹部社員） 設備プログラム作成、設備等のメンテナンス業務

作業の進捗状況確認や技術指導を行なう管理者とな
る方を求めます。

岩手県宮古市松山第６地割
４６

株式会社　ウェーブ
クレスト　宮古工場社内ネットワーク構築の

経験がある方
設備等のプログラム作成・管
理経験がある方（設備の種類

は問いません）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

生産・品質管理（正社員） 生産工程に係る各種入力業務、データ集計・分析
等。＊経験を積んで、作業の進捗状況確認や技術指
導を行うリーダーとなる方を求めます。＊未経験者
歓迎

岩手県宮古市松山第６地割
４６

株式会社　ウェーブ
クレスト　宮古工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

生産技術（正社員） 設備プログラム作成、設備等のメンテナンス業務

＊未経験歓迎
＊教育制度あり

岩手県宮古市松山第６地割
４６

株式会社　ウェーブ
クレスト　宮古工場

雇用期間の定めなし 基本的なＰＣ操作が可能で、
エクセル・メールの
使用ができる方

岩手県宮古市

保育補助／子育て支援員 園児の保育補助業務全般を行っていただきます。園
児の補助（０～５歳児クラス）担当クラスは現時点
では未定。・保育補助（遊び、おむつ交換、食事介
助、玩具や教室消毒業務等）・日誌や園児の連絡
ノート記載・園児の安全、健康管理業務

岩手県宮古市赤前第３地割
１４－１１

社会福祉法人　慈愛
会　あかまえこども
園

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は7時00分～19時00分

の間の8時間程度
岩手県宮古市

木材加工技術者補助 ・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　・最
新鋭の機械化された製造ラインです

岩手県宮古市川井第６地割
３５

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

海上技術学校・海上技術短
期大学校教員（機関科）

海上技術学校・海上技術短期大学校にて船員教育分
野（機関科）の授業、実習及び学生寮における宿日
直などを行う。



その他の自動車等車両・船舶運転
免許、三級海技士（機関）以上の
海技資格を有すること、機関士とし
て１年以上の乗船履歴を有するこ
と、生徒、学生の指導に熱意を

持って取り組めること、全国転勤が
可能なこと、Word、Excel

岩手県宮古市磯鶏２丁目５
番１０号

独立行政法人　海技
教育機構　国立宮古
海上技術短期大学校

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

建築施工管理 〇建築施工管理〇・民間発注のマンション、商業施
設、病院等の構造物（ＲＣ造）工場等（Ｓ造）の現
場管理業務です。・施主との打合わせ、安全管理、
施工図作成・修正業務、設計、施工業務等を行って
いただきます。

ワード、エクセル等基本操
作、建設業界内での施工管理
経験やコンサル会社での経験
またはそれに類似する経験を

お持ちの方が
対象です

宮城県仙台市青葉区一番町
２丁目２－１３　仙建ビル
３階

株式会社クランク
建設技術事業部

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

水産加工員 ・鮭の加工作業が主な仕事です。・その他水産物の
加工（イカ、サケ、サンマ、イワシなどを原料とし
た各種の冷凍食品を作る仕事です。）・最大で１０
ｋｇくらいの荷物の運搬もあります。＊パート勤務
もご相談いたします。

岩手県下閉伊郡岩泉町小本
字小成１３０－１

有限会社　竹下水産

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

電気技術者（コンサルティ
ング業務）経験者

・各官公庁（国交省、農政局、防衛省、市町村）発
注による施工監理業務、並びにネクスコ発注による
高速道路等における施工監理及び点検業務等。現場
での検査立会い、業者との打合せ等の業務の他、Ｐ
Ｃ、ＣＡＤを使用しての資料及び図面作成、設計、

宮城県仙台市青葉区一番町
２丁目２－１３　仙建ビル
３階

株式会社クランク
建設技術事業部

ワード、エクセル等基本操作、建設
業界内での施工管理経験やコンサ
ル会社での経験またはそれに類似
する経験をお持ちの方が対象です

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木技術者（コンサルティ
ング業務）経験者

・各官公庁（国交省、農政局、防衛省、市町村）発
注による施工監理業務、並びにネクスコ発注による
高速道路等における施工監理及び点検業務等。現場
での検査立会い、業者との打合せ等の業務の他、Ｐ
Ｃ、ＣＡＤを使用しての資料及び図面作成、設計、

