
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 160,000円～240,000円

正社員 35歳以下 03010-14929121
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
1人 170,000円～238,000円 (2)8時30分～12時00分

正社員 40歳以下 03020- 1316621
普通自動車免許一種

(1)9時00分～18時00分
1人 200,000円～300,000円

正社員 59歳以下 03020- 1319021
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
二、三級自動車整備士 (1)8時15分～17時00分

1人 自動車検査員、あれば尚可 172,000円～222,000円

正社員 59歳以下 03030- 2151521
保育士

(1)8時00分～17時00分
1人 166,200円～176,200円

正社員以外 不問 保育業務 03030- 2152421
普通自動車免許一種

自動車検査員 (1)8時30分～17時00分
1人 195,000円～225,000円 (2)8時30分～12時00分

正社員 64歳以下 03030- 2153321
普通自動車免許一種

(1)8時25分～17時00分
1人 147,662円～167,660円

正社員以外 不問 03030- 2154621
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

3人 172,000円～172,000円 (2)21時00分～6時00分

正社員以外 60歳以上 03030- 2155921
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
3人 208,000円～208,000円 (2)21時00分～6時00分

正社員 18歳～59歳 03030- 2156121
普通自動車免許一種

介護福祉士 (1)8時00分～17時00分
1人 150,000円～160,000円

介護員、入浴介助等の経験

正社員 59歳以下 あれば尚可 03030- 2158721

(1)8時30分～17時30分
1人 140,000円～199,500円

正社員 59歳以下 03030- 2159821
交替制あり
(1)8時30分～17時30分

1人 139,400円～196,800円 (2)19時10分～4時10分

正社員以外 18歳～59歳 03030- 2160421
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
1人 190,000円～249,500円

正社員 35歳以下 03030- 2162621
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 171,000円～198,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)12時00分～21時00分

正社員 64歳以下 03030- 2163921
保育士 変形（1ヶ月単位）

(1)7時00分～15時45分
1人 181,600円～201,600円 (2)8時15分～17時00分

(3)8時45分～17時30分

正社員以外 不問 03030- 2164121
交替制あり
(1)8時30分～17時30分

1人 140,000円～199,500円 (2)19時10分～4時10分

正社員 18歳～59歳 03030- 2165021
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

2人 231,000円～300,300円

正社員 18歳～40歳 03030- 2166721
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

1人 220,000円～220,000円

正社員 18歳以上 森林整備作業 03030- 2170321
1

（7月1日時点の内容です）

６月２８日　から　　７月１日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は７月１４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

福祉用具のレンタルと販売
／宮古営業所

※福祉用具（介護ベット・車イス・ポータブルトイ
レ等）のレンタル及び販売を行います。
・居宅支援事業所のケースワーカーを通し利用者か
ら必要な器具や用具の注文が入ります。

岩手県釜石市定内町３－１
０－２３

有限会社　介護リ
フォームセンター

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

自動車整備スタッフ（宮古
営業所）

・主にトラック（１～４ｔ車）の車検や点検の業務
・定期点検、車検、故障時のメンテナンス等　・そ
の他、上記に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。＊最初は補助作業から始めて
いただきます。

岩手県盛岡市三本柳１地割
２４

盛岡いすゞモーター
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

自動車整備士 当社において下記の業務に従事していただきま
す。・自動車販売・整備・車検・保険などの自動車
に関する業務全般　・現場での作業の他、車両の引
取り・納車・洗車など付随する業務　自動車検査員
有資格者優遇

岩手県宮古市宮町４丁目２
－１５

株式会社　小野寺商
会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

コンサルティング営業【地
域社員】

＊損害保険および生命保険のコンサルティング営業
を担当していただきます。・損害保険、生命保険の
ご案内　・プランの見直しや新商品のご提案　・損
害サービス対応　・営業エリアは釜石市、大船渡
市、宮古市、遠野市など

