
５トン限定準中型自動車免許

(1)8時15分～17時15分
1人 180,000円～250,000円

正社員 35歳以下 03010- 2335031
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～16時30分
1人 186,000円～186,000円 (2)21時00分～5時30分

正社員 40歳以下 03010- 2139631
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- 1810331
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- 1811631
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- 1812931
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- 1814031
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- 1824231
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- 1827731
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- 1851431
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- 1860731
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- 1862631
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- 1863931
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- 1864131
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-  289831
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-  290431
子育て支援員研修修了者 変形（1ヶ月単位）

1人 157,480円～171,134円

正社員以外 不問 03030-  291731
保育士 変形（1ヶ月単位）

1人 153,800円～184,300円
あれば尚可

正社員 59歳以下 03030-  292331

(1)8時30分～17時00分
1人 152,004円～156,032円

正社員以外 不問 03030-  293631
1

岩手県岩手郡雫石町板橋３
５－２

盛岡軌道工業　株式
会杜

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

（1月23日時点の内容です）

１月１６日　から　　１月２３日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は２月２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

事業所名
求人番号

業務全般（宮古営業所） 宮古営業所において以下の業務を担当していただき
ます。○得意先への商品配送（エリア：宮古市及び
近郊）○倉庫内での商品入出庫業務　＊丁寧に指導
しますので安心してご応募下さい。＊採用が決まり
次第の雇用となります。

岩手県紫波郡矢巾町大字広
宮沢第５地割３１５番

株式会社　三ツ星商
会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

鉄道軌道工事作業員（宮古
軌道センター）

＜鉄道軌道工事＞・線路のレールやマクラギの交換
作業　・道床（レールやマクラギを支えている砕
石）を均す作業　・線路わきの除草作業等、線路の
保守工事に付帯する業務全般　＊工事エリアは山田
線（ＪＲ）、リアス線（三陸鉄道）

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８５４円。

岩手県盛岡市黒川７地割１
５－１４

株式会社　Ｍ・Ｋ・
Ｇ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

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８５４円。

岩手県盛岡市黒川７地割１
５－１４

株式会社　Ｍ・Ｋ・
Ｇ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

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８５４円。

岩手県盛岡市黒川７地割１
５－１４

株式会社　Ｍ・Ｋ・
Ｇ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

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８５４円。

岩手県盛岡市黒川７地割１
５－１４

株式会社　Ｍ・Ｋ・
Ｇ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

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８５４円。

岩手県盛岡市黒川７地割１
５－１４

株式会社　Ｍ・Ｋ・
Ｇ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

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８５４円。

岩手県盛岡市黒川７地割１
５－１４

株式会社　Ｍ・Ｋ・
Ｇ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

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

岩手県盛岡市黒川７地割１
５－１４

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

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）・洗車業務（予約車両準
備）・事務作業（閉店作業など）

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

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

岩手県盛岡市黒川７地割１
５－１４

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／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

岩手県盛岡市黒川７地割１
５－１４

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

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１丁目５
－１７

株式会社　ＤＯＵＮ
ＥＬ

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

岩手県盛岡市黒川７地割１
５－１４

株式会社　Ｍ・Ｋ・
Ｇ

雇用期間の定めなし

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

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

一般事務 プレミアム商品券の発行、換金等の業務を行ってい
ただきます。
・換金受付業務　・換金請求代振込業務　・商品券
払出し業務　・銀行等外出用務　・その他付随する
業務

岩手県宮古市保久田７番地
２５号

宮古商工会議所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

保育教諭・保育士／あかま
えこども園／正社員

園児の保育業務全般を行っていただきます。
・保育実務　・日誌や園児の連絡ノート記載　・各
計画の作成　・園児の安全、健康管理業務　・ほ
か、行事等の準備や環境整備など　＊担当クラス等
は採用後に決定となります。

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

雇用期間の定めなし
又は7時00分～19時00分
の間の8時間

岩手県宮古市

幼稚園教諭免許
（専修・１種・２種）

パソコン操作
（ワード・エクセル）等

◎ 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５年１月２６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



変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

10人 167,200円～176,000円

正社員以外 不問 03030-  274531
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
1人 あれば尚可 167,250円～200,700円

正社員 59歳以下 建設業で働いた経験 03030-  277331
変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分

2人 157,100円～169,500円 (2)9時30分～18時30分
(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030-  279931

