
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
(1)8時55分～17時55分

1人 163,000円～220,000円

正社員以外 不問 03010- 3739831
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
１級建築施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

1人 208,404円～330,994円

正社員 59歳以下 現場の施工管理 03030-  521531
１級ボイラー技士
２級ボイラー技士 (1)19時00分～6時30分

1人 いずれか 180,000円～250,000円

正社員 18歳～64歳 ボイラー 03030-  522431

(1)8時00分～17時00分
2人 140,480円～155,000円 (2)20時00分～5時00分

正社員 18歳～59歳 03030-  523731
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
1人 160,000円～260,000円

正社員 35歳以下 03030-  524331

(1)8時00分～17時00分
1人 その他の福祉・介護関係資格 220,000円～220,000円

正社員 64歳以下 普通自動車免許一種 03030-  526931
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 170,000円～170,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03030-  527131
看護師
准看護師 (1)8時30分～17時30分

1人 いずれか 250,000円～300,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 基本的なパソコン操作、入力 03030-  528031
看護師
准看護師 (1)8時30分～17時30分

1人 いずれか 270,000円～320,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 基本的なパソコン操作、入力 03030-  529831
普通自動車免許一種 交替制あり

(1)6時00分～15時00分
1人 160,000円～200,000円 (2)9時00分～18時00分

(3)10時30分～19時30分

正社員 59歳以下 03030-  532331
変形（1ヶ月単位）
(1)11時00分～20時00分

1人 155,428円～200,000円 (2)12時00分～21時00分
(3)13時00分～22時00分

正社員 64歳以下 03030-  533631

(1)7時30分～16時30分
1人 130,000円～150,000円

正社員以外 不問 調理経験があれば尚可 04010- 9070431
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時45分～17時30分
1人 160,000円～200,000円

正社員 35歳以下 ワード・エクセル 03010- 3443431
介護福祉士 変形（1ヶ月単位）
あれば尚可 (1)8時15分～17時15分

2人 148,000円～182,000円 (2)6時00分～15時00分
(3)12時00分～21時00分

正社員 59歳以下 03030-  478331

1

介護員 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・レクリエーションや機能訓練　○
未経験の方応募可能です。

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

岩手県宮古市
簡単なタブレット入力
（既存様式への入力）

補聴器販売（宮古店） 聴こえについてお困りの方々に対し、コミュニケー
ションの手段として補聴器を販売する仕事です。・
研修期間として３ヶ月設けます。１週間のメーカー
研修（東京）を予定しています。※現在は、コロナ
の影響で中止しております。

岩手県盛岡市盛岡駅前通８
－１４

株式会社　岩手リオ
ン補聴器センター

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

学校給食センターでの調理
業務

田老学校給食センターでの調理、食器洗浄のお仕事 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

厨房・食堂・フロント係 レストランでの調理業務がメインとなり、注文の受
付け、料理出し、片付けなどレストラン内での接客
業務もあります。そして、フロント業務（入浴受
付、宿泊受付、電話対応）を覚えてもらい、幅広い
業務を行っていただきます。

岩手県宮古市茂市８－５３ 株式会社　新里産業
開発公社　湯ったり
館

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

放送業務 当社において下記の放送業務全般を行っていただき
ます・ラジオアナウンス、ミキサー操作・取材活
動、打合せ等（社用車使用）・原稿作成・パソコン
による資料パンフレット等作成・メール等の管理等
※取材活動等の外出は基本的に社有車を使用します

岩手県宮古市栄町４番地
三陸鉄道本社１階

宮古エフエム放送
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

放送業務の経験あれば尚可、
パソコン基本操作、

ワード・エクセルができる方

訪問看護管理者代理 新規オープンする訪問看護事業における管理者代理
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

訪問看護師 新規オープンする訪問看護事業における看護業務に
従事し手いただきます。・利用者のバイタルチェッ
ク　・服薬管理　・健康管理　・記録や連絡ノート
記入　・その他不随する業務

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

岩手県宮古市

介護職員／田鎖 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

生活相談員 当社が運営する小規模デイサービス（利用者１８人
程度）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。＊経験者は優遇

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

社会福祉主事または
介護支援専門員、いずれか

介護支援専門員
（ケアマネージャー）

営業 宮古・山田・岩泉・田野畑を中心に、以下の業務を
行っていただきます。【営業内容】・建設機械の
リース及び販売のルートセールス【営業業務に付随
する事務処理内容】・独自ソフトでの伝票等の整
理・パソコン操作（ワード・エクセル等）

岩手県宮古市根市第２地割
字中割目６番１

株式会社　ほくとう
宮古営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

成形・組立オペレーション
作業

電子機器部品（コネクター）の個品（部品）や製品
の成形・組立オペレーター業務をしていただきま
す。・勤務形態として約３ヶ月間の昼勤での業務実
習後、昼夜の交代勤務のシフトあり・未経験の方も
ご応募下さい。担当社員が指導します。

岩手県宮古市津軽石第１６
地割９－１

株式会社　中村電子

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

パソコン操作
（ワード・エクセル等）

ボイラー管理者 ボイラーの運転と維持管理の業務を行っていただき
ます。・ボイラーの起動に関わる機械操作・燃料の
補給等　＊夜間専属業務となり、勤務は１日おきの
出勤で、他１名おります

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

建築技術者 建築事業部での業務に従事していただきます。・現
場の施工管理、工程、安全管理業務※店舗・事務所
などの改修から、学校・施設などの公共事業（木造
建築から鉄骨建築）まで幅広く請け負っています。
※現場は、主に宮古市、下閉伊管内となります。

岩手県宮古市宮町１丁目３
－５

陸中建設　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ワード・エクセルが
できる方

事業所名
求人番号

営業スタッフ 当社営業所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
販売、リース、レンタル業務・その他付随する業務
※業務には自家用車を使用します（手当別途支給）

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

（2月3日時点の内容です）

１月３１日　から　　２月３日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は２月１６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５年２月９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
(1)8時00分～17時00分