宮城県仙台市青葉区一番町
２丁目２－１３　仙建ビル
３階

株式会社クランク
建設技術事業部

ワード、エクセル等基本操作、建設
業界内での施工管理経験やコンサ
ル会社での経験またはそれに類似
する経験をお持ちの方が対象です

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

薬剤師　ツルハドラッグ宮
古中央店調剤（岩手県宮古
市）

○調剤薬局において、調剤業務全般に従事していた
だきます。

北海道札幌市東区北２４条
東２０丁目１番２１号

株式会社　ツルハ
（ツルハドラッグ）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

登録販売者　ツルハドラッ
グ宮古中央店（岩手県宮古
市）

ドラッグストアにおいて、医薬品日用品等の接客販
売・商品管理・マネジメント等の業務全般に従事し
ていただきます。※登録販売者の資格を有する者に
限る

北海道札幌市東区北２４条
東２０丁目１番２１号

株式会社　ツルハ
（ツルハドラッグ）登録販売者としての管理者要

件を満たしている方、
直近５年以内に２年以上の実

務経験（月８０時間
以上の勤務実績）

雇用期間の定めなし
又は8時30分～22時30分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

警備職（機械警備）／正社
員／宮古市

契約先施設（会社事務所・工場・個人宅等）から侵
入や火災等の異常警報を受信した際にパトロール
カーで現場に急行し、警察や消防と連携しながら被
害の拡大防止を図ります。

岩手県盛岡市津志田西一丁
目２４－１５

ＡＬＳＯＫ岩手　株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

現場作業員 ○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＊初心者大歓迎！お友達と
のご応募も可能です！＊現場は、県内又は県外も含
め幅広く展開しております（現在の現場は岩手県内
で現場へは県内の寮から各現場に出向いています）

青森県五所川原市大字広田
字榊森２－１１

株式会社　ＬＥＡＤ
ＴＥＣ各種建設関係免許等

あれば尚可
雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

交通誘導・イベント警備業
務（宮古営業所）

・一般道路での車両の誘導業務です。・時々、イベ
ントで駐車場の整理等もあります。・主な現場は宮
古市近郊です。・現場へは会社から社用車でまと
まって行きます。（自身の車を使用した場合ガソリ
ンが支給になります）

岩手県盛岡市上堂３丁目１
９－４

桜心警備保障　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

レンタカーフロント業務
（宮古駅東店）

＜レンタカー貸渡に係わる業務全般＞
・貸渡契約業務（店頭での接客応対）
・来店、来電時の予約受付対応
・レンタカーの配回送業務
・返却時の対応（店頭での接客応対）

岩手県盛岡市名須川町９－
５

株式会社　トヨタレ
ンタリース岩手

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

配達員（灯油・重油） 宮古・山田地域に、灯油・重油の配達および取扱商
品のご案内を行います。営業所内において、伝票等
の事務処理業務を行います。また、船舶への油の積
込作業も行っていただきます。○危険物の資格が無
くても応募可能です。入社後の資格取得も可能です

岩手県宮古市日立浜町９番
１号

株式会社　アベキ
宮古営業所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

鉄骨製作工・溶接工／トラ
イアル雇用併用

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。・工場内で鉄骨加工、レーザー
加工機操作し切断工、組立工　・溶接工、塗装工
・その他付随する作業　※ものづくりが大好きな方
歓迎

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



変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

2人 139,040円～144,100円

正社員以外 不問 03030- 2270821
保育士
看護師

5人 准看護師 154,100円～192,100円

正社員以外 不問 03030- 2271221
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 144,500円～300,000円

正社員 64歳以下 営業経験あれば尚可 03030- 2272521
普通自動車免許一種

ＰＲプランナー資格あれば尚可 (1)9時00分～18時00分
1人 190,000円～300,000円

正社員以外 不問 03030- 2274321
変形（1年単位）
(1)7時50分～17時10分

1人 160,000円～280,000円

正社員 30歳以下 03030- 2275621
普通自動車免許一種

社会福祉士 (1)8時15分～17時15分
1人 177,900円～216,500円

正社員 64歳以下 03030- 2276921

(1)8時00分～17時00分
3人 244,000円～322,600円

正社員 64歳以下 04010-40791221
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
5人 160,000円～360,000円

建設現場作業の経験が

正社員 64歳以下 あれば尚可 05041- 1160121
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
大型自動車免許 (1)8時00分～17時00分

2人 あれば尚可 150,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03010-15447921
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

二級ガソリン自動車整備士 (1)8時00分～17時00分
2人 二級ジーゼル自動車整備士 145,000円～220,000円

二級自動車整備士
あれば尚可

正社員 59歳以下 03010-15452421
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～16時30分

2人 188,000円～188,000円 (2)11時30分～20時00分
(3)16時00分～0時30分

正社員 18歳～64歳 03010-15542921

(1)8時30分～17時15分
1人 145,500円～182,300円

正社員以外 不問 03030- 2259621
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 165,000円～200,000円

正社員 35歳以下 ＰＣ基本操作できれば尚可 03030- 2260021
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
2人 145,000円～200,000円

正社員 40歳以下 03030- 2261721
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)7時00分～16時00分
1人 184,800円～277,200円

正社員 40歳以下 03030- 2262821
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

１,２級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分
1人 あれば尚可 200,000円～450,000円