岩手県釜石市中妻町２－２
－１１　山一ビル３階

株式会社　東京海上
日動パートナーズ東
北　釜石支社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

基本的なＰＣ操作と
文章作成スキル

（できればワード、
エクセル）

整備経験／自動車に
限らず重機なども可
（経験者優遇）

自動車検査員 当社整備工場において下記の業務に従事します。
・自動車、バイク、トラック系や重機の車両検査
・一般整備作業
・車両の納車・引き取り等

岩手県宮古市太田１丁目１
－１

工藤ディーゼル自動
車工業株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

保育士 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　・現在は３４
名の園児を６名で対応しております

岩手県下閉伊郡山田町大沢
第８地割１９番地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）

岩手県下閉伊郡山田町

文字・数字入力程度
（定型フォーム入力）

警備員（資格不問）【６０
歳以上限定求人】

●工事・建設現場や店舗駐車場などでの「交通誘
導」業務●イベントや祭り会場での「雑踏警備」業
務※［６０歳以上歓迎求人］です！未経験者でも安
心して仕事が始められます。未経験の方、シニアの
方でも安心してスタートできる研修を行っています

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

一般事務 ・各種データの集計、及びシステム等への入力作業
に関すること　・各種証明書の発行に関すること
・文書の整理、発送事務に関すること　・荷物の受
付、発送及び収受に関すること　・電話の応対　・
その他、教員室・事務室の事務に関すること

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

パソコン操作
（ワード・エクセル・

一太郎）

介護員 デイサービス利用者の介護業務（食事、入浴、排泄
介助、レクリエーション）に従事していただきま
す。送迎やレクリエーションで運転業務がありま
す。利用者のべ８～１０名です。＊介護員、入浴介
助等の経験あれば尚可

岩手県宮古市松山第８地割
７１番５

株式会社　福寿草

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

管理職候補（警備職） ・当初１～２年程度、実際の［警備業務］に従事し
て頂き、実務経験を積んで頂きます。・その間に国
家資格を取得して頂き、将来的には、［営業］とし
て顧客管理、［業務］として警備員教育・人員手配
業務を行って頂きます。

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

自動機及び成形オペレー
ター

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　・顕微鏡・測定器で
の製品寸法の測定や製品の品質確認

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

プレス金型技術者 高速精密プレス金型を完成させる仕事です。金型部
品を研磨で調整し、組み込んで金型を仕上げ、プレ
ス機械を操作して寸法出しをする仕事に従事してい
ただきます。

岩手県下閉伊郡山田町石峠
３－１７－４

和田工業株式会社
東北工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町
精密プレス金型の製作・
仕上・調整の経験がある方

生活支援員兼世話人（日
勤）

・障がい者グループホーム（定員９名＋併設短期入
所１名）にて、ご利用者様の生活全般の支援、介護
サービスを提供いただきます＜主な業務＞・食事、
入浴、排泄など日常生活の支援又は介助・各種記録
作成・買物同行、代行・散策など軽運動の付き添い

岩手県下閉伊郡山田町船越
第１５地割３－９４

合同会社　５０ＵＰ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

営業（ルートセールス） ・精密部品メーカーへ定期的に訪問し、営業活動
（ルート営業）を行います。お客様から注文をいた
だいたら、工場へ見積りを依頼してお客様に提出す
る、工場とお客様との橋渡し役です。


岩手県下閉伊郡山田町石峠
３－１７－４

和田工業株式会社
東北工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

プレス作業 プレス機械を操作して、電子部品を作る仕事です。
プレス機械が部品を自動で作るので、材料を取り付
けたり、金型を取り付けたり、出来上がった製品を
収納したり、プレス機械周辺の作業が中心です。

岩手県下閉伊郡山田町石峠
３－１７－４

和田工業株式会社
東北工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

保育教諭 こども園での教育・保育業務　・こども園に入所し
ている児童（０～６歳児）への教育保育　＊児童の
年齢により対応人数は異なりますが、常時複数で対
応します。＊担任は他におりますので、担任の補助
を行っていただきます。

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第３地割１７７－１０

社会福祉法人　三心
会　幼保連携型認定
こども園　とよまね
こども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

幼稚園教諭免許
（専修・１種・２種）

森林整備作業員（経験者） 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）を支給します。・業務上使用す
る機材は当社で準備します。

