
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

1人 220,000円～300,000円

正社員 64歳以下 04011- 4247121
５トン限定準中型自動車免許 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 216,667円～281,667円 (2)8時00分～17時30分

正社員 59歳以下 大工経験者 03030- 3803421
医療秘書技能検定３級

医療秘書士 (1)8時30分～17時15分
23人 あれば尚可 147,400円～183,800円

正社員以外 不問 03030- 3804321
介護職員初任者研修修了 変形（1ヶ月単位）

あれば尚可 (1)8時30分～17時30分
1人 155,000円～166,040円 (2)10時00分～19時00分

(3)6時00分～15時00分

正社員 64歳以下 03030- 3806921

(1)8時30分～17時15分
4人 147,400円～173,200円

正社員以外 不問 03030- 3807121

(1)8時30分～17時15分
2人 147,400円～173,200円

正社員以外 不問 03030- 3808021
看護師 交替制あり
助産師 (1)8時30分～17時15分

20人 いずれか 178,200円～251,400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- 3809721
臨床検査技師

(1)8時30分～17時15分
1人 171,200円～222,280円

正社員以外 不問 03030- 3810521

(1)8時30分～17時15分
3人 138,989円～170,600円

正社員以外 不問 03030- 3812321
調理師 交替制あり

あれば尚可 (1)8時30分～17時15分
6人 138,989円～170,600円 (2)5時30分～14時15分

(3)10時00分～18時45分

正社員以外 不問 03030- 3813621

(1)8時30分～17時15分
1人 138,989円～170,600円

正社員以外 不問 03030- 3814921

(1)8時00分～17時00分
3人 303,000円～421,000円

正社員 64歳以下 04010-73915821

ワード、エクセル等基本操作 (1)8時00分～17時00分
3人 362,000円～571,800円

正社員 64歳以下 04010-73930721

(1)10時00分～19時00分
3人 175,000円～230,000円

正社員 40歳以下 27010-63937921
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（12月9日時点の内容です）

１２月５日　から　　１２月９日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は１２月２２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

大工 一般住宅の建築および内装、外装などの大工仕事に
従事していただきます。・現場は宮古がほとんどで
す。・使用する車両は２ｔダンプになります。＊大
工経験のある方を求めております。大工経験年数１
～２年程度の方も応募可能です。

岩手県宮古市松山第７地割
１３番地４

株式会社　鈴喜建設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

（まるまつ宮古店）店長・
店長候補

・入社後、店舗業務からスタートし、接客・調理の
基本作業を覚えます。・店舗業務をマスターした
後、店舗の指導と運営に関わる店長として仕事をし
ていきます。☆店長経験後は、複数店舗の管理、指
導と運営をします。

宮城県富谷市成田９丁目２
－９

株式会社　カルラ

雇用期間の定めなし
又は6時00分～22時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

レストランサービス・
接客業を経験の方は

優遇します

上記運転免許以上
（２ｔダンプの運転が

できること）

介護職員／小本 グループホーム又は小規模多機能施設での介護業務
に従事し、主に下記の仕事をしていただきます。・
利用者の方の日常生活支援・介護（食事、入浴、排
せつ介助等）となります　＊６０歳以上の方の応
募、歓迎します。

岩手県宮古市向町２番３４
号

有限会社　介護施設
あお空

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）

岩手県宮古市

病院勤務経験あれば尚可、パ
ソコン操作（ワード・

エクセル）操作の出来る方

事務補助員／総務課（会計
年度任用職員）

総務課の事務作業補助の業務全般を行っていただき
ます。・文書等作成補助・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）

岩手県宮古市

パソコン操作
（ワード・エクセル）

操作の出来る方

パソコン操作
（ワード・エクセル）

操作の出来る方

看護師又は助産師（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　・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

事務補助員／医事経営課
（会計年度任用職員）

医事経営課の事務作業補助の業務全般を行っていた
だきます。・文書等作成補助・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（レセプト入力はありません）