正社員 64歳以下 03030- 2264521
変形（1年単位）
(1)9時00分～18時00分

1人 150,000円～165,000円 (2)11時00分～20時00分

正社員 64歳以下 03030- 2265421

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

正社員 64歳以下 03080- 1893321

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

正社員 64歳以下 03080- 1894621
交通誘導警備業務検定２級

あれば尚可 (1)8時30分～17時30分
2人 161,700円～191,100円 (2)8時30分～17時00分

交通誘導警備の経験

正社員以外 18歳以上 あれば尚可 04010-40278521

4

保育士（いわいずみ・こが
わ・おもとこども園）

各こども園にて園児の保育業務をしていただきま
す。・園児の遊び、食事介助、寝かしつけ、おたよ
り記載　・教室の整理整頓　・行事運営　※クラス
担任の補助業務をしていただきます。


岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字惣畑５９番５

岩泉町役場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

幼稚園教諭免許・小学校
教諭免許のいずれか 又は7時30分～19時00分

の間の8時間程度
岩手県下閉伊郡岩泉町

加工従業員 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　＊わかめ、昆布、ふのり、ひじき等の海藻類
を原料として製品の加工・製造作業を行います。

岩手県宮古市田老字野原７
０番地

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

広報、クリエイター 業務内容　・広報活動に関する企画立案・プレスリ
リースや説明資料の作成等・メディア及び報道関係
対応・ｗｅｂサイトの管理、運営・社内広報活動・
ＳＮＳを活用した情報の発信・山田町のＰＲ活動に
伴うイラスト、チラシ作成・その他付随する業務

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第１４地割３１－２

佐々総業　株式会社

広報業務、ｗｅｂサイトの編集
業務あれば尚可、基本的なＰＣ
操作スキル、Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ、

ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

営業 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　○初めての方でも指導い
たしますのでご応募下さい。○経験者の方は優遇い
たします。

岩手県宮古市板屋１丁目２
－７

株式会社　イブキ産
業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

社会福祉士／正社員 地域包括支援センターにおいて、社会福祉士として
地域に暮らす人たちの介護や介護予防、権利擁護
等、日常の暮らしのサポートをする業務を担当して
いただきます。

岩手県宮古市小山田２丁目
９－２０

社会福祉法人　宮古
市社会福祉協議会

援助記録や各種申請書類等の
作成を行えること、福祉医療
分野における相談業務に従事

した経験のある者

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

家具製造職人 木製家具の製造。
・テーブル、椅子、キャビネットなど、様々な家具
をオーダー製作する仕事です。最初は比較的容易な
テーブル製作を中心とし、徐々に範囲を広げていき
ます。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字片畑７番地

岩泉純木家具　有限
会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

板金工・大工・防水工 〇新築・改築等の屋根及び外壁の板金・防水及び大
工作業　〇工場内でのプレス作業　＊屋外での作業
が多いため、体力を必要とします。＊未経験者の応
募が可能です。＊県外への出張の可能性がありま
す。食事・宿泊費は会社で負担します。

秋田県仙北市田沢湖小松字
本町２０３－３
【ＭＰあり】

株式会社　飯島

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木施工管理補助（経験３
年以内）

〇土木施工管理補助（経験３年以内）〇土木関係の
工事現場において、工事の進み具合や安全確認、工
作物の寸法の測定などを複数人で行って頂く仕事で
す。お仕事を通して経験を積んで頂き、国家資格の
取得をサポートします。

ワード、エクセル等基本操
作、建設業界内での施工管理
経験やコンサル会社での経験
またはそれに類似する経験を

お持ちの方が
対象です

宮城県仙台市青葉区一番町
２丁目２－１３　仙建ビル
３階

株式会社クランク
建設技術事業部

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

自動車整備・鈑金塗装
（オートサービス）

（株）ミナカワ　オートサービスにおいて自動車の
整備・板金・塗装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○車の引
取り・納車、洗車、書類作成、その他付随する業務

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

菌床の管理と菌床しいたけ
栽培（穴沢工場）

（株）ミナカワ穴沢工場において、菌床の管理と菌
床しいたけの栽培や収穫作業を担当して頂きます。
合わせて品質管理等も行っていただきます。ホダの
移動、袋取り、浸水作業、品質管理、運搬等の業
務。

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
菌類栽培部

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

医師事務補助員／医療ク
ラーク（会計年度任用職
員）

医師の事務作業補助の業務全般を行っていただきま
す。・診断書などの文書作成補助・診療記録への代
行入力・医療の質の向上に資する事務作業等の業
務・各種資料作成などにはパソコン（ワード・エク
セル）を使用します・その他付随する業務

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第１
地割１１番地２６

岩手県立　宮古病院

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）

操作の出来る方 岩手県宮古市

ユニオン山田／ホールス
タッフ・カウンタースタッ
フ

パチンコ店のホール・カウンターでの接客のお仕事
です。重たい玉運びはありません。メダル運びや景
品交換などの一般業務、その他付随する業務や指示
された業務をお願いします。

岩手県盛岡市東見前５地割
５７－１－２階

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

製造兼販売 自社商品の製造・販売に従事していただきます。○
清酒、発泡酒の製造・販売に関わる業務・醸造、ビ
ン詰、樽詰、缶詰、包装等　○販売、納品等・酒販
店・業務店への営業、納品、店頭・催事での販売
○物産、商品開発・地域特産品を活用しての開発