2人 180,000円～300,000円

正社員 59歳以下 03030-  479631
交替制あり
(1)8時00分～17時00分

1人 152,700円～202,700円

正社員以外 不問 03030-  480031
交替制あり
(1)8時00分～17時00分

5人 152,700円～202,700円 (2)20時00分～5時00分

自動機オペレーター経験

正社員以外 18歳以上 あれば尚可 03030-  481831
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～250,000円

正社員 不問 自動車整備経験 03030-  482231
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 250,000円～350,000円
普通自動車免許一種
工事現場施工管理等

正社員 64歳以下 あれば尚可 03030-  484431
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

あれば尚可

正社員 64歳以下 土木作業経験あれば尚可 03030-  485731
普通自動車免許一種 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

2人 184,800円～250,000円

正社員 不問 03030-  486331
車両系建設機械運転技能 変形（1ヶ月単位）

大型自動車免許 (1)8時00分～17時00分
1人 あれば尚可 203,150円～215,100円

正社員 59歳以下 重機運転経験 03030-  487631
フォークリフト

あれば尚可 (1)8時30分～17時30分
1人 145,000円～199,500円

正社員 40歳以下 03030-  488931
介護福祉士 変形（1ヶ月単位）
あれば尚可 (1)8時15分～17時15分

2人 148,000円～182,000円 (2)7時00分～16時00分
(3)10時00分～19時00分

正社員 59歳以下 03030-  489131
栄養士

(1)7時30分～16時30分
1人 179,000円～179,000円

保育所の栄養管理

正社員 不問 あれば尚可 03030-  490831
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～16時30分

1人 あれば尚可 142,943円～142,943円

正社員 59歳以下 03030-  491231
看護師
准看護師 (1)8時30分～17時30分

2人 いずれか 161,600円～240,400円

正社員以外 不問 03030-  492531
普通自動車免許一種

(1)8時00分～16時30分
1人 142,325円～142,325円

正社員以外 不問 03030-  495331
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時00分
1人 142,325円～142,325円

正社員 45歳以下 03030-  496631
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時00分
1人 142,325円～142,325円

正社員 40歳以下 03030-  497931
調理師 変形（1ヶ月単位）

(1)5時15分～14時15分
1人 144,200円～144,200円 (2)8時15分～17時15分

(3)10時00分～19時00分

正社員 59歳以下 03030-  498131
看護師
准看護師 (1)8時20分～17時20分

2人 いずれか 197,100円～257,000円
普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 03030-  499031
介護福祉士 変形（1ヶ月単位）

(1)8時20分～17時20分
1人 161,400円～181,800円 (2)16時30分～1時30分

(3)0時30分～9時30分

正社員 59歳以下 03030-  500631
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
精神保健福祉士 (1)8時20分～17時20分

2人 196,200円～215,100円

正社員 59歳以下 03030-  501931

2

精神保健福祉士 宮古山口病院の医療相談室において、以下の業務に
従事していただきます。
・患者さまや、ご家族様からの各種相談対応
・関係機関との連絡調整　など
＊まれに外出用務をしていただく場合があります。

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

介護福祉士 精神科病院、老健施設、グループホームにて業務い
ただきます。・患者さまの入浴、排せつ、着替え、
食事などの身体的介助・食事の準備、部屋の掃除、
レクリエーション等の生活サポート・メンタルケ
ア、相談、指導、助言など・その他付随する業務

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

看護師（訪問） 宮古山口訪問看護ステーションにおける診療の補
助、療養上の世話をしていただきます。・医療器具
の準備、服薬管理、生活の見守り　・医師の指示に
よる看護業務全般　＊状況により雑務等も行いま
す。＊訪問には社用車を使用します。

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

調理師 調理業務全般　　　　　　　　　　　　　　　
・病院内における入院患者様や入居者様の給食の調
理、配膳、食器等の片付け、清掃など
・山口病院では、概ね３００人の調理を１７名で担
当

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

菓子販売員 菓子包装および店内の販売業務　・和菓子の個包、
箱詰め、包装　・店頭における接客応対、販売、会
計　・注文による町内配達　・店内清掃　＊配達の
際には、社用車（ライトバン）を運転します

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字下宿３７

有限会社　中松屋

雇用期間の定めなし
エクセル・ワード

（商品名・数量等の入力）
岩手県下閉伊郡岩泉町

在庫管理及び配達員 菓子の在庫管理を行います。・在庫数の確認と記録
・和菓子の個包、箱詰め、包装、店内の清掃業務
・注文による町内配達や状況により盛岡店までの配
達をお願いする場合あり。配達は社用車（ライトバ
ン）を運転します。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字下宿３７

有限会社　中松屋

雇用期間の定めなし
エクセル・ワード

（商品名・数量等の入力）
岩手県下閉伊郡岩泉町

和菓子職人見習 和菓子製造補助業務・和菓子（栗しぼり、まんじゅ
う類など）の成形、窯入れ、窯出しなど・器具の洗
浄、作業場の清掃＊現在、７人で作業を行っており
注文に合わせて１人または２～３人で分担します●
和菓子職人としての担い手となる方を希望します。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字下宿３７

有限会社　中松屋

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

看護職／デイサービス（フ
ル）

デイサービス利用者の看護業務です。
・利用者の記録類の作成、健康相談等の業務
・送迎添乗業務　現在１日平均２５名程度の利用者
があり、看護職員７名、介護職員１８名体制で業務
にあたっています。

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

トラック運転手 大型トラックの運転（運行範囲：宮古市内～東北各
地）・建築資材、肥料、製材等の荷物の運送及び積
卸作業やトラックの整備点検。◆大型免許取得制度
あり◆大型免許をお持ちでない方には、費用を当社
で負担する免許取得制度があります。