(1)7時30分～17時30分
2人 168,000円～273,000円

正社員 不問 03030-  280231
普通自動車免許一種

(1)8時00分～16時45分
1人 145,000円～149,000円

正社員以外 64歳以下 03030-  281531
変形（1ヶ月単位）
(1)6時00分～15時00分

1人 144,700円～144,700円 (2)6時30分～15時30分
(3)8時30分～17時30分

正社員以外 不問 03030-  283731
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
1人 180,000円～210,000円 (2)6時00分～15時00分

(3)15時00分～8時30分

正社員 69歳以下 03030-  244631
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 126,000円～126,000円

正社員以外 不問 03030-  245931
調理師 交替制あり

(1)5時45分～14時45分
1人 142,000円～148,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)9時15分～18時15分

正社員以外 不問 03030-  246131
変形（1年単位）
(1)6時00分～14時55分

1人 148,100円～163,700円 (2)10時00分～18時55分
(3)13時00分～21時55分

正社員 64歳以下 接客経験あれば尚可 03030-  249231
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

1人 157,100円～169,500円

正社員以外 不問 03030-  252631
保育士 変形（1ヶ月単位）

(1)7時00分～16時00分
1人 181,200円～191,200円 (2)8時00分～17時00分

あれば尚可 (3)9時00分～18時00分
いずれか

正社員 64歳以下 保育業務 03030-  257231
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 170,000円～200,000円 (2)9時00分～18時00分

(3)10時00分～19時00分

正社員 45歳以下 03030-  258531
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 170,000円～200,000円 (2)9時00分～18時00分

(3)10時00分～19時00分

正社員 60歳以下 03030-  259431
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 157,100円～188,900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-  261931
介護福祉士あれば尚可 交替制あり

(1)8時30分～17時15分
2人 141,245円～148,010円 (2)9時30分～18時15分

普通自動車免許一種
正社員以外 不問 文字入力程度の簡単なPC入力 03030-  233431

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 159,250円～165,250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-  234731
保育士
看護師

4人 准看護師 154,100円～192,100円

正社員以外 不問 03030-  235331
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)5時30分～14時30分
1人 143,976円～143,976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 03030-  236631
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 151,725円～151,725円 (2)8時00分～17時00分

(3)9時30分～18時30分

正社員以外 不問 03030-  237931

2

土木作業・重機オペレー
ター

・一般土木作業に従事　・トラック運転業務（重機
等の回送作業）・有資格者の方は重機（バック
ホー）の運転作業業務　資格がない方は土木作業で
の応募も可、入社後取得をしていただきます。取得
費用は会社負担です。

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第１４地割３２

株式会社　阿部組

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

加工従業員（臨時従業員短
期）

ボイルわかめの加工作業となります。＊わかめを釜
に入れる作業　＊ゆで上がったわかめを冷却する作
業　＊わかめ箱詰作業　＊雇用期間は３月中旬から
４月中旬頃までを予定。わかめの収穫状況により、
雇用期間が前後する場合があります。

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
月未満）

岩手県宮古市

塗装工／トライアル雇用併
用

各種塗装工事全般に従事します。＜主な業務＞・橋
などのサンドブラスト工事の補助作業　・構造物の
塗装作業　＊泊まりを伴う出張があります（県内・
東北）＊出張中に係る食事・宿泊費用は会社負担

岩手県宮古市松山第５地割
７番地７

有限会社　伊香塗装

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職／特別養護老人ホー
ム

特養５０名・短期２０名の施設利用者がおり、介護
職員２４名体制でお世話をしています。昼は利用者
２０人グループを２～３人体制で、夜は３グループ
（７０人）を３人以上の体制でお世話をしています
・食事、入浴、排せつ、レクリエーション等

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
月未満）

岩手県宮古市

調理員 特養老人福祉施設における厨房での調理業務
・入居者１１０名の食事（朝食、昼食、夕食／シフ
ト対応）・食器の片づけ、厨房の清掃等　・４名～
５名で対応していただきます。

岩手県宮古市西ヶ丘４丁目
５３－８

社会福祉法人　恵心
会　特別養護老人
ホーム　慈苑

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

事務員兼生活支援員 【事務】・法人、事業所の会計・出納関連・法人、
事業所の諸規定整備関連・法人（理事会・評議員
会）関連・事業所の給付費請求事務関連・職員の労
務管理関連・利用者自治会の会計・出納関連・保護
者会の会計・出納関連など運営に係る事務業務全般

岩手県下閉伊郡山田町山田
第１６地割９番１０

社会福祉法人やまだ
共生会　やまだ共生
作業所

雇用期間の定めなし
パソコン操作

（ワード・エクセル）
岩手県下閉伊郡山田町

清酒商品化作業員 完成した酒を商品化する業務に従事していただきま
す〈主な業務〉・酒を入れるびんを洗う機械の管
理・びんへの酒詰作業・ラベル貼り・びんの運搬・
イベントでの販売＊びんの運搬は最大１５ｋｇ程度
の重量物の取り扱いがありますが現在女性も活躍中

