
福祉用具専門相談員
介護福祉士 (1)9時00分～18時00分

1人 ※求人条件特記事項参照 171,420円～174,850円
いずれか

正社員 不問 経験あれば尚可 03010-27704321
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
国家自動車整備士 (1)9時15分～17時45分

1人 三級自動車整備士 150,000円～200,400円
二級自動車整備士

あれば尚可
正社員 59歳以下 03010-27810721

普通自動車免許一種 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

1人 大型特殊自動車免許 195,500円～345,000円
玉掛技能者

正社員 64歳以下 重機オペレーター経験あれば尚可 03030- 3725621
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

3人 150,000円～160,000円

正社員 59歳以下 03030- 3726921
公害防止管理者 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時30分
1人 200,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03030- 3727121
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

3人 139,843円～139,843円

正社員 59歳以下 03030- 3729721
看護師 変形（1ヶ月単位）

准看護師 (1)7時00分～16時00分
1人 いずれか 180,600円～188,000円 (2)8時30分～17時30分

普通自動車免許一種 (3)12時30分～21時30分

正社員以外 69歳以下 03030- 3730521
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 148,383円～148,383円

正社員以外 不問 03030- 3731421
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 181,334円～226,667円

正社員 59歳以下 03030- 3734921
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 59歳以下 03030- 3735121
普通自動車免許一種
三級自動車整備士 (1)9時00分～17時30分

1人 二級自動車整備士 180,000円～230,000円 (2)9時00分～15時00分

正社員 59歳以下 整備士経験者 03030- 3736021
普通自動車免許一種 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 中型自動車免許 231,800円～341,600円

あれば尚可

正社員 59歳以下 03030- 3737721
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時50分

1人 147,297円～147,297円 (2)17時00分～1時50分

正社員以外 60歳以上 03030- 3738821
看護師
助産師 (1)9時00分～17時30分

1人 保健師 230,000円～300,000円
いずれか

普通自動車免許一種
正社員 59歳以下 03030- 3739221

普通自動車免許一種
看護師 (1)8時30分～17時30分

1人 介護職員初任者研修修了 270,000円～330,000円
介護福祉士、社会福祉士

あれば尚可
正社員 64歳以下 基本的なパソコン操作、入力 03030- 3740621

普通自動車免許一種
(1)8時00分～17時00分

1人 220,000円～220,000円

正社員 64歳以下 基本的なパソコン操作入力 03030- 3741921
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 230,000円～230,000円

正社員 59歳以下 03030- 3742121

(1)8時30分～17時30分
1人 139,373円～145,248円

正社員以外 59歳以下 03030- 3745821
1

加工業務 社内での製品加工業務
・電線をコネクターに挿入する作業　・電線の指定
された箇所にテープを巻く作業　・電線切断作業な
ど　＊専用の器具を使用した作業も一部あります
が、大半が手作業となります

岩手県宮古市田鎖９－２５ 有限会社　ユーエム
アイ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

工場作業員／田老工場 飼料製造業務に従事します。
・廃棄物や原料の積み下ろし、専用機械の操作、袋
詰め、搬出など
・工場内外の清掃等


岩手県宮古市港町２－４ 株式会社　丸才　宮
古営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

生活相談員／大卒 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　【宮古市
が指定する生活相談員の資格要件を満たす事が必須

岩手県宮古市新町２－６ 介護サービス　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

訪問看護管理者代理 当社が運営する訪問看護事業における副管理者業務
に従事していただきます。・従業員の勤怠管理、利
用者様の利用請求事務手続き等　・利用者様のお宅
を訪問し、看護業務に従事していただきます。その
他付随する業務を行っていただきます。

岩手県宮古市新町２－６ 介護サービス　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

宮古市が指定する
生活相談員の資格要件を

満たす方※特記参照

訪問看護 在宅療養する患者さんのご自宅に訪問し、主治医の
指示により看護業務を行います。・主に在宅療養、
介護方法の指導、医療器具、医療機器の管理、注
射、点滴等　・報告書作成など簡単なパソコン入力
あり　・１日の訪問件数は平均５件

岩手県宮古市宮町３丁目２
番１３号

株式会社　メディケ
ア・システム

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

プレスオペレーター（三陸
工場）【６０歳以上限定求
人】

当社三陸工場において、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）

岩手県下閉伊郡山田町

土木作業員／正社員 当社において下記の業務に従事していただきま
す。・土木作業員として、資材の運搬、土砂の掘削
等・その他付随する業務　○未経験の方も歓迎しま
す。先輩スタッフがしっかりと丁寧に教えるので、
確実にスキルアップが目指せます。