岩手県宮古市刈屋第１４地
割２０－１９

大信運送　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

栄養士 令和４年４月開所　小規模保育事業ククナの家での
栄養管理対象　生後３ヶ月から３歳児　子どもの給
食の献立・栄養管理・衛生管理　アレルギー児の献
立・栄養管理・衛生管理　給食の調理・片付け・消
毒　各種書類の作成　保護者への支援・食育指導

岩手県宮古市実田１丁目３
－３４

特定非営利活動法人
輝きの和

雇用期間の定めなし
又は8時00分～17時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

介護員 小規模多機能ホームあすも・グループホームあすも
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　・レクリエーションや機能訓練
○未経験の方応募可能です。

岩手県宮古市田の神２丁目
４－２８

小規模多機能ホーム
あすも　グループ
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

倉庫管理業務 二つの仕事があります　どちらも従事していただき
ます　１金属材料の入出庫および数量管理業務・パ
レットに積まれた金属材料を入出庫し、数量を管理
します・金属材料の廃材処理・運搬をします※パソ
コンで簡単な入力作業があります

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

重機オペ運転手及びとび土
工

各工事現場において以下の業務を行っていただきま
す。・重機による掘削等土工事　・とび、土工作業
員として工事作業全般　＊主な工事現場は沿岸地域
となります　＊大型免許有資格者尚可


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

土木施工管理技士 土木、舗装の各工事現場で以下の業務を行いま
す。・施工計画立案　・管理（施工、安全、品質、
工程など）・各種書類作成　＊公共工事が主となり
ます＊各現場への移動は、社用車を使用します○ブ
ランクのある方の応募可能ですのでご相談ください

岩手県宮古市山口五丁目４
番１２号

佐藤土木工業　有限
会社

現場管理経験
（施工管理できれば
ブランクある方可）、
ＰＣ操作ができれば尚可

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木作業員および重機オペ
レーター

当社受注工事において、土木作業全般および・建設
機械オペレーター業務に従事していただきます。
【各現場により作業内容が異なります】＊お持ちの
資格、免許等により２ｔ・４ｔトラックや大型ダン
プ運転などを担当していただきます。

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

土木施工管理技士 土木工事の管理業務全般。
・施工管理　・工程管理　・安全管理　・発注者と
の打ち合わせ等　・パソコンにより書類作成、メー
ル等　状況により土木作業に従事する場合がありま
す。

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

自動車整備工員 車検チェーン全国５００店舗以上の「車検のコバッ
ク」でのお仕事になります。
・車検、法定点検、一般整備、オイル交換、タイヤ
交換
・洗車、納車、その他付随する業務

岩手県下閉伊郡田野畑村和
野１５－２４

有限会社　佐々木自
動車整備工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

自動機オペレーター 自動機オペレーターは、組立機という機械を使って
コネクタを生産するお仕事です。付随業務として
は、測定顕微鏡を使っての寸法測定や、材料供給が
あります。女性オペレーター多数活躍中！

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

製品検査 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。製品検査で
は、出来上がった５ｍｍ～２０ｍｍ程の細かい製品
が、正しい寸法で作られている事を確認する為に、
測定顕微鏡を使い測定します。

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）

岩手県下閉伊郡山田町

設備・金型設計、製作 ・設備（自動組立機・治工具）の設計・製作
・金型の設計・製作・組立
・制御プログラム作成
・製造工程設計、協力会社への展開

岩手県宮古市赤前第２地割
２１番地２

東北ヒロセ電機　株
式会社機械装置設計、

金型設計経験３年以上、
パソコン（ワード・エクセ
ル・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

岩手県宮古市



普通自動車免許一種
(1)9時00分～17時00分

1人 150,000円～200,000円

正社員 45歳以下 03030-  502131
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

1人 170,000円～262,000円 (2)20時00分～5時00分

正社員 18歳～40歳 03030-  503031
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

2人 170,000円～262,000円 (2)20時00分～5時00分

正社員 18歳～40歳 03030-  505231
調理師 変形（1年単位）

あれば尚可 (1)6時00分～20時00分
1人 150,000円～190,000円 (2)8時00分～20時00分

(3)11時00分～20時00分

正社員 35歳以下 03030-  506531
変形（1年単位）
(1)6時00分～21時00分

1人 145,500円～200,000円 (2)12時00分～21時00分
(3)6時30分～15時30分

正社員 30歳以下 03030-  507431
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
1人 175,000円～200,000円

正社員 59歳以下 介護支援専門員 03030-  508731
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 176,000円～264,000円

正社員 59歳以下 03030-  509331
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

８トン限定中型自動車免許 (1)8時00分～17時00分
2人 あれば尚可 182,667円～228,334円

現場作業経験者は

正社員 64歳以下 優遇いたします。 03030-  512831
変形（1年単位）

1人 170,000円～172,000円

正社員以外 不問 03030-  515431
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 155,000円～300,000円

正社員 59歳以下 03030-  516731
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 155,000円～300,000円

正社員 59歳以下 03030-  517331
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
3人 220,000円～280,000円

正社員 35歳以下 14040- 2219231
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
3人 220,000円～280,000円

正社員 35歳以下 14040- 2249931

(1)9時00分～17時15分
1人 133,350円～155,100円

正社員以外 不問 03010- 3004031
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
三級自動車整備士 (1)8時45分～17時15分

1人 183,000円～258,000円

正社員 59歳以下 整備士経験あれば尚可 03010- 3024431
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)9時00分～18時00分
1人 185,000円～185,000円

正社員以外 不問 03010- 3070131
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)0時00分～23時59分

1人 大型自動車免許 163,300円～182,500円
あれば尚可

正社員 63歳以下 03010- 3108931
１,２級土木施工管理技士 変形（1年単位）
測量士補、あれば尚可 (1)8時00分～17時00分

3人 ※土木施工管理技士の資格者優遇 358,164円～574,414円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03010- 3263131
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時15分

1人 あれば尚可 134,160円～141,960円 (2)7時30分～16時15分

正社員 59歳以下 03010- 2934331
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 営業の経験あれば尚可 03010- 2947831