岩手県宮古市川井第１地割
１１０番４

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、他

足場作業員 各現場において足場組立、解体作業に従事していた
だきます・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○当社では人間関係
改善構築の為、社員との連携やコニュミケーション
協調性、社内マナーを大切にする方を希望します。

岩手県宮古市根市第６地割
７番地１

有限会社　伊藤総業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

刈払機・チェーンソーの
技能講習修了者

◎ 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７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



普通自動車免許一種 変形（1年単位）

1人 150,000円～150,000円

正社員 18歳以上 03030- 2171621
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)9時00分～17時30分
1人 172,400円～219,000円

正社員以外 不問 ワード・エクセル 03030- 2173121

(1)8時30分～17時30分
1人 139,473円～164,667円

正社員 59歳以下 03030- 2174021

(1)8時30分～17時30分
1人 139,473円～197,600円

成形オペレーター等
関連業務経験

正社員 59歳以下 あれば尚可 03030- 2175721

(1)8時30分～17時30分
1人 139,473円～164,667円

正社員 59歳以下 製造業の経験があれば尚可 03030- 2176821
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 200,000円～250,000円

正社員 40歳以下 03030- 2179421
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 144,480円～144,480円

正社員以外 40歳以下 03030- 2180921
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 146,880円～172,800円

正社員 64歳以下 03030- 2181121
普通自動車免許一種 交替制あり

介護職員初任者研修修了 (1)7時00分～16時00分
1人 あれば尚可 143,500円～143,500円 (2)9時00分～18時00分

(3)10時30分～19時30分

正社員 64歳以下 03030- 2183721
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時30分
1人 350,000円～425,000円

正社員 59歳以下 03030- 2190021
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
2人 215,000円～280,000円

正社員 64歳以下 03030- 2191721
介護職員初任者研修修了
ホームヘルパー２級

3人 いずれか 165,000円～175,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03030- 2192821
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時30分
1人 272,000円～325,000円

正社員 59歳以下 03030- 2193221
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 200,000円～200,000円

正社員 64歳以下 03030- 2195421
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 180,000円～235,000円

溶接経験・溶接資格

正社員 59歳以下 あれば尚可 03030- 2196321
介護支援専門員(ケアマネージャー)

その他の福祉・介護関係資格 (1)8時00分～17時00分
1人 200,000円～200,000円

普通自動車免許一種
正社員 64歳以下 デイサービスにて3年以上実務経験 03030- 2197621

介護福祉士
介護職員初任者研修修了 (1)8時00分～17時00分

1人 いずれか 180,000円～180,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03030- 2198921
調理師

あれば尚可 (1)10時30分～21時30分
1人 180,000円～300,000円

調理、ホール経験

正社員 20歳以上 あれば尚可 03030- 2200121
調理師

あれば尚可 (1)10時30分～21時30分
1人 180,000円～300,000円

調理、ホール経験

正社員 不問 あれば尚可 03030- 2202721
普通自動車免許一種

(1)10時00分～21時00分
1人 142,696円～250,000円

正社員 69歳以下 03030- 2204221

2

調理スタッフ（見習い可）
／和海味処いっぷく

和食を中心に定食・丼物・そば等のメニューがあり
ます。・仕込み、調理、盛り付け　・皿洗い、清掃
等　他に３名調理スタッフがおります。社用車（軽
ワゴン等）にて、配達や食材の買い出しをお願いす
ることもあります。

岩手県下閉伊郡山田町船越
第６地割１３４－１

株式会社　いっぷく

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

調理補助・ホール／ＳＹＵ
ＷＡ　ＳＹＵＷＡ

厨房内において調理の補助的作業及びホールにおい
て接客業務を行っていただきます○厨房内において
調理の補助的作業　・調理者の指示により、野菜
カットや調理の下ごしらえ、準備、盛付け、飲み物
作り、食器・調理器具の洗浄、食材の在庫確認等