岩手県下閉伊郡山田町川向
町５０１－８

株式会社　紅工業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

整備士（有資格者） スズキ自動車、ダイハツ自動車の新車や中古車、そ
の他軽自動車などの車検整備、修理業務です。・中
型自動車免許がある方は、納車業務の際にトラック
を運転していただきます。・当社は民間車検指定工
場です。＊中型自動車免許あれば尚可

岩手県宮古市崎山第７地割
１番地５

有限会社　オートセ
ンター梅沢

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

中型自動車免許
あれば尚可

重機操縦、現場作業
あれば尚可

土木工事監督 各作業現場において管理業務全般に従事していただ
きます。・工程管理、安全管理、写真管理等　・パ
ソコンを使用しての計画書作成　・報告書などの書
類作成　＊各現場への移動は社有車を使用して直行
直帰となります。

岩手県宮古市太田１丁目８
番４号

株式会社　青山工業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

現場作業員 各作業現場において、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　・コンクリート打
設立の作業　・その他付随する作業全般を行ってい
ただきます。＊現場には直行直帰となります。

岩手県宮古市太田１丁目８
番４号

株式会社　青山工業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木施工管理技士または
建設機械施工技士いずれ
も２級以上あれば尚可

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

看護師 配属先の当法人各施設においての看護業務を行いま
す。・障がい者、高齢者等の利用者・入所者の日常
活動支援　・健康管理バイタルチェック　・服薬管
理等　・場合によっては介護支援業務あり　※経験
あれば尚可

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

水産加工品の製造 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
・原料を機械に流し込み作業

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

水質管理員 ・工場内にある公害防止設備等の点検
・記録、評価、報告書作成等の業務
・オイルシール製造工（状況により）



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

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

重機オペレーター／正社員 建設現場において　・車両系機械操作　・大型ダン
プへの積み込み等の業務を行っていただきます。＊
現場により直行直帰の場合があります＊経験がない
方は土木作業から覚えていただきます＊重機オペ
レーター経験ある方優遇

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

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

自動車整備作業員 一般と法人事業所を対象とした自動車の車検、点
検、整備　・お客様よりお預かりした車両の点検・
整備作業（エンジンオイル交換、タイヤ交換、洗車
等）及び、整理作業　・整備士からの指示による整
備作業補助。

岩手県紫波郡矢巾町大字広
宮沢第７地割３３４番地

岩手ダイハツ販売
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

事業所名
求人番号

福祉用具専門相談員（宮
古）

お客様のお宅に訪問しての仕事になります。・福祉
用具に関する相談　・営業　・福祉用具の納品　・
フィッティング　・アフターフォロー　・その他、
付随する業務および指示された業務　＊訪問には社
有車を使用。≪　急　募　≫

岩手県盛岡市盛岡駅西通２
－９－１　マリオスビル１
２Ｆ

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

（12月2日時点の内容です）

１１月２９日　から　　１２月２日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は１２月１５日です＞

職種・雇用期間・雇用形態 求人数
仕事の内容
年　　　齢

必要な免許資格
必要な経験など

賃　　金 就業時間
所在地

就業場所

◎ 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８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



看護師 変形（1ヶ月単位）
准看護師 (1)8時30分～17時30分

1人 いずれか 200,000円～260,000円 (2)7時30分～16時30分

正社員 59歳以下 03030- 3746221
１,２級土木施工管理技士
２級管工事施工管理技士 (1)8時00分～16時30分

1人 ※この他、仕事の内容欄参照 231,000円～359,000円
いずれか

普通自動車免許一種 　
正社員 64歳以下 現場施工管理経験 03030- 3748421

(1)8時00分～17時00分
1人 147,000円～189,000円 (2)8時00分～16時20分

正社員 45歳以下 03030- 3749321
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～230,000円

正社員 30歳以下 03030- 3750121
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～230,000円

正社員 30歳以下 03030- 3751021
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
二級自動車整備士 (1)8時55分～17時55分

2人 173,000円～220,000円

正社員以外 不問 03010-27610021

(1)8時40分～17時20分
1人 165,672円～165,672円

有期雇用派遣労働者 不問 03010-27653821
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
準中型自動車免許 (1)9時00分～17時30分

1人 あれば尚可 165,900円～247,300円 (2)9時00分～18時00分
※特記事項参照

正社員 35歳以下 エクセル・ワード 03030- 3672721
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 150,150円～207,900円

正社員 18歳～45歳 03030- 3675521
理学療法士 変形（1ヶ月単位）
作業療法士 (1)8時45分～17時45分

2人 言語聴覚士 205,000円～320,000円
いずれか

正社員 64歳以下 03030- 3676421
普通自動車免許一種

(1)8時45分～17時45分
1人 205,500円～264,500円

正社員 64歳以下 03030- 3677321
交替制あり
(1)8時30分～17時30分

2人 140,626円～164,667円 (2)13時00分～22時00分
(3)23時00分～8時00分

正社員 18歳～59歳 03030- 3682221
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

5人 162,000円～216,000円

正社員 18歳～64歳 03030- 3683521

(1)6時00分～16時00分
6人 200,000円～235,000円 (2)7時00分～16時30分

正社員 不問 03030- 3685321
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)8時30分～17時30分