岩手県宮古市鍬ヶ崎下町５
番２４号

株式会社　菱屋酒造
店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

ケアマネージャー／グルー
プホームまぶる「いろは
館」

・施設利用者のケアプラン作成（９名分）・当施設
において認知症介護全般（食事、入浴、排泄の介
助、レクの支援、通院介助等）＊９名の入居者の方
を、職員８名で対応しています。＊通院介助の際は
社用車（ＡＴ車）を使用します。

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

ＰＣ基本操作
（文字入力程度）

岩手県下閉伊郡山田町

サービススタッフ 浄土ヶ浜パークホテルおいて主にレストランでの接
客業務に従事していただきます。レストランを利用
されるお客様のご案内、料理の配膳・片付け。その
ほか宿泊されるお客様のご夕食、ご朝食時の配膳や
片付けなど。

岩手県宮古市日立浜町３２
－４

株式会社　みちのり
ホテルズ　浄土ヶ浜
パークホテル

雇用期間の定めなし
又は6時00分～22時55分
の間の7時間程度

岩手県宮古市

調理員（清寿荘） 養護老人ホーム清寿荘において、施設入所者（定員
５０名）デイサービス（定員３０名）利用者の食事
調理業務を担当。・朝食・夕食各５０食の調理は１
～２名体制・昼食８０食の調理は４名体制※早出、
遅番業務可能な方を希望いたします。

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

保育士／正社員 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
第８地割１９番地２

社会福祉法人　大沢
愛育会　大沢保育園幼稚園教諭免許

（専修・１種・２種）
雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

介護職／デイサービス ・デイサービス利用者への介護サービスの提供（送
迎添乗、食事、入浴、排せつ、レクリエーション
等）※現在、同敷地内で２つのデイサービスを運営
しています。利用定員は本体デイサービスが３０
名・サテライトが１５名です。

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
月未満）

岩手県宮古市

食品加工管理補助 下記の業務に従事していただきます。・衛生管理・
施設管理・調理・外出用務（運搬）＊外出用務には
社用車（軽自動車・ＡＴ車）を使用して頂きます。
＊気象災害時は避難所員として対応して頂く場合あ
ります。※未経験者でも歓迎します。

岩手県下閉伊郡田野畑村菅
窪１５１番地６

一般社団法人　思惟
の風

調理・加工・厨房等あれば尚
可、パソコン基本スキル
（エクセル・ワードの

基本操作）

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

店舗管理補助 下記の業務に従事していただきます。・店舗管理・
施設管理・外出用務（販売・運搬等）＊外出用務に
は社用車（軽自動車・ＡＴ車）を使用して頂きま
す。＊気象災害時は避難所員として対応して頂く場
合があります。※未経験者でも歓迎します。

岩手県下閉伊郡田野畑村菅
窪１５１番地６

一般社団法人　思惟
の風特殊車両等講習修了

又は免許あれば尚可
雇用期間の定めなし パソコン基本スキル

（エクセル、ワードの
基本操作） 岩手県下閉伊郡田野畑村

介護員／訪問介護、訪問入
浴介護、通所介護（デイ
サービス）

○ホームヘルパーが利用者宅を訪問して身体介護、
生活介助を行う訪問時には社用車を使用、訪問エリ
アは岩泉町内となります○自宅での入浴が難しい要
介護者に対して専用の浴槽を持ち込んで入浴介助を
行います○通所介護事業所の介護に関する業務全般

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字森の越４番地１４

社会福祉法人　岩泉
町社会福祉協議会介護職員初任者研修修了者,ホー

ムヘルパー２級,介護資格について
は上記のいずれか所持で可雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
岩手県下閉伊郡岩泉町

生活支援員 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　・社用車（ＡＴ車）の運転が
あります。○未経験者の方大歓迎○正社員への登用
制度あり○働き方改革関連認定企業

岩手県宮古市崎山第５地割
９４

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
月未満）

岩手県宮古市

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

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
月未満）

岩手県下閉伊郡田野畑村

調理員 調理員として以下の業務に従事していただきま
す。・特養施設入所者５０名、ショートステイ８
名、デイサービス利用者およそ１３名の食事提供・
下ごしらえ、調理、盛り付け、食器の洗浄・厨房の
清掃や衛生管理に係る業務・調理は５名体制