3

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

《急募》医療事務（宮古） 外来受付　新患受付や再来の患者様の保険証の確認
や診察への誘導を行います　また患者様に行われた
診察や検査、処置の内容の確認をコンピュータを使
い確認しお会計の計算を行います　業務に慣れてき
ましたら診療報酬請求業務なども担当していきます

メディカルクラーク
（医療事務技能審査）

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 ワード・エクセル入力、
操作経験のある方

未経験者も歓迎します！ 岩手県宮古市

土木施工管理【岩手県】 工事竣工まで、現場管理をするお仕事です。道路、
河川、橋梁、造成、災害復旧工事など　＜お仕事の
内容＞現場管理、測量、丁張、写真管理、業者等の
打ち合わせ、安全管理、書類作成、下請け業者への
指示など。主に現場監督の補助的な業務になります

岩手県盛岡市本宮３丁目３
－２０

株式会社　ナスキー
盛岡営業所

雇用期間の定めなし
施工管理経験あれば尚可、エクセ
ル・ワード、ＣＡＤ操作経験者優遇 岩手県宮古市、他

バス運転士（山田支所） 乗合バス、貸切バスの運行による旅客輸送（５５人
乗大型）大型自動車２種免許を取得されている方歓
迎します。支度金２０万円を支給します。バス運転
士養成制度がありますので普通免許（オートマ限定
不可、免許取得３年以上経過）しかない方でも応募

岩手県盛岡市厨川１－１７
－１８

岩手県北自動車　株
式会社

雇用期間の定めなし
バスやトラックでの
仕事の経験あれば尚可

又は0時00分～23時59分
の間の7時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

セレモニープランナー（宮
古支店）

【セレモニーのプランニングをしてみませんか？】
◎経験・年齢・性別を問わず活躍できる仕事です。
◎まずは研修からスタートするので、未経験でも安
心です。◎お客様の人生の節目を豊かにするお手伝
いができるやりがいのある仕事です。

岩手県盛岡市津志田南３丁
目１４番６５号

株式会社　サンファ
ミリー　（愛グルー
プ）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

自動車整備スタッフ（宮古
営業所）／資格あり

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
ただき安心して仕事を覚えて頂けるよう親切に指導

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

自動車整備士３級以上の
資格をお持ちの方雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般事務（宮古支所） 岩手県信用保証協会において下記の業務を行ってい
ただきます。・文書受付業務　・来客受付業務　・
電話取次業務　・郵便物発送収受業務　・ＰＣによ
る保証関係事務、決算書入力等　・簡単な経理業務
（小口現預金の管理等）

岩手県盛岡市長田町６番２
号アバンサール・ｉ

岩手県信用保証協会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

簿記の知識あれば尚可
基本的なパソコン操作（ワー

ド・エクセル） 岩手県宮古市

機器メンテナンス（岩手）
岩手営業所／未経験者歓迎

・プール温浴施設、ホテル・旅館、老人保健施設等
の業務用ろ過装置の機器メンテナンスを行います。
＊メンテナンスエリアは隣県程度※ノルマはありま
せん。※先輩と同行して知識を増やして頂きます。
＊土曜の出勤は月１～２回程度

神奈川県川崎市幸区新川崎
２－６

株式会社　ショウエ
イ

雇用期間の定めなし
ワード、エクセル

触れたことがあれば可
岩手県下閉伊郡岩泉町

営業（岩手）岩手営業所／
ノルマなし／本社研修あり

・温泉施設、プール施設から要望に合った見積を作
成する仕事です・設備事務所、管材商社へのＰＲ
＊土地勘のある方優遇。営業エリアは隣県まで　※
ノルマはありません。※先輩と同行して知識を増や
して頂きます＊土曜の出勤は、月１～２回程度

神奈川県川崎市幸区新川崎
２－６

株式会社　ショウエ
イ

雇用期間の定めなし
ワード、エクセル

触れたことがあれば可
岩手県下閉伊郡岩泉町

配電工事員　通信工事員
内線工事員

○配電工事…東北電力様発注、ユアテック様一次下
請として電柱を建て架線・装柱等の業務　○通信工
事…元請け発注に基づき、光ファイバーの架線・布
設・接続の屋外工事および光ファイバーの宅内配
線・接続の屋内工事等の業務

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字合の山１４－１

株式会社　岩泉電工

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

伐採工事員 配電工事伐採業務　・電線に隣接している枝や樹木
の伐採　＊必要な資格等は入社後取得に向けバック
アップします。無資格でも応募可能です。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字合の山１４－１

株式会社　岩泉電工

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

販売員／契約社員 紳士服、レディース、カジュアル販売接客　・レジ
カウンター業務・商品仕入れ商品整理・店内清掃
スーツをあまり着たことがなくても、安心して働け
ます。私たちと一緒にお客様の洋服選びのお手伝い
をしませんか？

岩手県宮古市宮町４丁目１
番１７号

株式会社　コナカ
宮古店（紳士服コナ
カ宮古店）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は9時45分～20時10分

の間の8時間程度
岩手県宮古市

土木工事作業員 各工事現場において、工事作業全般に従事していた
だきます。未経験の方でも、経験者が指導しますの
で安心して応募下さい。・出社後、社用車にて現場
に向かいます。

岩手県下閉伊郡山田町山田
第１３地割７６

株式会社　阿部興業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

現場作業員 東北電力様グループ会社のユアテック様、協力会社
として電柱付近の伐採、下刈り、木の運搬集積作業
に従事します。・電線に接近している木の伐採・下
刈り作業・伐採した枝の廃棄運搬等・主な伐採エリ
ア　岩泉町、田野畑村、宮古市田老

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字惣畑６５

有限会社　差畑林業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

介護支援専門員 介護付き有料老人ホームにおいて下記の業務を行っ
ていただきます。
・利用者のケアプラン作成
・利用者家族への相談業務
・その他付随する業務

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

営業係（フロント及びレス
トラン係等）／正社員

【セールス活動及びフロント業務】・チェックイ
ン・チェックアウト業務、売店・ラウンジ担当・電
話応対（予約管理・受付）、その他付随する業務
【レストラン業務】・バイキング朝食・夕食の配
膳、宴会場のセッティング・片付け