1人 いずれか 148,000円～180,000円 (2)7時00分～16時00分
普通自動車免許一種 (3)10時00分～19時00分

正社員 64歳以下 03030- 3686621
薬剤師

(1)8時30分～18時00分
2人 300,000円～666,000円 (2)8時30分～16時00分

(3)8時30分～12時30分
簡単なＰＣ入力

正社員 59歳以下 薬局実務経験あれば尚可 03030- 3687921
薬剤師

(1)9時00分～18時00分
2人 300,000円～666,000円

簡単なＰＣ入力

正社員 59歳以下 薬局実務経験あれば尚可 03030- 3688121
作業療法士

(1)8時20分～17時20分
1人 203,000円～260,200円

正社員 59歳以下 ＰＣ基本操作ができること 03030- 3689021
理学療法士

(1)8時20分～17時20分
1人 203,000円～265,600円

正社員 59歳以下 ＰＣ基本操作ができること 03030- 3690221
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- 3691521

2

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 病棟勤務経
験が無い方外来のみの勤務経験の方もご相談下さい

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

理学療法士 山口病院又は介護老人保健施設における入所者・通
所者等のリハビリテーションに従事していただきま
す。・身体機能や日常生活の基本的動作能力の回
復・維持・予防を目的とした運動療法や物理療法
・その他に機能評価および計画書作成など

岩手県宮古市山口五丁目３
番２０号

社団医療法人　新和
会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

作業療法士 山口病院又は介護老人保健施設における入所者・通
所者等のリハビリテーションに従事していただきま
す。・作業治療を用いた心身の機能回復訓練や指
導・援助　・その他に計画書作成および記録など

岩手県宮古市山口五丁目３
番２０号

社団医療法人　新和
会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

薬剤師／宮古中央店 下記の業務に従事していただきます。・医師の処方
箋に基づく調剤業務　・患者様の薬歴管理及び服薬
指導　・薬のピッキング　・薬の在庫管理　・医薬
品販売　・その他関連する業務　○６０歳以上の方
の応募も相談可能です。

岩手県宮古市実田２丁目５
番９号

有限会社　ミドリ薬
局

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

薬剤師／実田店 下記の業務に従事していただきます。・医師の処方
箋に基づく調剤業務　・患者様の薬歴管理及び服薬
指導　・薬のピッキング　・薬の在庫管理　・医薬
品販売　・その他関連する業務　○６０歳以上の方
の応募も相談可能です。

岩手県宮古市実田２丁目５
番９号

有限会社　ミドリ薬
局

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員／グループホーム
ゆうゆう八木沢

グループホーム内での介護業務全般を行っていただ
きます。・入浴、食事、排泄支援、見守り、介助
・レクレーション、通所同行　・利用者と一緒に調
理、清掃、買い物、散歩など　・施設入居者９名
＊資格なくても相談に応じます。

岩手県宮古市八木沢第５地
割８５番地１

合同会社ライフサ
ポート・ゆうゆう

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

牛舎スタッフ／加工・製造
スタッフ／事務スタッフ

下記の業務に従事していただきます。牛舎スタッフ
＜１名＞〇搾乳・牛、山の管理　加工・製造スタッ
フ　＜３名＞○ミルク・乳製品の製造、発送等　事
務スタッフ　＜２名＞○製品の発送・受注管理○電
話・来客・メール対応○資料作成・整理等

普通自動車免許一種、【事務ス
タッフにおいて】…基本操作（Ｗｏｒ
ｄ・Ｅｘｃｅｌ）、簡単な文書作成（簡易
的な送付状などが作成できるこ
と）、その他ソフト（パワーポイント
等）操作経験、社会人経験（経験
なしの場合は大卒または専門卒）

岩手県下閉伊郡岩泉町上有
芸字水堀２８７

農業生産法人　株式
会社企業農業研究所

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

交通誘導警備員 道路工事現場や建設工事現場で歩行者や一般車両、
工事車両の安全を確保するための交通誘導を行いま
す。・現場は主に宮古、下閉伊地域となります。・
他にもイベント会場での駐車場、一般来場者等の誘
導・案内も行っていただきます。

岩手県宮古市神田沢町１番
２３号

株式会社　セーフ
ティーガード

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

プラスチック成形機オペ
レーター

プラスチック成形機のオペレーター業務を行いま
す。・射出成形機への金型の取付・機械操作、材料
供給・生産品の状況確認　※未経験の方でも指導し
ます・電子機器などに使用されるコネクタ生産の関
連業務・技能検定合格者、他有資格者は優遇