岩手県宮古市八木沢第４地
割９７－７

ビツクベル　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理補助・ホール 厨房内において調理の補助的作業及びホールにおい
て接客業務を行っていただきます○厨房内において
調理の補助的作業　・調理者の指示により、野菜
カットや調理の下ごしらえ、準備、盛付け、飲み物
作り、食器・調理器具の洗浄、食材の在庫確認等

岩手県宮古市八木沢第４地
割９７－７

ビツクベル　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

サービス提供責任者 訪問介護サービス提供責任者業務全般を担当してい
ただきます。・利用者様へのサービス提供　・食
事、入浴、排せつの介助　・炊事、掃除、洗濯と
いった日常生活の手助け等　・その他付随する業務

岩手県宮古市田鎖３－８ 株式会社　みやこ

雇用期間の定めなし
初任者研修取得後実務経験３年
以上／介護福祉士資格がない場

合
岩手県宮古市

生活相談員／昭和の家 当社が運営する小規模デイサービスにおける相談業
務全般に従事していただきます。・利用者、家族、
関係機関との相談業務　・連絡調整全般　・送迎対
応、その他付随する業務を行っていただきます。


岩手県宮古市田鎖３－８ 株式会社　みやこ

社会福祉主事または
介護支援専門員いずれか雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

溶接工（宮古事業所） 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。業務に慣れて来たら、
将来的には工場内で制作した製缶品を社用車（２ｔ
～４ｔ平ボディトラック）に積載して、肥料工場内
で据え付け作業を行う場合が有ります。

岩手県宮古市小山田１丁目
７

五菱工業　株式会社
宮古事業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員／昭和の家／大卒 小規模デイサービス利用者の介護を行っていただき
ます。・主に食事・入浴介助、レクリエーション活
動等をおこないます。・送迎業務（主に宮古市内の
送迎となり、軽自動車や普通車を使用します）


岩手県宮古市田鎖３－８ 株式会社　みやこ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

修理（保守管理）／宮古営
業所

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＞・機械は油圧ショベル及びト
ラック等になります＊資格が無くても入社後、修理
にあたり必要な資格を取得することができます。

岩手県宮古市高浜４丁目４
４－１

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

ホームヘルパー（正社員・
地域ヘルパー）

市内に住む利用者様のご家庭を訪問し（１日に対応
する利用者は平均６人程です）以下の業務を行って
いただきます。・食事、入浴、排せつの介助や、炊
事　・掃除、洗濯といった日常生活の手助けなど
＊家事及び身体介護のサービスを提供します。

岩手県宮古市田鎖３－８ 株式会社　みやこ

雇用期間の定めなし
又は6時00分～19時00分
の間の8時間

岩手県宮古市

介護支援専門員 ・利用者のケアプラン作成・介護認定調書・利用者
宅への訪問・相談業務などを主に行っていただきま
す。＊利用者宅への訪問には社用車または自家用車
をを利用していただきます。自家用車使用の場合
は、車両賃借料とガソリン代を支給します。

岩手県宮古市田鎖３－８ 株式会社　みやこ
介護支援専門員

（ケアマネージャー）
雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業／宮古営業所 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　＊社有車を使用（オートマチック限定は
不可）

岩手県宮古市高浜４丁目４
４－１

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

介護職員／正社員 施設入所者数１８名（認知症の方）を対象とした、
入所者の介護を行います。・身の回りの世話、食
事、排泄、入浴の介助　・その他、移動介護、掃
除、調理、洗濯など　・入居者を、受診のため病院
へ社用車で送迎する場合があります。

岩手県下閉伊郡田野畑村机
２９９

中城興産株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

介護職員 デイサービスの介護業務全般に従事していただきま
す。・１５名程度の利用者の方を５名の職員で介護
いたします・食事、入浴、排せつ介助・レクリエー
ション・送迎の運転業務　＊資格・経験は問いませ
ん＊介護職員初任者研修資格取得の支援あり

岩手県下閉伊郡山田町石峠
第２地割３５

特定非営利活動法人
石峠宅老所

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

クリンクルー／正社員以外 下記の業務に従事していただきます。・建物清掃全
般　・施設等ガラス清掃　・新築物件引き渡し前清
掃　・施設等床清掃、ワックスがけ　＊ごくまれに
施設守衛業務（見回り等）をお願いする場合あり