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

医療技術助手 薬剤科及び診療放射線技術科に勤務していただきま
す。・文書作成補助・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・物品の運
搬・窓口の対応・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

パソコン
（ワード・エクセル）

操作の出来る方

臨床検査技師（会計年度任
用職員）

臨床検査科において臨床検査技師業務を行っていた
だきます
・検体検査・生理検査・病理検査等
・その他診療に用いる機器、器具等の管理
・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

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

普通自動車免許一種,２級土木施
工管理技士,その他の土木・測量
技術関係資格,測量士補あれば尚
可,あると望ましい資格例(安全衛
生・舗装施工他),建設業界内での
施工管理経験やｺﾝｻﾙ会社での経
験又はそれに類似する経験あれ

ば尚可

建設業界内での施工管理
経験やコンサル会社での経験
又はそれに類似する経験をお

持ちの方が対象です

調理師及び調理手（会計年
度任用職員）

入院患者さん（約２００名）と職員分の給食調理業
務に従事していただきます。・主に下ごしらえ、調
理、盛り付け　○７～８人体制となります。○食器
洗浄業務はありません。

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

携帯販売スタッフ（ソフト
バンク宮古バイパス）

【モバイルショップスタッフ】
各種モバイル端末やインターネット接続サービスの
提案・販売　・商品のご提案、契約手続き・操作方
法のご案内・修理受付・店舗清掃・在庫棚卸し　な
ど

大阪府大阪市中央区南新町
１丁目３－１０
南新町エクセルビル７Ｆ

株式会社フェイス

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

作業手（会計年度任用職
員）

構内の環境整備、事務業務の補助を行っていただき
ます　・医局内の環境整備・図書室管理の補助・総
務課業務の補助・各種資料作成などにパソコン
（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）

岩手県宮古市

パソコン操作
（ワード・エクセル）

操作の出来る方

土木施工管理（宅地開発工
事など）

〇土木施工管理（宅地開発工事など）〇主に土木工
事（宅地開発造成）の施工管理になります。安全・
工程・品質の管理を複数人にて実施します。基準測
量、写真撮影、ＣＡＤ操作、安全書類の作成や発注
者との打ち合せ等応募者の経験に応じて現場を調整

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

土木施工管理の補助的業務
（現場代理人以外）

土木工事（道路や河川、下水道等）の施工を管理す
るお仕事です　作業的な業務ではなく、作業工程な
どを管理して頂きます　工事計画書を作成する書類
作成や安全に関係する書類の作成　進捗状況を画像
撮影し記録保存する業務

◎ 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１２月１５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）
危険物取扱者（乙種） (1)8時00分～17時00分

2人 液化石油ガス設備士 170,000円～196,000円 (2)7時00分～16時00分
(3)11時00分～20時00分

正社員 45歳以下 03030- 3797221
交替制あり
(1)8時30分～17時30分

1人 141,000円～199,500円 (2)19時10分～4時10分

正社員 18歳～45歳 03030- 3798521
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

3人 161,250円～182,750円

正社員以外 18歳～59歳 03030- 3799421
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時15分
2人 175,000円～300,000円

正社員 18歳～59歳 03030- 3800821

(1)8時30分～17時30分
2人 330,700円～427,500円

正社員 64歳以下 04010-73550921

(1)8時00分～17時00分
2人 339,700円～466,800円

正社員 64歳以下 04010-73578021
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

５トン限定準中型自動車免許 (1)7時30分～16時30分
1人 中型自動車免許所持者歓迎 180,000円～250,000円

正社員 59歳以下 27140- 7706221
普通自動車免許一種

薬剤師 (1)8時30分～17時15分
1人 250,000円～300,000円

正社員 59歳以下 03010-28290121
普通自動車第二種免許 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～17時00分
2人 148,027円～148,027円

正社員 68歳以下 03030- 3773321
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
準中型自動車免許 (1)8時00分～17時00分

2人 １,２級建築施工管理技士 180,000円～270,000円

正社員 64歳以下 大工経験 03030- 3774621
２級建築施工管理技士 変形（1ヶ月単位）
２級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