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

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）

ふれんどりー岩泉において介護支援業務に従事して
いただきます。・施設利用者のケアプランの作成業
務・利用者やご家族との連絡および相談等の業務・
施設利用者の認定調査業務※外出時は社用車（ＡＴ
車）を使用します

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

岩手県下閉伊郡岩泉町

理学療法士・作業療法士・
言語聴覚士

利用者へのリハビリテーション業務を行います。
・入居者約８５名、通所登録者４０名（１日平均２
７名程度）の方のリハビリ業務　＊通所リハビリ
テーション営業日：月曜日～金曜日

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

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

交通誘導警備員（正社員） 宮古・下閉伊地域の交通誘導警備に従事していただ
きます。・主な現場は建設現場、工事現場　・現場
へは直行直帰または乗合　・社用車の貸与も可能
＊自家用車使用の方はガソリン支給となります。


岩手県宮古市金浜第４地割
６３番地１

有限会社　ニコニコ
警備保障

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

営業職（ルートセールス） 弊社は岩手県内にブリヂストン製タイヤを販売する
代理店です。担当地区のユーザーを対象としたルー
トセールスを行っていただきます。《業務内容》・
自動車用タイヤ・ホイール等の卸売販売　・社有車
を使用してユーザー訪問

岩手県宮古市実田１丁目８
－１０

ブリヂストンタイヤ
岩手販売株式会社
宮古営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

一般事務（宮古市） ・資料作成、書類のコピー、出力、整理、保管
・データ登録（専用システム）
・来客対応、電話対応
・社員サポート、庶務業務など

岩手県盛岡市盛岡駅西通２
－９－１

株式会社　パソナ
パソナ・盛岡

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） Ｗｏｒｄ，Ｅｘｃｅｌ

基本操作
岩手県宮古市

フォークリフト整備士（岩
手県内）

当社において、下記の業務を行っていただきま
す。・トヨタ産業車両、フォークリフト、ショベル
ローダー、無人搬送システム、物流環境機器等の修
理　・その他、付随する業務　＊１年後に正社員登
用の可能性があります。

岩手県紫波郡矢巾町流通セ
ンター南３丁目１０－１０

トヨタＬ＆Ｆ岩手
株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

設計および工務／トライア
ル雇用併用

当社は主に建築鉄骨やステンレス製品を設計、施工
しています。・パソコン（ＣＡＤ）の操作、設計打
合せ同行、顧客対応　・工場内での生産管理、品質
管理、写真管理など（状況を見ながら）※打合せ同
行の際には、社用車を使用します。

岩手県宮古市臨港通１番７
号

有限会社　佐々木鉄
工所土木・建築関係の資格が

あれば尚可
雇用期間の定めなし

ワード・エクセルの
操作ができる

岩手県宮古市

製作管理工（鉄骨製作工）
／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。・工場内で制作した製品の寸法
測定などの品質管理業務（出来形測定・溶接検査・
超音波検査・浸透探傷検査等）・検査データを報告
書にまとめて提出

岩手県宮古市臨港通１番７
号

有限会社　佐々木鉄
工所玉掛・溶接・各種検査の

資格あれば尚可
雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

造林・伐採作業員・重機オ
ペレーター

当組合において下記の作業を行っていただきま
す。・地拵、植林、下刈等の造林作業　・チェン
ソーで立木を切り、重機で造材、集材、はい積み
・その他付随する業務　＊未経験の方には丁寧に指
導致します。＊業務上必要な資格は入社後取得可能

岩手県宮古市川井第５地割
９６番地１１

川井地区国有林材生
産協同組合

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木施工管理技士 ・土木工事、舗装工事、管工事現場の施工管理、現
場監督　・安全管理、パソコンを使用し書類の作成
・現場状況の写真管理、完成図書の作成　※建設機
械施工技士、管工事管理技士の資格がある方も応募
可能　※大型自動車免許あれば尚可

岩手県下閉伊郡岩泉町袰綿
字浦場６５－１

有限会社　澤里土木
工業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

看護師 介護施設の利用者及び入所利用者（現在７５名位）
への看護業務全般を行います。・入所利用者に対す
るバイタルチェック　・服薬管理、健康管理及び医
療処置　・記録業務及び付帯業務　＊経験者は優遇
いたします。

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



普通自動車免許一種
(1)8時30分～17時30分

1人 147,000円～164,000円

正社員 59歳以下 自動車整備あれば尚可 03030- 3692421
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

大型自動車第二種免許
1人 普通自動車第二種免許 161,200円～244,400円

あれば尚可

正社員 64歳以下 03030- 3693321
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 150,000円～300,000円