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

建築鉄骨加工・金属製品製
造（工場または工務）

建築物の柱や梁となる鉄骨製作業務に従事します・
主な業務内容は、工場機械・ロボットオペレーター
（材料となる鉄の切断、孔明けや溶接ロボットの操
作をします）、仮組み（切断と孔明けが施された材
料を仮の溶接で製品の形に組み立てます）

岩手県宮古市田鎖９地割５
０番１

株式会社　榊鐵工所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木技術者 公共工事や一般土木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が現場への直行直帰
もあります●土木施工管理の資格をお持ちの方優遇

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 土木施工管理業務経験者
ＣＡＤ操作ができれば

優遇します 岩手県宮古市

山林作業員 木材の伐採・搬出を行う素材生産に関わる業務全
般。・立木の伐採、伐倒木の集材、集伐木の造材
（集めた木を玉切る）・造材木（玉切った木）の運
搬　・会社に集合して社用車で現場へ移動

岩手県宮古市近内一丁目４
番１３号

有限会社　道又林業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

宮古商工会共済・福祉制度
推進スタッフ

・商工会議所（商工会）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、忌慰金）
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、資産管理などのアドバイスや保険設計
・個人のライフプランに対応した保険設計

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

販売員（河南店） 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　＊長期間勤務できる方を希望します。＊
接客未経験の方も、お気軽にご相談ください。

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

交通誘導警備業務 ・東北電力・ユアテック企業グループの一員とし
て、岩手県内各地において電気工事作業に伴う歩行
者や通行車両の交通誘導警備を行う仕事です。※現
場は岩手県内の複数箇所です。

宮城県仙台市宮城野区五輪
１丁目１７－４７

株式会社　トークス

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

山田町商工会　共済・福祉
制度推進スタッフ

・商工会議所（商工会）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、忌慰金）
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、資産管理などのアドバイスや保険設計
・個人のライフプランに対応した保険設計

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

岩手県下閉伊郡山田町



交通誘導警備業務検定１級 変形（1年単位）
交通誘導警備業務検定２級 (1)8時00分～17時00分

5人 いずれか 165,000円～220,000円
普通自動車免許一種

正社員 18歳～64歳 03010-15172321
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
10人 154,000円～220,000円

正社員 18歳～64歳 03010-15173621
交通誘導警備業務検定１級 変形（1年単位）
交通誘導警備業務検定２級 (1)8時00分～17時00分

5人 いずれか 165,000円～220,000円
普通自動車免許一種

正社員 18歳～64歳 03010-15174921
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
10人 154,000円～220,000円

正社員 18歳～64歳 03010-15175121
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時15分
1人 201,000円～270,000円

正社員 59歳以下 03010-15176021
交通誘導警備業務検定１級 変形（1年単位）
交通誘導警備業務検定２級 (1)8時00分～17時00分

5人 いずれか 198,000円～220,000円
普通自動車免許一種

正社員以外 18歳以上 03010-15194221
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
5人 176,000円～220,000円

正社員以外 18歳以上 03010-15195521
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
5人 176,000円～220,000円

正社員以外 18歳以上 03010-15215721
交通誘導警備業務検定１級 変形（1年単位）
交通誘導警備業務検定２級 (1)8時00分～17時00分

5人 いずれか 198,000円～220,000円
普通自動車免許一種

正社員以外 18歳以上 03010-15218521
交通誘導警備業務検定１級 変形（1年単位）
交通誘導警備業務検定２級 (1)8時00分～17時00分

5人 いずれか 198,000円～220,000円
普通自動車免許一種

正社員以外 18歳以上 03010-15219421
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
5人 176,000円～220,000円

正社員以外 18歳以上 03010-15221121
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

5人 206,785円～454,928円

正社員 59歳以下 03010-15266221
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
（自家用車使用） (1)9時00分～17時00分

5人 180,000円～400,000円

正社員 59歳以下 03010-15277321

(1)8時30分～17時30分
3人 139,473円～148,200円

正社員以外 不問 03030- 2212221
変形（1年単位）
(1)7時00分～16時00分

2人 143,000円～160,000円 (2)17時00分～2時00分

正社員 18歳～59歳 03030- 2214421
２級土木施工管理技士
１級土木施工管理技士 (1)7時30分～16時30分

1人 あれば尚可 160,000円～250,000円
普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 施工管理経験あれば尚可 03030- 2215321
臨床工学技士 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
2人 238,400円～294,900円 (2)8時30分～12時30分

正社員 59歳以下 03030- 2216621
１級土木施工管理技士 変形（1年単位）
２級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

1人 いずれか 200,000円～300,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 施工管理経験 03030- 2217921

(1)8時00分～16時45分
1人 133,413円～133,413円

正社員以外 67歳以下 03030- 2220221
普通自動車免許一種

1人 185,000円～250,000円

調理経験や魚捌きの経験

正社員 67歳以下 あれば尚可 03030- 2221521

5

警備員Ｂ（正社員／宮古支
社）

交通誘導警備、施設警備（巡回、常駐、出入管理、
列車見張）機械警備機動要員＊交通誘導警備、施設
警備、ＪＲ列車見張などに従事していただきます＊
社会保険・労使協定・労働安全衛生計画完備＊コン
プライアンスを重視し業界をリードする会社です。