2人 二級建築士、いずれか 180,000円～330,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03030- 3775921
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 147,000円～210,000円

正社員 64歳以下 03030- 3776121
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
準中型自動車免許 (1)8時00分～17時00分

1人 140,000円～180,000円

正社員 64歳以下 03030- 3777021
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- 3781321
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
準中型自動車免許 (1)8時00分～17時00分

1人 ２級土木施工管理技士 160,000円～220,000円
あれば尚可

正社員 64歳以下 03030- 3785021
８トン限定中型自動車免許 変形（1年単位）

石綿作業主任者 (1)8時00分～17時00分
2人 大型自動車免許 186,400円～396,100円

あれば尚可
運転免許はＡＴ限定不可

正社員 18歳～64歳 03030- 3787821
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00分～15時45分

2人 介護福祉士 140,640円～194,720円 (2)9時00分～17時45分
いずれか (3)10時00分～18時45分

正社員以外 不問 03030- 3789521
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 144,774円～162,667円

正社員 45歳以下 03030- 3793121
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 178,000円～222,500円

正社員 40歳以下 03030- 3794021
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 178,000円～222,500円

正社員 40歳以下 03030- 3795721
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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
第３地割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

ガソリンスタンド販売員・
ＬＰガス業務

○ガソリンスタンド　給油、洗車、オイル、タイヤ
交換等。○ＬＰガス業務　ＬＰガスの配送（宮古市
内）、検針、ガス器具の販売・取付・修理、配管工
事等。＊資格取得により、基本給のベースアップが
あります。

岩手県宮古市築地２丁目１
－４

株式会社　菊長商店

雇用期間の定めなし 保険募集人
あれば尚可

岩手県宮古市

営業管理職候補 営業管理職候補として次の業務に従事していただき
ます。・警備業務　・現場指導　・営業管理関係事
務　・イベント警備等打合せ　・建設会社等に対し
警備員の仕事に関しての営業　・その他付随する業
務

岩手県宮古市実田１－２－
３

株式会社　トスネッ
ト北東北　宮古営業
所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

警備員 １．交通誘導警備：工事現場における歩行、車両等
の安全誘導　２．駐車場警備：店舗やイベント駐車
場における整理業務　３．雑踏警備：イベント等に
おける安全確保、誘導業務　４．施設警備：各種施
設における出入および施設管理業務

岩手県宮古市実田１－２－
３

株式会社　トスネッ
ト北東北　宮古営業
所

雇用期間の定めなし
又は20時00分～5時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

インフラ整備の保全や発注
業務の補助（機械施工）

各地方自治体等に於いて発注者側の業務をお手伝い
頂きます。・現場の調査点検確認や資料の精査作成
～提出・工事監督や打ち合わせ、同書類の作成・写
真撮影やファイリング・キャド、エクセル、ワード
等のパソコン操作

１,２級建設機械施工技士、施工管
理技士や上記に類する経験でも可
能です、いずれか、普通自動車
免許一種、建設業界内での施工
管理経験やコンサル会社での経験

又はそれに類似する経験、
キャド、エクセル、ワード

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

道路上の倒木や構造物の点
検調査や書類作成

公共の道路や建築物に付随した植栽物の維持や管理
のお仕事です
構造物や樹木の点検や、写真を撮影し今後の管理方
法の決定など　地震等による影響や異常を早期に発
見しインフラの維持に直結

普通自動車免許一種、２級造園施
工管理技士、２級土木施工管理技
士あれば尚可、キャド、エクセル、
ワード、デジカメの取込み編集な
ど、建設業界での就労経験か施設

管理の実務経験

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

管理薬剤師（宮古市） 当社宮古支店において管理薬剤師の業務を行ってい
ただきます。・医薬品の品質管理　・卸業務におけ
る薬務　・その他、上記に付随する業務など　＊薬
剤師免許をお持ちの方を募集いたします。