正社員 64歳以下 03030- 3694621

(1)8時00分～17時00分
2人 152,700円～202,700円

正社員以外 不問 03030- 3695921
交替制あり
(1)8時00分～17時00分

3人 152,700円～202,700円

正社員以外 不問 03030- 3696121
交替制あり
(1)8時00分～17時00分

2人 152,700円～202,700円 (2)20時00分～5時00分

正社員以外 18歳以上 03030- 3697021

(1)8時00分～17時00分
3人 152,700円～202,700円

３Ｄ－ＣＡＤ操作経験

正社員以外 不問 あれば尚可 03030- 3698721
交替制あり
(1)8時00分～17時00分

2人 152,700円～202,700円 (2)20時00分～5時00分

機械オペレーター経験

正社員以外 18歳以上 あれば尚可 03030- 3699821
理学療法士 変形（1年単位）
作業療法士 (1)8時30分～18時30分

2人 いずれか 250,000円～350,000円

正社員 59歳以下 03030- 3701121
調理師 変形（1ヶ月単位）

あれば尚可 (1)6時00分～15時00分
1人 147,500円～161,500円 (2)8時30分～17時30分

(3)9時00分～18時00分

正社員以外 不問 03030- 3704821
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

2人 146,500円～150,000円

正社員 59歳以下 03030- 3705221
歯科衛生士

(1)8時30分～18時00分
1人 150,000円～180,000円 (2)8時30分～12時00分

正社員 不問 実務経験３年以上 03030- 3708321
大型自動車免許 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～17時00分
3人 184,000円～276,000円

正社員 64歳以下 大型ダンプ運転経験者 03030- 3709621
１,２級土木施工管理技士 変形（1ヶ月単位）
２級建築施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

1人 いずれか 253,000円～460,000円

正社員 64歳以下 03030- 3710021
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
大型特殊自動車免許 (1)8時00分～17時00分

1人 移動式クレーン運転士 184,000円～345,000円
玉掛技能者あれば尚可

正社員 64歳以下 03030- 3711721
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

中型自動車免許 (1)8時00分～17時00分
2人 195,500円～345,000円

溶接技能者,玉掛作業者あれば尚可

正社員 64歳以下 資材管理、資材運搬 03030- 3712821
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
2人 195,500円～345,000円

正社員 64歳以下 03030- 3713221
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 195,500円～345,000円

正社員 64歳以下 03030- 3714521
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

中型自動車免許 (1)6時30分～15時00分
1人 あれば尚可 170,000円～230,000円 (2)13時30分～22時00分

(3)15時00分～23時30分

正社員 18歳～64歳 03030- 3715421
保育士 変形（1ヶ月単位）

幼稚園教諭 (1)7時00分～16時00分
1人 いずれか 155,100円～169,300円 (2)8時30分～17時30分

普通自動車免許一種 (3)9時00分～18時00分

正社員以外 69歳以下 03030- 3717621

3

保育士 ０歳～６歳児までの児童保育補助を担当
・園児の給食・お手洗い等の指導
・遊び・お昼寝の見守り
・担任の補助業務を行います。
※２０名の園児を５名の職員で対応しています。

岩手県下閉伊郡山田町船越
第９地割２６－１６

社会福祉法人　親和
会　日台きずな保育
園

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

営業フロント係 ・ホテルフロントでのお客様への対応、精算業務
（パソコン使用）・電話による予約業務・お客様の
送迎（普通自動車）・法事等の配達　＊接客経験者
優遇＊土日祝日勤務出来る方

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字府金４８

株式会社　岩泉総合
観光

雇用期間の定めなし 接客の経験あれば尚可、
パソコン（ワード・
エクセル）基本操作 岩手県下閉伊郡岩泉町

営業兼ＣＡＤオペレーター
／正社員

業務内容　・図面作成のＣＡＤ作業業務・一般住宅
や橋桁、防潮堤などの工事に係る業務・現場打合せ
したものを作図・施工方法の提案・新規発注工事の
情報収集と受注営業・災害防止協議会、安全パト
ロールへの参加・元請を含む取引先への訪問

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

雇用期間の定めなし パソコン操作
（ワード・エクセル）

の出来る方 岩手県下閉伊郡山田町

足場作業員／正社員 建設現場での足場組立・足場解体作業等の業務（学
校、商業施設、一般住宅、ビル、マンション、橋梁
等）・実務経験を積んだのち、本人の適性を見て、
営業業務、現場管理職や若手指導員等に就いていた
だきます。＊現場未経験でも応募可能

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

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

建設資材管理・機械整備・
資材運搬業務／正社員

業務内容
・建設機械の整備　・建設資材の在庫管理　・作業
現場までの資材の運搬業務　＊資材管理、資材運搬
の経験必須　皆様のご応募をお待ちしております。

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

小型移動式クレーン
フォークリフト雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

クレーンオペレーター／正
社員

業務内容　・クレーン機械操作　・一般新築住宅材
料吊　・防潮堤建設現場等の積み込み等　＊現場に
より直行直帰の場合もあります　＊クレーンオペ
レーター経験ある方優遇　＊県外出張あり　玉掛け
資格あれば尚可