岩手県盛岡市大通３丁目９
番１７－２０１号

株式会社　Ｍ・Ｋ・
Ｇ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

警備員Ａ（正社員／宮古支
社）（有資格者）

交通誘導警備、施設警備（巡回、常駐、出入管理、
列車見張）機械警備機動要員＊交通誘導警備、施設
警備、ＪＲ列車見張などに従事していただきます＊
社会保険・労使協定・労働安全衛生計画完備＊コン
プライアンスを重視し業界をリードする会社です。

岩手県盛岡市大通３丁目９
番１７－２０１号

株式会社　Ｍ・Ｋ・
Ｇ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

警備員Ｂ（正社員／山田支
社）

交通誘導警備、施設警備（巡回、常駐、出入管理、
列車見張）機械警備機動要員＊交通誘導警備、施設
警備、ＪＲ列車見張などに従事していただきます＊
社会保険・労使協定・労働安全衛生計画完備＊コン
プライアンスを重視し業界をリードする会社です。

岩手県盛岡市大通３丁目９
番１７－２０１号

株式会社　Ｍ・Ｋ・
Ｇ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

警備員Ａ（正社員／山田支
社）（有資格者）

交通誘導警備、施設警備（巡回、常駐、出入管理、
列車見張）機械警備機動要員＊交通誘導警備、施設
警備、ＪＲ列車見張などに従事していただきます＊
社会保険・労使協定・労働安全衛生計画完備＊コン
プライアンスを重視し業界をリードする会社です。

岩手県盛岡市大通３丁目９
番１７－２０１号

株式会社　Ｍ・Ｋ・
Ｇ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

警備員Ａ（岩泉営業所）
（有資格者）

交通誘導警備：道路上において工事現場での片側交
互通行など車両および歩行者の誘導業務を行ってい
ただきます。＊社会保険・労使協定・労働安全衛生
計画完備＊経験不問。教育・資格取得制度有り。＊
教育・訓練時の時給は８２１円。

岩手県盛岡市大通３丁目９
番１７－２０１号

株式会社　Ｍ・Ｋ・
Ｇ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

営業（ルート営業、資料作
成）（宮古営業所）

宮古営業所において、下記の業務を行っていただき
ます。・岩手県内の官公庁や設計事務所、大手ゼネ
コン等へ積水樹脂株式会社製品のＰＲ営業を担当し
ていただきます。また、得意先建設会社等との物件
打ち合わせ等の業務を担当していただきます。

岩手県滝沢市木賊川４０９
－３

協積産業　株式会社

雇用期間の定めなし 未経験でも応募可能ですが建
設業界の営業経験が

あれば尚可 岩手県宮古市

警備員Ｂ（宮古支社） 交通誘導警備：道路上において工事現場での片側交
互通行など車両および歩行者の誘導業務を行ってい
ただきます。＊社会保険・労使協定・労働安全衛生
計画完備＊経験不問。教育・資格取得制度有り。＊
教育・訓練時の時給は８２１円。

岩手県盛岡市大通３丁目９
番１７－２０１号

株式会社　Ｍ・Ｋ・
Ｇ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

警備員Ｂ（岩泉営業所） 交通誘導警備：道路上において工事現場での片側交
互通行など車両および歩行者の誘導業務を行ってい
ただきます。＊社会保険・労使協定・労働安全衛生
計画完備＊経験不問。教育・資格取得制度有り。＊
教育・訓練時の時給は８２１円。

岩手県盛岡市大通３丁目９
番１７－２０１号

株式会社　Ｍ・Ｋ・
Ｇ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

警備員Ａ（山田支社）（有
資格者）

交通誘導警備：道路上において工事現場での片側交
互通行など車両および歩行者の誘導業務を行ってい
ただきます。＊社会保険・労使協定・労働安全衛生
計画完備＊経験不問。教育・資格取得制度有り。＊
教育・訓練時の時給は８２１円。

岩手県盛岡市大通３丁目９
番１７－２０１号

株式会社　Ｍ・Ｋ・
Ｇ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

警備員Ａ（宮古支社）（有
資格者）

交通誘導警備：道路上において工事現場での片側交
互通行など車両および歩行者の誘導業務を行ってい
ただきます。＊社会保険・労使協定・労働安全衛生
計画完備＊経験不問。教育・資格取得制度有り。＊
教育・訓練時の時給は８２１円。

岩手県盛岡市大通３丁目９
番１７－２０１号

株式会社　Ｍ・Ｋ・
Ｇ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

建設業仮設足場工事の作業
員（宮古営業所）

＊仮設足場の組立・撤去作業　＊社内での雑務、現
場での写真撮り・採寸等　若年者また高齢者や足場
作業主任者など無資格者は高所作業はありません。
現場内での資材運搬等など有資格者の補助的作業と
なります。