岩手県盛岡市上堂四丁目５
－１

株式会社　スズケン
岩手

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

商品管理及び運搬の補助作
業（宮古市）

◇商品の整理・管理及び運搬の補助作業
◇海産物の選別、管理及び大船渡～久慈より海産物
を２ｔトラックにて田老工場への運搬作業



大阪府泉佐野市住吉町２－
２

株式会社　神野商店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

大工（経験者） 建築工事全般に従事します。・建前骨組み　・外
壁、屋根下地　・床、壁、天井の下地　基本社用車
に乗り合いで現場に向かいますが、場合により直
行・直帰となることがあります。＊パソコン操作を
習得しようとする意欲・努力があれば尚可

岩手県宮古市太田１丁目８
番２０号

有限会社　乙戸建設

雇用期間の定めなし 車両系建設機械
あれば尚可

岩手県宮古市

運転手 タクシーでの旅客輸送業務を行っていただきま
す。・出庫前の車両点検・料金収受、乗務記録の記
入・車両の清掃作業等　一般のタクシー乗務員の
他、介護職員初任者（旧ヘルパー２級）以上お持ち
の方は、介護タクシー乗務員となる場合があります

岩手県宮古市大字津軽石５
－３２

有限会社　クボタタ
クシー

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

重機オペレーター・土工作
業員

各現場にて下記の作業業務を行っていただきま
す。・土木工事作業や重機での掘削等　・その他現
場での作業により付随する業務がありますが特に難
しい作業や重労働はありません。・一般的な土木工
事の作業になります。

岩手県宮古市田鎖第１０－
６－１

合同会社　ＳＫＣ

雇用期間の定めなし
土木作業・重機オペレータ業

務経験あれば尚可 岩手県宮古市

建築施工管理・土木施工管
理（見習可）

工事現場の施工管理業務を行います。・土木工事と
建築工事の現場管理（移動社用車使用）・積算見積
作成・パソコンでの工事関連書類作成・ＣＡＤを使
用しての図面作成　お客様との打合せなどを行って
いただきます。１人で複数の現場を担当します。

岩手県宮古市太田１丁目８
番２０号

有限会社　乙戸建設

雇用期間の定めなし
現場管理経験、ＣＡＤ操作あれ
ば尚可、パソコン操作出来る方

岩手県宮古市

介護職員／田鎖／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）＊１日
１８名程度の利用者の方を５名位のスタッフで担当

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

大工見習い 一般住宅の建築工事全般に従事します（土木工事に
も従事）。・各現場清掃や資材の準備、運搬　・道
具の手入れ　＊パソコン操作を修得しようとする意
欲・努力があれば尚可（パソコン資格の有無は問い
ません）

岩手県宮古市太田１丁目８
番２０号

有限会社　乙戸建設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

現場作業員 当社において下記の業務に従事していただきます。
・主に建物の解体、解体の前処理
・超高圧水や剥離剤等を使用した石綿除去作業
・超高圧水での煙突の石綿等の除去作業
＊現場は岩手県内が中心になります。

岩手県下閉伊郡山田町飯岡
第２地割１１４番地２

陸中スキット　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

土木作業 住宅の基礎工事土砂掘削・型枠工事、型枠作り・公
共事業などの土木・建築作業全般・車両系有資格者
は重機操作あり　主な現場は宮古市、山田町内＊土
木施工管理の資格があれば尚可＊長く勤めていただ
ける方、意欲のある方、努力できる方を希望します

岩手県宮古市太田１丁目８
番２０号

有限会社　乙戸建設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

製品組立 工場屋内にて電子部品組立、基板加工、業務、民
生、オーディオ機器組立をおこないます。未経験で
も指導のもと技術習得可能です。



岩手県宮古市大字津軽石１
９－１８

株式会社　宮古マラ
ンツ

雇用期間の定めなし
ｅｘｃｅｌ、ｗｏｒｄ

経験者尚可
岩手県宮古市

介護職 施設入所者の生活介護業務を行います。・入所者の
日常生活の車椅子、歩行、食事介助や水分補給、口
腔清拭、手洗い、排泄介助、オムツ交換、入浴、更
衣介助、寝具交換　、臥床介助、ふれあいケアな
ど・パソコンを使用した業務報告