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

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

土木施工管理技士／正社員 業務内容　・現場の施工管理、工程管理、安全管
理、発注担当者との打ち合わせ等を行います。・パ
ソコンによる書類作成やメール等も行います。・状
況により土木作業に従事する場合があります。＊県
外出張あり＊施工管理経験者優遇

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

雇用期間の定めなし パソコン操作
（ワード・エクセル）

の出来る方 岩手県下閉伊郡山田町

大型ダンプ運転手／正社員 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　・主な現場は山田町、県内外
・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
第１４地割３１－２

佐々総業　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

歯科衛生士 当院において歯科衛生士業務に従事します。・主に
歯科医師の治療の補助、歯周病検査、ブラッシング
など口腔　衛生指導　・その他関連する業務を行っ
ていただきます。―　就業時間：相談に応じます
―　直接の問い合わせはご遠慮願います

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第２地割１０５－１

留理歯科医院

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

工作機械オペレーター・発
送係

当社においてオペレーター業務と発送業務に従事し
ます。・工作機械での金属プレートの切断、フライ
ス、研磨、面取り等加工業務　・製品の真空パッ
ク、梱包、送り状貼りつけ　・発送品の移動・運搬
（手作業）などの作業も行っていただきます

岩手県下閉伊郡山田町船越
第９地割２１８番地１

株式会社ユーメリア
岩手

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

調理員／紫桐苑 当法人が運営する特別養護老人ホームやデイサービ
スセンターにおいて、調理業務に従事していただき
ます。・朝夕９０食程度、昼１１０食程度の調理と
なります。・調理は４～５名体制で行います。＊経
験のない方でも、やる気をサポートします。

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

理学療法士または作業療法
士

当クリニック内において、下記業務に従事していた
だきます。＊外来患者様のリハビリテーション業務
＊リハビリテーション計画の作成、実施、評価　＊
院内の清掃等の付随業務全般

岩手県宮古市黒田町７－１
０

やすみ整形外科クリ
ニック

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

工作機械オペレーター 工作機械オペレーターは、コネクタ生産に必要な金
型や設備パーツを工作機械を使って加工するお仕事
です。日々の業務を通じ、各種の技能検定に挑戦す
ることもできます。加工に関する知識・技術が無く
ても、研修制度がありますので、ご安心ください。

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第２地割３１－１

株式会社　エフビー

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

設備設計 当社は電化製品などに使用される「コネクタ」とい
う電子部品を製造している会社です。設計者は、コ
ネクタを生産する為に必要な設備の設計をするお仕
事です。３Ｄ－ＣＡＤソフトを使用した図面の製図
を行います。

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第２地割３１－１

株式会社　エフビー

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

成形オペレーター 射出成形機という機械を使って、プラスチック部品
（成形品）を造るお仕事です。成形機に原料を溶か
す温度や原料を送り込む圧力・速度等の成形条件を
タッチパネルを使って入力します。

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第２地割３１－１

株式会社　エフビー

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 射出成形機オペレーター

経験あれば尚可
岩手県下閉伊郡山田町

工作機械オペレーター（岩
泉工場）

工作機械オペレーターは、コネクタ生産に必要な金
型や設備パーツを工作機械を使って加工するお仕事
です。日々の業務を通じ、各種の技能検定に挑戦す
ることもできます。加工に関する知識・技術が無く
ても、研修制度がありますので、ご安心ください。

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第２地割３１－１

株式会社　エフビー

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

生産技術 当社は電化製品などに使用される「コネクタ」とい
う電子部品を製造している会社です。当社生産技術
は、コネクタを生産する為に必要な設備の設計や製
作、また量産に向けて設備の調整をするお仕事で
す。

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第２地割３１－１

株式会社　エフビー

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） シーケンス制御作業、

電子機器組立てあれば尚可 岩手県下閉伊郡山田町

営業 主に再生エネルギーの土木資材、その他一般土木資
材、海洋土木資材などを取扱い（一部建築資材も含
む）、その時々で必要とされる商材を提案していき
ます。

岩手県下閉伊郡山田町船越
第９地割２１５番地１

株式会社丸一
営業経験（種別等不問）

あれば尚可、
エクセル、ワード、

メールソフトの
基本操作ができる方

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

バス乗務員及びタクシー乗
務員

以下の業務を行っていただきます・路線定期運行バ
スの運転乗務（岩泉町内）・貸切バスの運転乗務・
タクシーの運転乗務＊バス及びタクシー、バスの
み、タクシーのみの業務も可能　＊免許取得養成制
度がありますので未経験の方、一種のみの方は相談