岩手県盛岡市乙部５地割６
１－１

有限会社　新鋭

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

警備員Ｂ（山田支社） 交通誘導警備：道路上において工事現場での片側交
互通行など車両および歩行者の誘導業務を行ってい
ただきます。＊社会保険・労使協定・労働安全衛生
計画完備＊経験不問。教育・資格取得制度有り。＊
教育・訓練時の時給は８２１円。

岩手県盛岡市大通３丁目９
番１７－２０１号

株式会社　Ｍ・Ｋ・
Ｇ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

電子部品製造に関わる作業
／実田工場

電子部品の袋詰めや箱詰め等、製造に関連した作業
を行って頂きます。シーラー作業（ハンド機械操
作）もあります。手先を使い、立ち作業です。※未
経験者応募可

岩手県宮古市板屋３－１１
－１５

株式会社　エム・ア
イ・エス東北工場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

建設業仮設足場工事の営業
その他（宮古営業所）

架設足場リースの営業　・主に建設、建築、塗装業
等の事業所を訪問していただきます。・社内での雑
務、現場での写真撮り・採寸等。＊業務は直行直帰
が主で、週１度程度出社し報告などを行って頂きま
す。＊自家用車を使用。

岩手県盛岡市乙部５地割６
１－１

有限会社　新鋭

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

施工管理 ◇道路舗装工事業の最大手である（株）ＮＩＰＰＯ
（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　・作業工程における監督や指導
・材料、舗装機械等の手配

岩手県宮古市金浜第６地割
２１－６０　２Ｆ

株式会社　宮古日舗

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

オイルシール成形オペレー
ター

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

土木施工管理技士 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
・パソコンを使用して書類、図面作成　・その他付
随する業務

岩手県下閉伊郡岩泉町小本
字鈩３０５－１

株式会社　佐藤組

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

臨床工学士 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

販売員／魚菜市場店 魚菜市場店において、下記の業務に従事していただ
きます。・鮮魚、水産食品の販売、商品のパック詰
め・接客応対、会計、伝票の記入、清掃・軽トラや
２ｔトラックでの魚介類の運搬（主に加工場や魚市
場間の運搬）＊調理経験や魚捌きが出来る方優遇

岩手県宮古市藤原１丁目３
番４号

有限会社　三上商店

雇用期間の定めなし
又は6時00分～17時00分
の間の8時間

岩手県宮古市

水産物加工員 当社加工場において、水産食品の製造・加工業務に
従事していただきます。・サンマ・鮭・サバ・イカ
など（時季により変動します）を扱います。・鮮魚
だけでなく、冷凍処理した魚を加工してみりん干し
や塩干し等を作ります。

岩手県宮古市藤原１丁目３
番４号

有限会社　三上商店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市



普通自動車免許一種
玉掛技能者 (1)8時00分～17時00分

1人 フォークリフト 162,000円～240,000円

正社員 59歳以下 建設・建築など屋外作業経験 03030- 2222421
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

5人 150,000円～214,000円 (2)20時00分～5時00分

正社員 18歳～35歳 03030- 2223321
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
2人 220,000円～220,000円 (2)7時30分～16時30分

正社員 35歳以下 03030- 2224621
足場の組立て等作業主任 変形（1ヶ月単位）
車両系建設機械運転技能 (1)8時00分～17時00分

2人 いずれか 191,334円～215,250円
普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 建設経験者 03030- 2225921
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

２級電気工事施工管理技士 (1)8時30分～17時30分
1人 143,033円～230,000円

現場作業経験または

正社員 不問 現場管理経験 03030- 2230421
２級管工事施工管理技士 変形（1年単位）
1級冷凍空気調和機器施工技能士 (1)8時30分～17時30分

1人 １級配管技能士、いずれか 143,033円～230,000円
普通自動車免許一種

正社員 不問 03030- 2231321
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 200,000円～300,000円

正社員 59歳以下 03030- 2232621
栄養士 変形（1ヶ月単位）

管理栄養士 (1)8時30分～17時30分
1人 あれば尚可 171,100円～188,000円 (2)7時00分～16時00分

正社員以外 69歳以下 栄養士経験あれば尚可 03030- 2234121
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)7時30分～16時30分
1人 171,900円～193,000円 (2)9時00分～18時00分

(3)12時00分～21時00分

正社員以外 69歳以下 経験あれば尚可 03030- 2235021
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時10分

3人 142,649円～147,688円

正社員以外 64歳以下 03030- 2236721
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
中型自動車免許 (1)7時45分～17時00分

1人 あれば尚可 160,000円～235,000円

正社員 59歳以下 03030- 2239521
介護職員初任者研修修了 変形（1ヶ月単位）

あれば尚可 (1)7時00分～16時00分
1人 155,200円～161,200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 介護業務経験あれば尚可 03030- 2240321
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 143,344円～143,344円

正社員以外 不問 03030- 2241621
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

2人 150,000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～61歳 03030- 2242921
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)7時30分～16時30分
2人 145,000円～160,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)8時30分～12時00分

正社員 59歳以下 03030- 2244021
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 170,000円～180,000円