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字中家４０番地


社会福祉法人　恩賜
財団済生会支部岩手
県済生会
特別養護老人ホーム
百楽苑

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） パソコン入力ができること

（初級程度）
岩手県下閉伊郡岩泉町

現場作業員 通信工事に伴う外での仕事が主です。・電話工事に
伴う電柱新設建て替え・ケーブル敷設、ケーブルと
ケーブルの間をつなぐ（接続）工事・通信状況の確
認・その他材料管理、車の整理、整頓等○現場は宮
古管内（宮古・川井地区・山田・岩泉・田野畑等）

岩手県宮古市津軽石第１３
地割４６３－３

株式会社　コール
ネット宮古

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

設計 電話工事に伴う設計業務です。
・電話工事及び電柱設営に係る現場確認
・お客様との土地承諾等の折衝
・パソコンでの各種書類作成、申請手続き
・ＴＴＫ宮古営業所内でのデータ入力、図面作成等

岩手県宮古市津軽石第１３
地割４６３－３

株式会社　コール
ネット宮古

雇用期間の定めなし
ワード・エクセル操作が

できる方
岩手県宮古市



普通自動車免許一種 変形（1年単位）
(1)7時30分～17時00分

2人 147,571円～194,400円

正社員 59歳以下 土木作業経験者優遇 03100- 2599721
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時00分
1人 170,000円～190,000円

正社員 59歳以下 ＰＣ操作 13040-43741222
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 152,500円～152,500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- 3752721
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
2人 あれば尚可 147,572円～147,572円 (2)9時00分～18時00分

(3)10時30分～19時30分

正社員以外 不問 03030- 3753821
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
1人 あれば尚可 231,667円～301,167円

正社員 40歳以下 03030- 3754221
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時00分
1人 182,000円～312,000円

正社員 59歳以下 03030- 3755521
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
1人 201,000円～263,000円

主任介護支援専門員研修修了者

正社員 69歳以下 ＰＣ基本操作（文字入力程度） 03030- 3756421
車両系建設機械運転技能 変形（1年単位）

あれば尚可 (1)8時00分～17時00分
1人 173,250円～300,300円

正社員 不問 03030- 3757321
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
1人 ２級土木施工管理技士 170,000円～350,000円

あれば尚可

正社員 64歳以下 03030- 3758621
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時00分

1人 142,402円～142,402円

正社員 69歳以下 03030- 3760721
普通自動車免許一種

(1)8時15分～17時00分
1人 181,600円～201,600円

正社員以外 不問 03030- 3762221
歯科衛生士

(1)8時30分～18時30分
1人 167,000円～187,000円

正社員 不問 03030- 3763521

(1)8時30分～18時30分
1人 150,000円～150,000円

正社員 40歳以下 パソコン基本操作 03030- 3764421
普通自動車免許一種

(1)9時00分～17時00分
1人 141,000円～230,000円

正社員 不問 03030- 3765321
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
2人 大型自動車免許 185,334円～231,667円

２級管工事施工管理技士
あれば尚可

正社員 64歳以下 給排水工事作業経験あれば尚可 03030- 3766621
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時30分
1人 150,000円～155,000円

正社員 64歳以下 ワード・エクセル基本操作 03030- 3767921
１,２級土木施工管理技士 変形（1ヶ月単位）
１,２級建設機械施工技士 (1)8時00分～17時00分

2人 いずれか 260,000円～320,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 経験者 03030- 3768121
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時30分
1人 150,000円～200,000円

正社員 64歳以下 03030- 3769021
普通自動車免許一種

危険物取扱者（乙種） (1)8時30分～17時00分
1人 危険物（乙種４類）以上 153,000円～220,000円 (2)8時30分～12時00分

正社員 62歳以下 03030- 3770221
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

看護師 (1)8時30分～17時15分
2人 156,600円～258,800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- 3771521