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎１８
－２５－３

一般財団法人休暇村
協会　休暇村陸中宮
古

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理職 当ホテル内において、宿泊するお客様へ提供する夕
食・朝食の調理全般を行います。＊和・洋・中、約
４０種類のビュッフェスタイル。


岩手県宮古市崎鍬ヶ崎１８
－２５－３

一般財団法人休暇村
協会　休暇村陸中宮
古

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

プレス金型メンテナンス／
山田

・プレス金型メンテナンス業務　＊超精密プレス加
工を行っているため、常に金型の微調整などを繰り
返し実施することで製品の精度を保つメンテナンス
業務を行っていただきます。＊繊細さや集中力を必
要とします。★待遇は経験により考慮します。

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根７－４－１０

株式会社富士工業

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／山田 コネクター用プレス端子加工および金型設計・製作
を主要とした業務を行っておりますが、その内、プ
レスオペレーターを募集します・主にプレス機械に
材料の取付け、製品の取出し・実体顕微　鏡を使用
して外観検査など・繊細さや集中力を必要とします

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根７－４－１０

株式会社富士工業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

営業 アフラック生命保険代理店のルート営業　・既契約
の企業へ情報誌の配布（新規団体開拓あり）・給付
手続き等のサポート・保険の見直し相談等　業務に
は社用車を使用＊お客様から感謝されるお仕事です
＜＜勤務時間については、相談可能です＞＞

岩手県宮古市末広町２－１
３

株式会社　太田

雇用期間の定めなし パソコン
（ワード・エクセル）

基本操作
又は9時00分～18時00分
の間の7時間程度

岩手県宮古市



看護師 変形（1年単位）
准看護師 (1)8時30分～17時15分

1人 いずれか 250,000円～340,000円
普通自動車免許ＡＴ

正社員 不問 03020-  321931
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1)11時00分～20時00分
1人 147,571円～155,520円

正社員以外 不問 ＰＣ入力程度・ネット検索 03020-  340231
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 あれば尚可 210,000円～210,000円

正社員 40歳以下 03030-  406131
保育士 交替制あり

(1)7時30分～16時15分
1人 171,200円～200,200円 (2)8時30分～17時15分

正社員以外 不問 03030-  410731
警備員検定試験（２級） 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～17時00分
3人 193,500円～193,500円 (2)21時00分～6時00分

正社員以外 18歳以上 警備業務 03030-  413931
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

2人 172,000円～172,000円 (2)21時00分～6時00分

正社員以外 18歳以上 03030-  417231
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

10人 172,000円～172,000円 (2)21時00分～6時00分

正社員以外 18歳以上 03030-  421931
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時15分
1人 155,900円～155,900円

正社員以外 不問 03030-  423031
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

１,２級建築施工管理技士 (1)8時00分～17時00分
1人 あれば尚可 150,000円～400,000円

正社員 64歳以下 03030-  426531
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

2人 187,600円～237,000円 (2)8時30分～12時30分

正社員 59歳以下 03030-  429331
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 あれば尚可 172,800円～221,800円 (2)7時30分～16時30分

正社員 40歳以下 03030-  430131
保育士

(1)8時30分～17時15分
5人 163,100円～192,200円

正社員以外 不問 03030-  432831
看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時15分～17時30分
1人 220,300円～331,500円 (2)8時15分～12時30分

(3)8時15分～14時00分

正社員 59歳以下 03030-  434531

(1)8時00分～16時45分
2人 138,775円～138,775円

正社員以外 67歳以下 03030-  435431
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 186,667円～233,334円

正社員 不問 03030-  436731
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 186,667円～233,334円

正社員 不問 03030-  437331
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 148,000円～178,000円

正社員 59歳以下 ＰＣ入力程度 03030-  438631
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
中型自動車免許 (1)8時00分～17時00分

1人 車両系建設機械運転技能 300,000円～400,000円
２級管工事施工管理技士

あれば尚可
正社員 59歳以下 配管工経験あれば尚可 03030-  439931

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 165,000円～185,000円 (2)9時00分～15時00分
中型自動車免許
あれば尚可

正社員 30歳以下 03030-  440231
普通自動車免許一種

(1)9時00分～17時30分
1人 160,000円～270,000円 (2)9時00分～15時00分

正社員 59歳以下 03030-  441531

4

自動車販売営業員 スズキ自動車、ダイハツ自動車の新車や中古車を販
売することが主な仕事です。・来客応対　・見積
書、契約書作成　・ギャラリー内の展示車の移動、
洗車等　・納車、簡単な付属品取付等　＊基本的に
は店舗に在駐しお客様応対となります。

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

整備士（見習い） 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。見習
いから始めていただきます。・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。

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

配管工 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。　＊現場は主に関東～東北　※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、他

工場管理 工場管理業務となります。・ＰＣを使用し、工場内
の木材製品の進捗状況管理　・原料の発注、受注、
清算　・取引先への問い合わせ　・県内、外取引先
への営業、原料の調達出荷　他にも管理業務があり
ますが丁寧に指導します。

岩手県宮古市茂市第２地割
１９４

株式会社　小林三之
助商店　岩手工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

左官工 左官工事業全般に従事していただきます・主に建築
物の（公営住宅や病院等）壁塗り・コンクリート床
の仕上げ等・その他雑作業＊現場には事務所集合で
乗合で移動となります＊年１回程度主に東北圏内の
出張があります※左官工事関係の資格があれば尚可

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第１４地割３２番地２２９

有限会社　サワダ建
装左官工事関係の資格が

あれば尚可
雇用期間の定めなし 左官工事関係の資格が

ない方は建設業に
従事した経験があれば尚可 岩手県下閉伊郡山田町

塗装工 建築物等の保護や美観に関わる塗装・吹き付け及び
それに付随した作業全般に従事していただきます・
主に一般住宅・ビル、公営住宅、病院等＊現場には
事務所集合で乗合で移動＊年１回程度、主に東北圏
内の出張あり※塗装工事関係の資格があれば尚可