岩手県宮古市田の神二丁目
３番１１号

株式会社　サンズ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

業務・総務担当 コンクリート製品の販売に関わる業務全般　・事務
所ではパソコンを使用し売上、見積り書や請求書発
行、電話対応を行います（定型フォーム使用）。・
主に商社や建設会社など取引先を中心とした訪問や
商品の提案、現場での打合せ、現場確認

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第４地割１２番地

有限会社　豊興

雇用期間の定めなし
ワード・エクセル
メールができる方

岩手県下閉伊郡山田町

自動組立機オペレーター 電子部品（コネクタ）の自動組立機の操作、その他
電子部品の組立を行います。・組立自動機への製品
投入、機械操作、機械のメンテナンス　・目視や顕
微鏡での製品検査作業も行います　◆未経験でも指
導します

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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

プラスチック成形用金型仕
上げ・組込み

射出成形用金型の整備業務　○金型部品の組込み・
調整、仕上げ　○メンテナンスなど　コツコツとこ
なす作業で、製品の品質作りの為に大切な業務にな
ります。未経験者でも指導します。※成形オペレー
ター等、関連業務経験者優遇

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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

品質管理 製品の外観・寸法測定などの品質関連作業　・目視
や顕微鏡による検査　・工場顕微鏡等による寸法測
定作業　・品質関係データの作成・管理　未経験で
も指導します。※関連業務経験者優遇　視力を使う
仕事ですが、コンタクト・メガネでの矯正可

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

工場顕微鏡の使用経験
製造業の経験あれば尚可

Ｅｘｃｅｌでの
入力作業あり

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

サービス業務 タイヤランド宮古にて下記の業務を担当していただ
きます。
・配送　・在庫管理　・タイヤ交換作業　等
○正社員として活躍されたい方を募集します。

岩手県宮古市実田二丁目５
－１

ダンロップタイヤ東
北（株）　タイヤラ
ンド宮古店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

森林整備作業員 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）を支給します。・業務上使用す
る機材は当社で準備します。

岩手県宮古市川井第１地割
１１０番４

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、他

刈払機・チェーンソーの
技能講習修了者
あれば尚可



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

1人 警備員指導教育責任者 238,217円～260,884円

正社員 18歳以上 03030- 2210721
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時20分
2人 150,000円～221,000円

正社員 35歳以下 03100- 1615621
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
大型自動車免許 (1)8時00分～17時00分

3人 あれば尚可 149,500円～218,500円 (2)8時00分～16時30分

正社員 64歳以下 03100- 1623621
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
3人 149,500円～218,500円 (2)8時00分～16時30分

正社員 64歳以下 03100- 1624921
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～16時45分
1人 184,800円～231,000円 (2)8時00分～16時30分

正社員 64歳以下 03100- 1632121
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～16時45分
1人 231,000円～300,300円 (2)8時00分～16時30分

正社員 64歳以下 伐木作業の経験者 03100- 1633021
薬剤師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
2人 250,000円～400,000円 (2)8時30分～12時30分

正社員 59歳以下 13010-65133421
普通自動車免許一種 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

2人 玉掛技能者 240,000円～310,000円
車両系あれば尚可

正社員 64歳以下 15060- 4961121
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～18時00分
4人 255,000円～345,000円

正社員 64歳以下 15060- 4965221
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時00分

1人 139,855円～143,225円 (2)8時30分～15時00分

正社員以外 不問 03010-14778021
保育士 変形（1ヶ月単位）

1人 160,000円～170,000円

正社員 不問 03010-14788821
変形（1ヶ月単位）

1人 140,000円～145,000円

介護、子育て経験

正社員以外 不問 あれば尚可 03010-14792121
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