3

事務職（宮古） ＊電話応対（社内、取引先）＊来客対応＊レンタル
機器の貸出時、返却時の伝票起票＊社内オンライン
システムへの各種データ入力処理＊一般庶務（備品
管理、書類ファイリング、社内美化等）＊出納業務
このほか、他の社員の業務を幅広くサポートします

東京都港区芝大門１－７－
７

株式会社　カナモト

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

土木作業員 ＊主に一般土木作業に関する業務全般　・道路工事
・河川工事　・地山工事（山の木を切り、整地す
る）・トラックで材料を運搬　※工事現場は、主に
久慈管内ですが、近郊もあり。（久慈市、洋野町種
市、岩泉町安家）

岩手県久慈市湊町第１９地
割２０－５

清和建設　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

介護職員 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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡田野畑村

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

内装工（見習い可） 当社において、主に久慈から陸前高田までの建設現
場における内装工事　・天井、壁の軽量鉄骨の下地
組み、ボードなどの仕上げ工事　・その他、付随す
る業務　・工事エリアは東北一円となります。・社
用車の運転業務もあります＊経験者は優遇します。

岩手県宮古市実田二丁目４
－４

有限会社　マルゼン
建装

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木作業員 各現場において解体工事および土木作業に従事して
いただきます 屋外作業となります 当社では社員と
の連携やコミュニケーション協調性を大切にする方
を希望します 入社後に建設関係の資格（車両系建
設機械や玉掛けなど）の取得にも力を入れています

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

土木・建設作業員 土木工事、建設工事作業全般を行っていただきま
す。・一般住宅や公共工事がメイン　・有資格者は
重機オペレーター、現場管理業務等も担当　＊経験
や資格のない方の応募も可能。ご相談ください。＊
現場は主に山田町、北上市、釜石市、盛岡市です。

岩手県下閉伊郡山田町大沢
第７地割２０１番地１

サカエ興業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町、他

主任介護支援専門員 居宅介護支援事業所の管理者　・利用者宅への訪
問、モニタリング、アセスメント業務・ケアプラン
の作成・各事業所、関係機関との連絡調整等・その
他付随する業務　＊経験者優遇致します＊　※私有
車、携帯電話を使用できる方（別途手当等支給）

岩手県下閉伊郡山田町大沢
第４地割３８番地５

有限会社ヘルパーは
うす介護支援専門員

（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

食品加工員 当社において下記の業務に従事していただきます。
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　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す。


岩手県宮古市田老字古田７
５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

土木施工管理技士 図面の作成、施工管理及び現場管理に従事します・
河川や道路工事の現場が多く、主に山田町内・宮古
市内の現場・１人１現場を受け持ちます・その他、
工事関連書類や写真の整理・管理等○未経験、無資
格の方は見習いから始めていただきます

岩手県下閉伊郡山田町長崎
２丁目５－１８

有限会社　藤沢組

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

歯科衛生士 ・口腔衛生指導　・診療介助、診療補助　・治療器
具の殺菌・消毒、院内の清掃　付随する業務及び医
師から指示された業務全般に従事していただきま
す。※歯科衛生士経験あれば尚可

岩手県宮古市田老三王１丁
目１－３－２

山本歯科医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

子育て支援センター職員 幼保連携型認定こども園とよまねこども園が運営す
る山田町地域子育て支援センターにて来所者への対
応をしていただきます。・来所するお子さんのお世
話・お母さんたちの子育て相談等＊週に数回近くの
施設へ出向き来所者への対応をしていただきます。

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

ワードやエクセルを使用
してポスターやお便りを
作成、製作物の準備等を
していただきます。

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

自動車整備 自動車の車検整備、点検整備、部品の交換、修理な
どを行っていただきます。普通乗用車をメインに
扱っています。作業は１～２人で行っています。そ
の他、納車・引き取り業務もあります。＊自動車整
備業務が初めての方でも応募可能です。