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第１４地割３２番地２２９

有限会社　サワダ建
装塗装工事関係の資格が

あれば尚可
雇用期間の定めなし 塗装工事関係の資格が

ない方は建設業に
従事した経験があれば尚可 岩手県下閉伊郡山田町

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

看護師 院内において、医師の指示に基づき、外来診察に従
事します。
・人工透析にかかわる看護全般の業務
・診察や人工透析等の準備、バイタルチェック
・検査、投薬、患者さんの介助などになります。

岩手県下閉伊郡山田町長崎
４－１２－１０

後藤医院

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

保育士／こども課（会計年
度任用職員）

宮古市内保育所（公立保育所、へき地保育所）１０
か所のいずれかでの勤務となります。・園児の日中
活動の保育や記録など　・園内清掃や備品消毒など
・担当クラスや児童数は、勤務する保育所によって
変わります。＊パートでの勤務も相談可能です。

岩手県宮古市宮町一丁目１
－３０

宮古市役所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

看護補助員 外来や病棟において看護補助業務に従事します。
・消耗品及び備品の整理や、シーツ交換及び洗濯等
の看護にかかる付帯業務全般
・身体介護（清拭、入浴介助）
・診療補助（検査等）を行っていただきます

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

医療事務 医療事務に係る業務を行っていただきます。
・受付窓口での患者様の対応（受付・精算等）
・レセプト入力、パソコン入力業務
・電話対応
・その他付随する業務

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 パソコン操作
（ワード・エクセル）

可能な方
岩手県宮古市

建築技術者（見習い可） 公共工事や一般住宅建築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○パソコン入力
操作（ワード、エクセル、ＣＡＤ）ができれば尚可

岩手県宮古市八木沢一丁目
５番１号


株式会社菊地建設

雇用期間の定めなし 建築施工管理業務経験者あれ
ば尚可、ＰＣ入力操作（Ｗｏｒｄ、

Ｅｘｃｅｌ、ＣＡＤ） 岩手県宮古市

公共施設管理事務専門員／
政策企画課（会計年度任用
職員）

政策企画課での勤務となります。町政策企画課で所
管する公共施設の管理事務
・町内３５か所の施設見回り　・消耗品の購入事務
・修繕手続き事務　・その他付随する業務

岩手県下閉伊郡山田町八幡
町３－２０

山田町役場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ワード、エクセルの
基本的なパソコン操作が

できること
岩手県下閉伊郡山田町

警備員（岩泉地域） 地域の安全を守るサービスを提供する仕事です。
・交通誘導：工事現場や店舗駐車場などの周辺で通
行車両や歩行者の安全確保の為の誘導
・雑踏警備：イベントや祭り会場での事故を未然に
防ぐ業務

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
月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

又は9時30分～20時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

警備員（資格不問） 地域の各地で安全サービスを提供する仕事です。
・交通誘導：工事現場や店舗駐車場などの周辺で通
行車両や歩行者が交通事故に合わないよう安全に誘
導
・雑踏警備：イベントや祭り会場での事故を防ぐ

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
月未満）

岩手県宮古市

警備員（有資格者） 地域の各地で安全サービスを提供する仕事です。
・交通誘導：工事現場や店舗駐車場などの周辺で通
行車両や歩行者が交通事故に合わないよう安全に誘
導
・雑踏警備：イベントや祭り会場での事故を防ぐ

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
月未満）

岩手県宮古市

保育士／船越保育園（会計
年度任用職員）

山田町立船越保育園での保育業務となります。
・乳幼児の保育業務（クラス担任）。
・定員数４５名となります。

岩手県下閉伊郡山田町八幡
町３－２０

山田町役場
Ｒ５．３．３１までに
保育士資格取得見込みの

方雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は9時30分～18時15分

の間の7時間以上
岩手県下閉伊郡山田町

看護師（山田町） ◇訪問看護業務にかかる業務全般　＊利用者宅での
バイタルチェック、栄養管理、薬の管理、家族への
介護指導等を担当します。＊医師と看護師スタッフ
で患者の情報を共有し、看護記録の作成、また引き
継ぎ・申し送り業務。

岩手県釜石市大町２丁目２
番２４号

株式会社　ウェル
ファー

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

受注・発注管理 リン青銅、黄銅、銅など非鉄金属の仕入・販売を
行っています。・各伸銅メーカーへの発注管理及び
納期調整等・コネクタ関連客先との受発注管理及び
納期・在庫管理・関連書類の作成等＊メール・電話
応対、システムを使った内勤業務が主になります。

岩手県宮古市大字津軽石第
１０地割向川原３２３番

株式会社　石井金属
東北営業所

雇用期間の定めなし
ＰＣ入力業務あり

（専用ソフト・メール等）
岩手県宮古市

販売員／正社員以外（セカ
ンドストリート宮古店）

お客様から様々なお品物をお売りいただき、リーズ
ナブルな価格で販売する総合リユースショップで
す。・販売、買取りに係る業務全般・買取り商品の
メンテナンス（商品化）展示、演出など。・慣れて
きたら、買取査定もします。

岩手県釜石市上中島町２－
２－３３

株式会社　トータ
ル・リユース（セカ
ンドストリート・ド
キドキ）雇用期間の定めなし



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 191,800円～198,800円

正社員以外 不問 03030-  443731
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

２級管工事施工管理技士 (1)8時00分～17時00分
1人 ２級土木施工管理技士 145,000円～230,000円

２級配管技能士
あれば尚可

正社員 不問 03030-  444331
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 195,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030-  445631
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