保育士 (1)9時00分～18時00分
1人 介護福祉士 157,100円～188,900円 (2)6時30分～15時30分

社会福祉主事 (3)12時00分～21時00分
あれば尚可

正社員以外 不問 03030- 2146621
普通自動車免許一種

危険物（乙種４類）以上 (1)8時30分～17時00分
1人 150,000円～220,000円 (2)8時30分～12時00分

正社員 62歳以下 03030- 2147921
看護師 交替制あり
助産師 (1)8時30分～17時15分

1人 いずれか 176,100円～250,200円 (2)16時30分～1時15分
(3)0時30分～9時15分

正社員以外 不問 03030- 2150221
普通自動車免許一種
建設業経理士１級 (1)8時00分～17時00分

1人 建設業経理士２級 160,000円～170,000円
あれば尚可

正社員 59歳以下 事務業務経験あれば尚可 03030- 2141821
８トン限定中型自動車免許 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

2人 あれば尚可 184,800円～300,300円

正社員以外 18歳以上 03030- 2145321
介護職員初任者研修修了
ホームヘルパー２級 (1)8時00分～17時00分

1人 いずれか 143,000円～143,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03030- 2138621

3

訪問介護員 町内の利用者の方のお宅に訪問し、生活援助、身体
介護等の業務を行います。・移動は自家用車を使用
していただき、交通費は別途支給となります。・平
均件数は４～５件です。未経験の方には担当者が親
切丁寧に指導し、同行いたします。

岩手県下閉伊郡山田町川向
町７番４号

有限会社　山崎タク
シー

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

建築大工手元 下記の業務に従事していただきます。・大工手元作
業、雑用（現場及び片づけ等）・土木作業（基礎工
事等）未経験の方でも大丈夫です。※２ｍ以上の高
所作業があります。※２ｔ車・３ｔ車・４ｔユニッ
クを使用します。

岩手県宮古市田鎖１２－１
１－１９


有限会社　藤原建築

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

事務 ◇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。◇事務
所内の一般事務を行っていただきます。・経理書類
の処理（パソコンデータ入力業務）・伝票整理、書
類整理および書類作成業務・人事、労務関連業務

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

看護師又は助産師１（会計
年度任用職員）

当院内において看護業務又は助産師業務全般を行っ
て頂きます。○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　・状況により外来対応あり　・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）

岩手県宮古市

燃料の配達業務 ・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。＊配達車両は取得免許に
より１．９ｔ～４ｔ車（タンクローリー車）となり
ます。

岩手県宮古市港町１番２２
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

児童指導員／らいず ・入所児童７名（定員１６名）の日中活動の支援
・通院や買い物（２～３名）の付き添い　・必要に
応じて、食事・入浴・排泄・着替え等の介助　○未
経験者の応募大歓迎　○正社員への登用制度あり
○働き方改革関連認定企業

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第４
地割１番地４２

社会福祉法人　若竹
会　新たな郷わかた
け

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

保育補助（宮古市）「資格
不要」

県立宮古病院内保育所に於いて保育補助業務を行っ
て頂きます。・健康観察、身の回りのお世話（食
事・排泄の補助など）・その他、上記に付随する業
務および指示された業務（園児数　約１５名）※勤
務開始日は相談に応じます

岩手県盛岡市上田１丁目２
－１６　（あゆみ保育所
内）

株式会社　プライム
ツーワン　東北支局

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

保育士（宮古市）「保育」 県立宮古病院内保育所に於いて保育業務を行って頂
きます・健康観察、身の回りのお世話（食事・排泄
の補助など）・保護者への子育てアドバイス・その
他、上記に付随する業務および指示された業務（園
児数　約１５名）※勤務開始日は相談に応じます

岩手県盛岡市上田１丁目２
－１６　（あゆみ保育所
内）

株式会社　プライム
ツーワン　東北支局

雇用期間の定めなし
又は7時30分～19時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

事務職（遊覧船発着事務
所）

遊覧船事業部の事務の仕事です。
主な仕事は、受付対応、チケット販売、遊覧船に係
る案内、それに伴う事務作業です。

岩手県盛岡市厨川１－１７
－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） ＰＣ基本的な操作が

できれば尚可
岩手県宮古市

土木施工管理 ◎主に宮古市近郊の舗装工事の現場管理、書類作
成、打ち合わせ等の業務、現場での軽作業を担当し
ていただきます。＊未経験者、興味がある方はお気
軽にお問い合わせください＊社有車貸与可能＊資格
取得制度有り＊インスタグラムもご覧下さい。