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
月未満）

岩手県下閉伊郡田野畑村

調理員 特別養護老人ホーム利用者様への食事作りの仕事で
す。長期入所８０名、短期入所１０名、計９０名の
皆さんへの食事を提供しています。○雇用期間は１
年毎の更新です（基準日３月３１日）○６０歳以上
の方の応募も歓迎します

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）

岩手県宮古市



診療情報管理士あれば尚
(1)8時30分～17時15分

1人 147,400円～173,200円

正社員以外 不問 03030-  240531
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時00分
1人 151,500円～151,500円

Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ

正社員以外 不問 パソコン基本操作 03030-  241431
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 146,034円～171,000円

正社員 64歳以下 03030-  218331
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 161,000円～161,000円

正社員 59歳以下 03030-  219631
普通自動車免許一種

(1)8時45分～17時00分
1人 140,000円～180,000円 (2)8時45分～12時00分

正社員 62歳以下 03030-  221831
普通自動車免許一種 交替制あり

(1)6時00分～15時00分
2人 157,804円～168,100円 (2)6時30分～15時30分

(3)7時00分～16時00分

正社員以外 不問 03030-  222231
変形（1年単位）
(1)10時30分～19時30分

2人 148,027円～156,000円

正社員以外 不問 03030-  224431
普通自動車免許一種

(1)10時30分～19時30分
1人 180,000円～220,000円

正社員 59歳以下 03070-  571731
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
準中型自動車免許 (1)8時00分～17時00分

2人 あれば尚可 151,200円～216,000円

正社員 45歳以下 03100-  139031

(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-  168431

(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-  169731

(1)7時30分～16時30分
2人 130,000円～150,000円

正社員以外 不問 調理経験者あれば尚可 04010- 4425531
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
2人 220,000円～380,000円

正社員 44歳以下 メールの作成・送受信 12080- 1575231
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

5人 玉掛技能者 250,000円～300,000円
車両系建設機械運転技能

あれば尚可
正社員 64歳以下 15060-  530331

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

2人 あれば尚可 280,000円～330,000円

正社員 64歳以下 15060-  535831
保育士 変形（1ヶ月単位）

1人 160,000円～170,000円

正社員 不問 03010- 1614131
保育士 変形（1ヶ月単位）

1人 160,000円～170,000円

正社員以外 不問 03010- 1631031
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-  196731
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時50分

1人 147,297円～147,297円

正社員 59歳以下 03030-  199931
保育士
看護師

2人 准看護師 154,100円～192,100円

正社員以外 不問 03030-  200331

3

金融共済事務 金融共済部門に勤務していただきます。・窓口業務
（預金・為替・送金・税金支払い等対応、口座開
設・解約、共済等各種加入・変更手続き、端末オペ
レーション業務）・電話対応、来客対応・各種書類
整理等・その他付随する業務

岩手県宮古市光岸地４番４
０号

宮古漁業協同組合

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

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。・情報管理業務の補助・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

診療情報管理業務あれば尚
可、パソコン操作

（ワード・エクセル）
操作の出来る方

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

配管工補助員 水道施設設備配管、管設備、土木工事等の配管作業
全般。・給排水など衛星配管の設備配管、管工事な
ど＊一般住宅から公共工事まで幅広く行っていま
す。＊現場は主に市内および県内※経験・中型免許
があれば尚可。

岩手県宮古市津軽石第１４
地割３８－４

有限会社　山舘設備
工事

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般事務 一般事務業務を担当していただきます。パソコンを
使用しての書類作成、ファイリング、電話・来客対
応、外出用務、清掃、その他付随する業務をお願い
します。＊外出用務の際は、自家用車使用となりま
す。＊パートでの応募も可能です。ご相談下さい。

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
建設業事務経験者優遇
パソコンの基本操作

岩手県宮古市

介護職員（特別養護老人
ホーム）

特別養護老人ホーム及び短期入所生活介護事業所の
ご利用者への介護業務や記録業務などに従事してい
ただきます。〔主な業務〕・ご利用者への食事、入
浴、排泄などの介護業務・介護記録の入力業務・レ
クリエーション活動やその他の業務　など

岩手県宮古市田老字養呂地
６番地２

社会福祉法人　田老
和心会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

事務および現場業務 当組合は総務、共済、指導、購買、販売、自営があ
ります。主に下記の業務があります。・一般事務、
共済の手続き、船の登録・許可にかかる事務・ガソ
リンスタンドでの販売、船への給油・うにや鮑など
水揚げに関する現場作業等