岩手県下閉伊郡岩泉町門字
町６６－１

小川タクシー　株式
会社　本社営業所

雇用期間の定めなし
又は6時00分～21時00分
の間の8時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

自動車整備 ・車検・点検に伴う整備及び修理
・故障車の診断・修理
・車両の引き取り納車
・その他上記に付随する作業

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字三本松４１－５

有限会社　岩泉モー
タース

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町



変形（1年単位）
(1)8時00分～16時30分

2人 150,855円～161,025円

正社員以外 59歳以下 03030- 3718921
普通自動車免許一種

普通自動車第二種免許 (1)8時00分～17時00分
1人 あれば尚可 151,000円～151,000円

正社員 64歳以下 03030- 3719121
普通自動車免許一種

普通自動車第二種免許 (1)17時00分～2時00分
1人 あれば尚可 170,000円～170,000円

正社員 18歳～64歳 03030- 3720821
普通自動車免許一種

日商簿記３級 (1)8時30分～17時15分
1人 152,500円～159,500円

正社員 35歳以下 03030- 3721221
変形（1ヶ月単位）
(1)8時15分～17時00分

3人 143,500円～145,500円 (2)11時00分～19時45分

正社員以外 不問 03030- 3724321
変形（1年単位）
(1)7時00分～16時00分

2人 190,920円～223,600円 (2)17時00分～3時00分

無期雇用派遣労働者 18歳～59歳 03070- 7164421
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

2人 190,920円～223,600円

無期雇用派遣労働者 59歳以下 03070- 7165321

(1)8時30分～17時30分
3人 300,000円～400,000円

正社員 59歳以下 04010-71548321

(1)8時30分～17時30分
3人 400,000円～550,000円

正社員以外 不問 04010-71569721
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
小型移動式クレーン (1)8時00分～17時00分

1人 フォークリフト 170,000円～300,000円
玉掛技能者
あれば尚可

正社員 59歳以下 04080- 3956821
普通自動車免許一種

フォークリフト (1)8時30分～17時30分
1人 142,500円～152,000円 (2)8時30分～17時00分

正社員以外 不問 03010-27528321
変形（1年単位）

1人 155,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030- 3668421
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

1人 160,796円～177,955円 (2)8時30分～12時30分

正社員 64歳以下 パソコン基本操作 03030- 3670121
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
2人 173,000円～192,000円 (2)8時00分～12時00分

正社員 35歳以下 03030- 3671021
普通自動車免許一種 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 玉掛技能者 184,800円～231,000円

小型移動式クレーン

正社員 不問 土木作業経験あれば尚可 03030- 3662121

4

土木作業員 当社において下記の業務に従事していただきま
す。・土木作業（道路など）、土砂埋め戻し　・型
枠、足場組立、など　＊現場は岩手県沿岸全域とな
ります。現在の現場は主に宮古市藤原地区です。○
経験者は優遇します。また未経験の方の応募も可。

岩手県宮古市大通２丁目７
番３号

株式会社　ＮＥＸＲ
ＯＷ（ネクスロー）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

塗装工（見習い可） 主に建築塗装業務（公共工事及び戸建て住宅、ア
パート等建物全般の塗装）に従事していただきま
す。その他、橋梁・鉄骨塗装等も行います。現場は
主に宮古市内となりますが、県内（久慈・盛岡・大
船渡）方面の出張もあります。

岩手県宮古市松山第９地割
３番地

株式会社　高千

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

検査助手、医療事務 医療事務全般の担当として主に下記の業務を行いま
す。・コンピューターを使用しての会計業務　・調
剤に関する業務　・外来患者様の受付　・他、院内
の清掃等を行っていただきます。レントゲン検査の
助手　＊週１回位、早番があります。

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

レジ：正社員（沿岸エリ
ア）

レジ正社員として、（１）レジ精算業務（２）サー
ビスカウンター業務（３）レジ周りの消耗品補充や
かご整理（４）接客業務（お客様からの注文や商品
場所案内など）（５）タバコの補充・発注（６）他
に指示された業務　などに従事していただきます。

岩手県下閉伊郡山田町山田
５－４１－１

株式会社　キクコウ
ストア　山田イン
ター店

雇用期間の定めなし
又は8時00分～21時15分
の間の8時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

倉庫管理業務（宮古営業
所）

事業所内において、下記の業務を行っていただきま
す。倉庫での資材の整理及び管理　・フォークリフ
トによる資材運搬・積込み業務　・搬出資材の梱包
・倉庫内の整理　・その他指示された関連業務

岩手県盛岡市みたけ４丁目
１０－５３

株式会社　ユアテッ
ク　岩手支社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

【未経験可】漁業資材販
売・営業　（宮古支店）

○三陸の海を舞台に、漁業を支えるお仕事です。海
や船が好きな方、コミュニケーションが好きな方、
人の役に立つことに喜びを感じる方に向いている職
種です！！〇お客様（漁業協同組合・船主・漁師・
造船所など）への漁業資材販売　