新潟県新発田市日渡１０３
番地

株式会社　石田建設

資格がなくても経験等に
より考慮＊資格取得制度雇用期間の定めなし
土木施工管理の経験者優遇＊

見習い可
岩手県宮古市

土木作業員（舗装工・オペ
レーター・世話役）

◎主に盛岡市近郊の国道、県道などでアスファルト
舗装、下地、基礎作りなどの道路の工事をします。
未経験の方でも最初は、簡単な作業からお任せして
いきます。※管理経験者優遇※資格取得制度有り※
社用車貸与可能※インスタグラムもご覧下さい。

新潟県新発田市日渡１０３
番地

株式会社　石田建設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

薬剤師／岩手県宮古市 調剤薬局における業務全般　・調剤業務、処方監
査、投薬指導、薬歴管理、医薬品の在庫管理、一般
用医薬品等の販売。在宅業務等　昨年１１月に新規
オープンした店舗です。

東京都千代田区丸の内１－
９－２
グラントウキョウサウスタ
ワー１２Ｆ

株式会社　ファーマ
みらい

雇用期間の定めなし 薬学に関する知識全般。
調剤薬局や医療業界での

経験があれば尚可 岩手県宮古市

伐木作業員（経験者） ◆久慈市内および岩泉町を含む周辺地域または盛岡
市藪川周辺での伐木作業業務　＊伐木作業全般　＊
チェンソーを使用し木の伐採作業　＊その他、上記
に付随する業務　※伐木作業の経験がある方からの
応募をお待ちしております。

岩手県久慈市山形町川井第
１７地割２３－１５７

上山林業　有限会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

伐木作業員 ◆久慈市内および岩泉町を含む周辺地域または盛岡
市藪川周辺での伐木作業業務＊伐木作業全般＊チェ
ンソーを使用し木の伐採作業＊その他、上記に付随
する業務※盛岡方面からの出勤の場合は、乗り合い
で出勤可能です（詳細は面接時に説明いたします）

岩手県久慈市山形町川井第
１７地割２３－１５７

上山林業　有限会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

伐採夫（フォレストワー
カー）

＊山林においてチェンソー、刈払機を使用しての伐
採作業、造林作業及び手元　※チェンソー、刈払機
は基本的には本人の持込みとなり、機械の使用損料
として手当を支給します。機械のない方の場合、会
社のものを貸与します。

岩手県久慈市山形町荷軽部
第３地割１８

有限会社　谷地林業
伐木作業者特別教育、
刈払機取扱作業者教育

あれば尚可雇用期間の定めなし
林業経験者大歓迎

オペ作業者は別途待遇あり
岩手県下閉伊郡岩泉町、他

警備員兼警備員指導教育責
任者

復興工関連工事の公共建設土木工事等の工事車両の
交通誘導警備に従事していただきます。現場の状況
によりますが、１～２名人員体制現となります。移
動手段は、会社に集合し社用車で移動、又は直行直
帰もあります。＊６０歳以上の方も歓迎します

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第１６地割３－３１

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

土木軽作業員 ◆現場にて、土木作業の仕事を担当していただきま
す。【主な仕事内容】＊土木工事の現場にての土工
作業　＊交通誘導など、その他上記に付随する作業
＊現場により、直行直帰や乗り合いでの移動も可能
です。

岩手県久慈市山形町荷軽部
第３地割１８

有限会社　谷地林業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

電気工事士（見習い可） ◆一般電気工事（住宅・工場・修繕）官公庁電気設
備工事（見習い可）〇現場は主に、久慈周辺（久慈
市内・洋野町種市・大野・野田村・普代村・田野畑
村）となります。〇基本的には会社に出勤後、会社
の車で現場へ移動します。

岩手県久慈市田高１丁目２
３

有限会社　久慈電業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村、他
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