正社員 59歳以下 03030- 2245721
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
2人 138,510円～138,510円

正社員以外 不問 03030- 2247221
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

4人 135,520円～135,520円

正社員以外 不問 03030- 2248521
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 144,000円～185,000円

正社員 30歳以下 03030- 2249421
視能訓練士

(1)9時00分～18時00分
1人 275,000円～275,000円 (2)9時00分～17時00分

正社員 59歳以下 03030- 2250921

6

プレスオペレーター パソコンやスマートフォン通信機器などに組み込ま
れているコネクター端子を製造します。・高速プレ
ス機を操作　・コネクター端子のプレス加工　・生
産情報の入力　※所属は３０名で２交替勤務となり
ます。

岩手県宮古市津軽石１４ー
９７－２

ジュピター工業　株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

鋳物製造（２） 鋳物製造に係る作業全般　・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　試用期間中に一連の工程を把握して頂
き、適性に応じて配属先を決定致します。

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 天井クレーン
あれば尚可

岩手県宮古市

鳶工及び土工／正社員 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１丁目４
－２５

株式会社　オガサワ
ラ産業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

現場担当責任者（候補） フカヒレの加工作業に従事していただきます。初め
は現場作業を覚えながら、将来は現場担当責任者を
目指していただきます。原料のフカヒレの・乾燥・
選別・梱包・加工の準備・冷凍庫内作業（冷凍品の
入出庫）・資材購入（社有車：ＡＴ車を使用）

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第１３地割８０－２１

株式会社　萬平　東
北工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

管工事作業員・技術者 冷凍機設置工事全般及び附帯作業のうちの管工事作
業　・主に、商店、コンビニエンスストア、水産加
工関係の事業所などの工事を行っております。屋内
の給排水工事はもとより、冷暖房機、業務用冷蔵庫
等の設置にかかる工事もあります。

岩手県宮古市津軽石第１０
地割３３７－１７

有限会社　赤松エン
ジニアリング

雇用期間の定めなし
現場管理経験者または

現場作業経験者あれば尚可
岩手県宮古市

電気工事作業員・技術者 設備工事全般及び附帯作業のうちの電気設備配線工
事作業　・主に商店、コンビニエンスストア、水産
加工関係事業所等の工事　・屋内の電気配線工事
・冷暖房機、業務用冷蔵庫等の設置にかかる工事


岩手県宮古市津軽石第１０
地割３３７－１７

有限会社　赤松エン
ジニアリング

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

栄養士 施設利用者の食事全般の栄養指導を行います。・栄
養指導　・食材の発注業務　・他に調理補助をして
いただくこともあります。・調理員４名体制　＊業
務内容について、わかりやすく指導します。＊上記
仕事内容は望みの園はまなすでの業務です。

岩手県下閉伊郡山田町山田
１－１１－３

社会福祉法人　親和
会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

総務・経理全般に関する事
務

・決算処理、税務申告、給与処理　・専用ソフトを
使用し、現金、売掛金、買掛金事務、旅費精算等
・電話対応、外出用務等　○業務に慣れるまでは経
験者が指導しますので、安心して応募下さい。

岩手県宮古市赤前第２地割
２１番地２

東北ヒロセ電機　株
式会社パソコン

（ワード・エクセル）の
基本操作ができる方、

総務・経理の
職務経験１０年以上

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

水産加工員 水産加工に従事していただきます。
・主にイカの冷凍加工（胴、ゲソに分別、袋詰め
等）・鮭、ブリ等のフィレー加工（機械で捌き処理
された鮭の骨、ヒレ等の取り除き、パッキング等）

岩手県下閉伊郡山田町境田
町３－１９

石山水産　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

介護支援専門員 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）～（５）の時間の交代勤務

岩手県下閉伊郡山田町山田
１－１１－３

社会福祉法人　親和
会介護支援専門員

（ケアマネージャー）
雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

介護職／介護職員 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　＊勤務シフトは業務によって若干の変更があ
ります。（詳細は面接時に説明します）

岩手県下閉伊郡田野畑村田
野畑１２０番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

配管工及び配管工助手 給水、排水、ガス等の配管設備工事に従事しま
す。・一般家庭給排水工、ガス配管工、エアコン設
備配管設置　・学校など公共工事　・道路水道本管
工事　現場への移動は出社後、社用車で移動となり
ます。

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第４
地割２３

角登設備　有限会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

プラスチック成形オペレー
タ

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

水産食品加工員 水産品の製造加工を行います。～　冷凍業務用商材
と末端製品の製造　～・鮭、イカ、サバ、汐子、い
くら、ウニ、海草類など多くの魚種を取扱います。
機械使用のほか手作業もあります。・手捌きで開き
にしたり切り身にする作業

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

プログラミング技術者（装
置）

・当社取扱製品全般に使用される生産設備、設備実
装マウンターの装着データ（部品装着、挿入機、検
査装置、計測器、その他）に対してプログラミング
作成及びデバック　・取引先資料の社内用資料作
成、社内部門周知