岩手県宮古市磯鶏１丁目１
－２８

株式会社　アルティ
メットプランニング

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

歯科助手 歯科外来患者様の診療補助業務に従事していただき
ます。・患者様の案内　・診療器具の準備　・使用
後の消毒　・院内の清掃等を行っていただきます。
状況によっては受付業務を行う場合もあります。


岩手県宮古市田老三王１丁
目１－３－２

山本歯科医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務 当社において下記の業務を担当していただきます・
仕入れの手続き・出荷の予定確認・電話応対・消耗
品の管理・見積作成・小口現金の管理・来客対応・
外出用務（備品調達や取引先への支払い等）＊外出
用務には自家用車を使用していただきます。

岩手県宮古市実田１丁目５
番１３号

株式会社　ヤマウチ
社有車使用の場合、

ＡＴ限定は不可
雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

配管工および土木作業員 給排水設備工事および上下水道工事全般に従事して
いただきます。
・一般住宅、公共工事等の給排水工事
・上下水道、衛生配管工事
・上記に付随する業務

岩手県下閉伊郡山田町長崎
４丁目１２番２６号

株式会社　堀合建設

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

木材加工（製造） 製造部にて、住宅木材の加工を業務を担当しま
す。・壁材の枠組みの製造作業　・木工機械に手作
業で木材を並べ、機械を操作し釘打、カット　・製
品をパレットに移し９段５列に梱包、専用棚に同じ
長さ毎に入　れる等の作業

岩手県宮古市実田１丁目５
番１３号

株式会社　ヤマウチ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木技術者／有資格者 土木工事の現場管理を行います。主に道路工事、水
道工事などを請け負っています。
・書類作成
・現場代理人として施工管理及び指揮監督業務


岩手県宮古市小山田三丁目
６－７

三浦重機　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師 当院において看護業務に従事していただきます。・
入院病棟での看護業務や、診療の補助及び療養上の
介助など　＊夜勤の出来る方希望、夜勤専従も可
能。＊就業時間は相談に応じます。経験の浅い方で
も応募可。業務内容相談に応じます。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字中家１９－１

社会福祉法人　恩賜
財団　岩手県済生会
岩泉病院

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

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



変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時15分

2人 136,245円～210,335円 (2)6時30分～15時15分
(3)12時15分～21時00分

正社員以外 不問 03030- 3772421
交替制あり
(1)8時20分～17時20分

3人 193,600円～220,000円 (2)8時00分～17時00分

有期雇用派遣労働者 不問 04010-72620621
フレックス

1人 158,200円～195,700円

正社員 61歳以下 04050- 3675921

4

看護補助員 ・患者様の日常生活に関わる業務をして頂きます。
診察介助、器具洗浄、殺菌作業、移動補助、入浴補
助、食事補助等　・医療環境の整備、整頓、物品に
関する業務　・その他、搬送業務、メッセンジャー
業務

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字中家１９－１

社会福祉法人　恩賜
財団　岩手県済生会
岩泉病院

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

看護助手（宮古市） 環境整備（シーツ交換、消毒・清掃、整理整頓、備
品管理など）、食事の配膳・下膳、入院患者様の介
助（入浴、排泄、食事、清拭など）、車イス・ベッ
ド移乗、メッセンジャー業務などをお願い致しま
す。

宮城県仙台市宮城野区榴岡
４丁目２番３号　仙台ＭＴ
ビル１０Ｆ

株式会社　ルフト・
メディカルケア　仙
台支店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

店舗スタッフ（フルタイム
正社員／宮古店）

【眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器の接客販売】
＊個人ノルマなし　フレームの特長や選ぶコツ、レ
ンズ知識、接客の基礎等は入社後に身につけていた
だき、一緒に選びながらご提案していきます。

宮城県柴田郡大河原町字新
東２６－１

株式会社ディライ
ト・カンパニー
（眼鏡市場）

雇用期間の定めなし
又は9時00分～21時00分
の間の8時間

岩手県宮古市