宮城県気仙沼市松川前１３
－１

アサヤ　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
タント）

発注者支援業務（官公庁・ＮＥＸＣＯ発注）監督支
援・資料作成・積算・点検業務　・工事の施工管理
全般（施工・品質・出来高・工程・安全）、書類の
照合、検査臨場、協議・設計変更及び技術資料作成
・積算及び積算根拠資料の作成

１,２級土木施工管理技士、技術士
（建設部門）,ＲＣＣＭ,いずれか,普
通自動車免許一種,発注者支援業
務の実務経験,土木施工管理業務

の実務経験上記のいずれ
か,Excel,Word,ＣＡＤ(ＡＵＴＯ又は
Ｖ－ｎａｓＣＡＤ)修正レベル以上

宮城県仙台市青葉区一番町
１丁目１番３１号　山口ビ
ル８階

株式会社　ファイン
テクノ　東北支社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

土木技術者（建設コンサル
タント）

発注者支援業務（官公庁・ＮＥＸＣＯ発注）監督支
援・資料作成・積算・点検業務　・工事の施工管理
全般（施工・品質・出来高・工程・安全）、書類の
照合、検査臨場、協議・設計変更及び技術資料作成
・積算及び積算根拠資料の作成

１,２級土木施工管理技士、技術士
（建設部門）,ＲＣＣＭ,いずれか,普
通自動車免許一種,発注者支援業
務の実務経験,土木施工管理業務

の実務経験上記のいずれ
か,Excel,Word,ＣＡＤ(ＡＵＴＯ又は
Ｖ－ｎａｓＣＡＤ)修正レベル以上

宮城県仙台市青葉区一番町
１丁目１番３１号　山口ビ
ル８階

株式会社　ファイン
テクノ　東北支社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

仕上げ、検査（岩泉町） ■仕上げ、検査　・自動車のエンジン部分に使用さ
れるゴム製品の仕上げ、検査　・ハサミ、工具を使
い仕上げ作業　・拡大鏡を使い検査する　・その
他、付随する作業　※経験のない方にも、丁寧に指
導いたします。ご応募お待ちしております。

岩手県北上市鬼柳町都鳥１
２１番地３

株式会社　ＳＴＡＧ
ＥＵＰ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

成型機オペレーター（岩泉
町）

■成型機オペレーター　・自動車エンジンに使用す
るオイルシール成型機オペレーター　・機械に部材
をセットし取り出す作業　・出来上がりの目視確認
・その他、付随する作業※経験のない方にも、丁寧
に指導いたします。ご応募お待ちしております。

岩手県北上市鬼柳町都鳥１
２１番地３

株式会社　ＳＴＡＧ
ＥＵＰ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

看護助手 当病院において、下記の業務を行っていただきま
す。
・看護職員の指導のもと、病棟の環境整備
・入院患者さんの日常生活に関わる補助業務
・寝具交換、入浴介助、食事介助、着替え介助等

岩手県宮古市板屋１丁目６
番地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

税務会計スタッフ 入社後は税務会計スタッフ補助業務を行います。入
社から１、２年目は顧客を持つ担当者のサポートと
して以下の業務に携わります。・会計ソフトによる
仕訳入力・会計ソフト、給与ソフトの導入支援・決
算補助業務・顧客対応（電話対応、外出用務等）

岩手県宮古市黒田町６番２
２号

株式会社　佐々木鳥
居会計事務所

エクセル（表の作成、簡単な関
数）ワード（文字入力、書式設
定）メール（ビジネスメールの

作成、ファイル添付）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

木材加工業（床板製造業） 一般住宅、マンション、会社、公共施設などで使わ
れているフローリング、木質建材などを生産してい
ます。・出来あがりのフローリングをダンボールに
梱包や、加工機への材料投入・機械操作は担当者が
指導します

岩手県宮古市刈屋１３－１
１ー２

株式会社　カリヤ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

タクシー運転手（夜勤） 夜勤でのタクシー運転手業務で通常のタクシーのみ
でなく介護業務が必要な介護タクシーの２つの職種
があります ノルマは一切ありません 全車カーナビ
付…地理に自信のない方も安心勤務○タクシー業務
未経験の方二種免許をお持ちでない方歓迎致します

岩手県宮古市保久田４－８ 三社自動車　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

タクシー運転手（昼勤） 昼勤でのタクシー運転手業務で通常のタクシーのみ
でなく介護業務が必要な介護タクシーの２つの職種
があります ノルマは一切ありません 全車カーナビ
付…地理に自信のない方も安心勤務○タクシー業務
未経験の方二種免許をお持ちでない方歓迎致します

岩手県宮古市保久田４－８ 三社自動車　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市