岩手県宮古市大字津軽石１
９－１８

株式会社　宮古マラ
ンツｅｘｃｅｌ、ｗｏｒｄ、ＣＡＤ

（ソフト問わず）経験者尚可、
使用ソフト（ｍｏｕｎｔ　ｃａｍ）、
電気回路や部品極性などの
基本知識及び就労経験者

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

職業指導員兼生活支援員 施設利用者の方々に同行し、以下の作業に対する業
務に従事していただきます。【施設内就労】・フ
ルーツキャップ作成、ほたての貝殻洗浄、プラス
チック部品のカット・選別作業【施設外就労】・建
設会社でのパイプ塗装・農園での収穫、種蒔き

岩手県下閉伊郡山田町飯岡
第７地割１１番地

株式会社　ジョブ・
パートナー

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

水産加工員 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、又サンマ箱詰めやイクラ加工
処理あり

岩手県宮古市光岸地４番４
０号

宮古漁業協同組合

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

道路関連用製品に関連する
業務

道路センターポールの簡易加工、受入、出荷、診断
検査、他関連する業務を行います。
＊初心者でも指導のもと習得可。
＊詳細は工場見学にて説明します。
○３人体制での業務対応の予定です。

岩手県宮古市大字津軽石１
９－１８

株式会社　宮古マラ
ンツ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

視能訓練士 さかもと眼科クリニック内において、外来患者様に
対する検査業務全般を担当していただきます。・医
師の指示により検査機器を使用し、視力・視野・調
節力・眼球運動など目の構造や機能を検査します。

岩手県宮古市向町４番４１
号

さかもと眼科クリ
ニック

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

機械オペレーター 電子機器など精密機器で使用する部品の金型を製作
しています。部品金型の部品を各機械で加工しま
す。＊担当に就く前に試用期間を設け、各工程での
作業内容や基礎を研修していただきます。

岩手県宮古市津軽石第１４
地割１００番地２

有限会社　エムデー

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市



交替制あり
(1)8時30分～17時00分

1人 160,000円～160,000円 (2)8時30分～12時30分

正社員 59歳以下 03030- 2251121
診療放射線技師 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時30分
1人 198,310円～263,710円 (2)8時30分～12時30分

正社員 64歳以下 03030- 2254821
臨床検査技師 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時30分
1人 187,590円～252,990円 (2)8時30分～12時30分

正社員 64歳以下 03030- 2255221
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

交通誘導警備業務検定２級 (1)8時00分～17時00分
5人 あれば尚可 162,500円～184,167円

正社員 18歳～64歳 03030- 2256521
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
2人 160,000円～230,000円

正社員 18歳～59歳 03030- 2258321
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)6時30分～15時30分
1人 152,000円～157,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分
介護施設での勤務経験

正社員 59歳以下 あれば尚可 05020- 3400221
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

車両系建設機械運転技能 (1)8時00分～17時00分
3人 あれば尚可 200,100円～220,800円

正社員 59歳以下 05041- 1079321

7

医療事務および受付 当院において主に下記の業務に従事します。・専用
ソフトへのレセプト請求入力、データ入力、診療記
録登録　・紹介状の準備、資料作成　・外来受付、
会計、調剤業務　○パソコン入力が可能な方を希望
します＊他に事務担当もおります（２名）

岩手県宮古市大通４丁目２
－２１

関根内科小児科

医療事務、
パソコンを使っての

レセプト入力、ワード・
エクセル入力が出来る方

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

放射線技師 当医院において下記の業務に従事していただきま
す。ＭＲＩ、骨塩定量検査、Ｘ線撮影全般
○令和４年１０月中旬頃からの採用予定です

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

臨床検査技師 当医院において下記の業務に従事していただきま
す。ＭＲＩ検査、臨床検査業務
○令和４年１０月中旬頃からの採用予定です

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

警備員（宮古） 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　＊未経験の方でも指導
しますので、安心して応募してください。


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、他

鉄道業務員 運行本部において運転士候補生を募集します。施設
本部において施設、線路等の保守管理を行いま
す。・土木構造物の検査、点検、メンテナンス　・
施設電気関係の検査、点検、メンテナンス　・工事
作業業務等

岩手県宮古市栄町４番地 三陸鉄道　株式会社
危険物取扱者（乙種）、小型移動
式クレーン、玉掛技能者、第一種
電気工事士、消防設備士あれば

尚可雇用期間の定めなし
ＰＣ入力程度,鉄道,又は鉄道以外
の土木保守管理業務あれば尚可 岩手県宮古市

介護員 ◇グループホーム（２ユニット）１８名の入居者の
方々の介護業務全般に従事していただきます。＊食
事、入浴、排泄、散歩、施設内での活動等の介助を
行います。＊食事調理、後片付け、施設内清掃を行
います。

秋田県能代市浅内字中山９
２番地

株式会社　ラ・サ
ルーテ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

土木作業員　【盛岡営業
所】

○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。＊就業場所は主に盛岡
市内や雫石町等の現場になります。＊やる気のある
方には各種免許取得制度あります。

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



8