岩手県下閉伊郡岩泉町小本
字家の向２２１－１

小本浜漁業協同組合

雇用期間の定めなし 簡単なパソコン操作
（ワード・エクセル

基本操作） 岩手県下閉伊郡岩泉町

パソコンショップ店員 ＊店内での接客・販売
＊パソコン修理
＊中古パソコンのセットアップ作業
＊インターネット接続設定
＊その他、付随業務

岩手県北上市里分４地割３
７－２イオンタウン北上敷
地内

株式会社ＩＣ－ＮＥ
Ｔ　北上営業所

パソコン修理・接客などの経
験あれば尚可、パソコンとオ

ンラインゲームが
好きな方歓迎

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員・チェッカー スーパーマーケット玉木屋において、レジチェッ
カー係を担当していただきます。
・主にレジ業務・接客
・商品の品出し
・清掃、その他付随する業務

岩手県宮古市板屋１丁目６
番６号

株式会社　玉木屋

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

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

土木作業員 【一般土木作業の主な内容】・工事現場での各種作
業および資材の準備、運搬、後片付け・車両系重機
および２ｔ、４ｔダンプ等の運搬車両の運転操作・
その他、上記に付随する作業全般※勤務場所には、
会社から現場又は直行して会社に戻る場合あり。

岩手県九戸郡洋野町阿子木
第５地割２５－６

有限会社　木村水道
土木

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

学校給食センターでの調
理・洗浄業務

学校給食センター内での調理・洗浄のお仕事です。



宮城県仙台市宮城野区榴岡
３丁目４番１号
アゼリアヒルズ１３階

一冨士フードサービ
ス　株式会社　北海
道・東北支社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

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

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

営業職／宮古営業所 ・石材店へのルート営業を基本とします。（ノルマ
はありません）・客先については、上司より既存の
お客様を引き継ぎスタート　営業力をつけながら、
新規開拓に取り組んで下さい。

千葉県我孫子市天王台４－
１７－１

いずみ産業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

保育士（宮古市） 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00分～19時00分
の間の8時間程度

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

雇用期間の定めなし 資格がなくても経験等により考慮
＊資格取得制度あり、土木施工管
理の経験者優遇＊見習い可 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

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
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

保育士（宮古市） 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（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
月未満）

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

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＊簡単なパソコン入力もあります。

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



普通自動車免許一種
(1)6時00分～15時00分

3人 312,000円～312,000円

正社員以外 不問 03030-  202931
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 18歳～59歳 03030-  205831
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時50分

1人 147,297円～147,297円

正社員 59歳以下 03030-  206231
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 18歳～59歳 03030-  207531
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時50分

1人 147,297円～147,297円

正社員 59歳以下 03030-  209731
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)7時30分～16時30分
1人 250,000円～250,000円

正社員 59歳以下 03030-  211131
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時50分

1人 147,297円～147,297円

正社員 59歳以下 03030-  204031

4

海藻加工作業員 ［ボイル加工作業］３～５月末まで・湯通し塩蔵加
工（ボイル加工）不用部分の除去作業・選別作業・
箱詰め作業・作業場所は屋内、屋外※色を識別する
作業があります［乾燥作業］６月～７月末まで・生
昆布を洗濯バサミ状の物ではさみ棒状に干す作業

岩手県宮古市音部第１０地
割１６番地５

山崎海草加工

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

プレスオペレーター（三陸
工場）

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

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

製品抜き作業・外観検査
（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。・主にシート状のゴム製品をプレス機を使
用し抜き作業・ゴム製品の汚れや形状等を目視で確
認、パッキンの選別、カッターやハサミでバリを取
り、仕上げる作業（時間があれば）

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

外観検査・仕上げ（岩泉） 当社岩泉工場において、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＊簡単なパソコン入力もあります。

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
岩手県下閉伊郡岩泉町

コンクリート試験係 コンクリートプラント試験係を担当していただきま
す。・当社試験室での試験、試験結果等書類作成
（パソコンを使用）、データ管理・品質管理・現場
採取試験（主に山田町内）・現場へは社用車を使
用・２～３人体制

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第１４地割３２

株式会社　阿部組

雇用期間の定めなし
パソコン基本操作

（ワード・エクセル等）
岩手県下閉伊郡山田町

製品抜き作業・外観検査
（岩泉）

当社岩泉工場において、下記の業務を行っていただ
きます。・主にシート状のゴム製品をプレス機を使
用し抜き作業・ゴム製品の汚れや形状等を目視で確
認、パッキンの選別、カッターやハサミでバリを取
り、仕上げる作業（時間があれば）

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