２級管工事施工管理技士 (1)8時00分～17時00分
1人 ２級土木施工管理技士 150,000円～180,000円

あれば尚可

正社員 不問 03030-  446931
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

2人 146,000円～168,000円 (2)9時00分～18時00分
(3)7時00分～16時00分

正社員 64歳以下 03030-  447131
変形（1ヶ月単位）
(1)6時00分～15時00分

1人 200,000円～300,000円

正社員以外 不問 03030-  448031
準中型自動車免許 変形（1年単位）

(1)7時00分～16時00分
1人 151,882円～181,282円

正社員 64歳以下 エクセル入力などできる方。 03030-  449831
看護師 変形（1ヶ月単位）
准看護師 (1)16時00分～8時30分

1人 いずれか 185,600円～185,600円

正社員 59歳以下 03030-  450431
看護師 変形（1ヶ月単位）
准看護師 (1)8時15分～17時00分

1人 いずれか 195,840円～195,840円 (2)16時00分～22時00分
(3)21時30分～8時30分

正社員以外 不問 03030-  451731
看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時15分～17時00分
1人 198,700円～260,300円

正社員 59歳以下 03030-  452331

(1)8時30分～17時30分
1人 147,060円～154,800円

正社員以外 59歳以下 03030-  453631
保育士 変形（1ヶ月単位）

1人 153,800円～184,300円

正社員 59歳以下 03030-  454931
大型自動車免許

(1)8時00分～17時00分
1人 147,000円～189,000円

正社員 19歳～64歳 03030-  455131
介護福祉士 変形（1ヶ月単位）

(1)7時30分～16時30分
2人 155,040円～204,000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-  457831
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時15分
1人 170,000円～200,000円 (2)9時15分～18時30分

正社員 45歳以下 03030-  458231
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 146,880円～234,600円 (2)8時00分～16時00分

正社員 35歳以下 03030-  461631
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～241,500円

正社員以外 不問 03030-  462931
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 150,150円～207,900円

正社員以外 18歳以上 警備経験あれば尚可 03030-  463131
１級土木施工管理技士 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

1人 ２級建築施工管理技士 253,000円～322,000円
いずれか

正社員以外 不問 03030-  464031
普通自動車免許一種 交替制あり

(1)7時30分～16時30分
1人 159,804円～170,100円 (2)8時15分～17時15分

正社員以外 不問 03030-  466231

5

配管工、現場作業員、現場
管理

個人宅から公共施設工事を中心として給排水、機械
設備、配管工を主に行っています。未経験の方は、
工具の名前を覚えながら、まずはパイプを取り付け
る事から少しずつ始めていきましょう。丁寧に指導
しますので安心して働けます。

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第３－２８５

有限会社　斎藤設備

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

看護師・准看護師／準職員
／日勤

当社会福祉法人が運営する「特別養護老人ホーム」
の利用者の皆さまへの看護に関する業務全般を担当
していただきます。○現在、利用者は長期入所８０
名、短期入所１０名です。＊雇用期間は１年毎の更
新です（基準日３月３１日）

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
月未満）

岩手県宮古市

施工管理業務（見習可） 当社において施工管理業務に従事します。・パソコ
ンを使っての書類作成（ＣＡＤ図面、官公庁申請手
続、請求書等書類）・現場測定、写真撮影、現場調
査（申請、見積作成の為）＊有資格者、ＣＡＤ経験
がある方優遇

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第３－２８５

有限会社　斎藤設備

雇用期間の定めなし
ＣＡＤ操作経験、パソコン入力経験
あれば尚可、簡単なパソコン入力 岩手県下閉伊郡山田町

製作管理工（鉄骨製作工
兼務）

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・クレーン・

超音波探傷等の
各種検査の資格雇用期間の定めなし

鉄骨製品、製缶製品の
品質管理の経験

岩手県宮古市

水産スタッフ おさかな職人を募集しています！市場からの仕入。
魚の切身、お刺身、お造りなどの加工や盛付け、商
品の陳列や接客業務を行っていただきます。※弊社
では、市場などから仕入れた魚介類を仲卸していま
す。

岩手県下閉伊郡山田町中央
町５番６号

株式会社　びはん
コーポレーションパソコン操作

（ワード・エクセル）
が出来る方

水産経験３年以上で
お造りができる方

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

介護職員 地域密着型特別養護老人ホーム入居者と併設ショー
トステイ利用者の介護を担当していただきます。・
入浴、食事、排泄、更衣、口腔ケア、レクリエー
ション、アクティビティー、看取り介護、認知症ケ
ア、施設内環境整備、見守り

普通自動車免許一種,介護福祉士
あれば尚可,資格手当の支給あり

岩手県下閉伊郡田野畑村奥
地１３番地　※三陸沿岸道
路田野畑北インターから５
分（ハーフＩＣ）

社会福祉法人　山栄
会　特別養護老人
ホーム　リアス倶楽
部

介護経験あれば尚可、記録が一
部パソコン入力となりますが、初心
者でも十分に入力できます。採用
後に徐々に慣れていただきます。

雇用期間の定めなし
又は7時00分～22時00分
の間の8時間

岩手県下閉伊郡田野畑村

看護師・准看護師／夜間専
門員

当病院に入院されている患者様への看護業務全般を
幅広く担当していただきます。・入院から退院まで
の看護を責任を持って行って頂きます。〈具体的な
患者様へのサポート〉・服薬のお手伝い・ＡＤＬ向
上に向けたサポート

岩手県宮古市板屋１丁目６
番地３６

医療法人財団　正清
会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

水産加工品等の配達 ■びはん水産工場で製造した商品等をルート配達し
ていただきます・５ｋｇ～１０ｋｇ程度の荷物・マ
ニュアルの２ｔ冷凍冷蔵庫車、マニュアルの２ｔト
ラック車を使用・１日：３～５店舗（町内、釜石
市）・配達先や商品の内容は日々異なります。

岩手県下閉伊郡山田町中央
町５番６号

株式会社　びはん
コーポレーション

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

看護師／日勤（外来業務
兼　訪問看護業務）

当病院において下記の業務を担当していただきま
す。
・外来診療の介助
・患者様に対する生活指導
・在宅での療養と生活のサポート

岩手県宮古市板屋１丁目６
番地３６

医療法人財団　正清
会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師・准看護師／臨時職
員

当病院に入院されている患者様への看護業務全般を
幅広く担当していただきます。・入院から退院まで
の看護を責任を持って行って頂きます。〈具体的な
患者様へのサポート〉・服薬のお手伝い・ＡＤＬ向
上に向けたサポート

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

保育士／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。

岩手県宮古市花輪第４地割
２番地１

社会福祉法人　慈愛
会　花輪保育所

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

貼り担当者 主にスキューバダイビングに使用するスーツや、関
連商品を取り扱っています。・ダイビングスーツの
製造・貼り工程（接着剤でゴム製品を貼り合わせる
作業）を担当＊作業については指導いたしますの
で、安心してご応募ください。

岩手県宮古市蟇目第８地割
１１９番地２

日本潜水機株式会社
スーツ事業部

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護福祉士／日勤 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

運転手 大型ダンプを使用し、以下の業務を行っていただき
ます。・アスファルト合材をプラントから積んで現
場への運搬業務・材料、残土、産業廃棄物等の運搬
業務　主に下閉伊管内となりますが、内陸に運搬す
る場合もあります。

岩手県宮古市金浜第６地割
２１ー６６

有限会社　ジェイ・
ティ・エス　岩手営
業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

左官・タイル工事（見習
い）

見習いとして木造建築、鉄筋コンクリート構造の工
事現場における、左官・タイル工事を担当していた
だきます。・入社後は仕事に慣れるまで先輩社員が
指導いたします。・見習い中に左官技能士の資格取
得を目指します（費用会社負担）

岩手県宮古市西町３丁目２
－７

船越左官工業

雇用期間の定めなし
又は8時00分～17時00分
の間の6時間程度

岩手県宮古市

一般事務 総務部門での事務を担当します。
・社内文書の作成・管理・保管、電話対応
・郵便物の発送・収受
・事務用品の管理
・人事や福利厚生関係の手続きなど

岩手県宮古市川井第２地割
２番地

有限会社川井林業

雇用期間の定めなし パソコン操作
（ワード・エクセル）の
基本入力が出来る方 岩手県宮古市

交通誘導警備員 交通誘導警備に従事します・主な現場は建設現場工
事現場の交通誘導　現場へは直行直帰または乗合に
なります。また場合によっては、社用車の貸与も可
能です。（自家用車使用の際ガソリン支給）＊６０
歳以上の方大歓迎！６０歳以上の方も多数活躍

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

営業兼ＣＡＤオペレーター 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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

介護職／デイサービスセン
ター

ふれあい荘デイサービスセンターにおいて、ご利用
者に対する介護等に従事していただきます。ご利用
者数は、１日およそ１６人です。〔主な業務〕・入
浴．食事．排泄等の介護業務・公用車での送迎．添
乗・介護記録の入力

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

土木施工管理技士 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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 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



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30分

1人 あれば尚可 191,700円～319,500円

塗装または足場組立の経験

正社員 59歳以下 あれば尚可 03030-  468431
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 162,000円～162,000円

正社員 59歳以下 03030-  469731
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
2人 156,433円～197,600円

製造現場（ライン）

正社員 59歳以下 管理の経験あれば尚可 03030-  471131
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)6時00分～15時00分
1人 150,304円～150,304円 (2)8時00分～17時00分

(3)10時30分～19時30分

正社員以外 不問 03030-  472031
保育士 変形（1ヶ月単位）

1人 153,800円～184,300円

正社員 59歳以下 03030-  473831
調理師

食品衛生責任者 (1)8時00分～16時20分
1人 あれば尚可 170,000円～230,000円

和食調理経験あれば尚可

正社員 59歳以下 03030-  474231
変形（1ヶ月単位）

1人 175,000円～175,000円

正社員 不問 03030-  476431
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

５トン限定準中型自動車免許 (1)8時00分～18時00分
2人 169,070円～221,850円 (2)8時00分～13時00分

正社員 35歳以下 03030-  477731
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
2人 139,320円～145,800円

正社員以外 不問 ＰＣ基本操作 03030-  400531
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 186,667円～303,334円

正社員 不問 03030-  401431
大型自動車免許 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 小型移動式クレーン 148,500円～300,000円

玉掛け等の資格あれば尚可

正社員 64歳以下 03030-  404631
三級自動車整備士 変形（1年単位）
大型自動車免許 (1)8時00分～17時00分

1人 大型特殊自動車免許 180,600円～242,500円 (2)8時00分～16時30分

正社員 64歳以下 いずれか 03100-  276031
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 210,000円～350,000円 (2)8時00分～16時30分

管理業務経験者優遇

正社員 64歳以下 業界経験者優遇 03100-  278231
変形（1年単位）

1人 155,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03021-  175731
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制作ＰＣオペレーター ポスターチラシ冊子など印刷物の写真補正やデザイ
ンをする業務をしていただきます。専用ソフトを使
用して原稿作成・レイアウト・デザイン・編集を行
いデータ版下を製作します。状況によりデザイン確
認のため取引先に出向いていただくことがあります

岩手県宮古市松山第５地割
１３番地６

株式会社　文化印刷

ＩｌｌｕｓｔｒａｔｏｒやＰｈｏｔｏｓｈｏｐの操作
ができる（Ｍａｃ、Ｗｉｎｄｏｗｓ）、Ｉｌｌｕｓ
ｔｒａｔｏｒ、Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐ（Ｍａｃ、Ｗｉｎｄ
ｏｗｓ）を使用しグラフィックデザイン
経験／ＩｎＤｅｓｉｎｇを使える方

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

塗装工／宮古 一般住宅の屋根外壁塗装工事を行っていただきま
す。・養生、洗浄、コーキング等・塗装作業補助・
ローラー、刷毛等での塗装作業・足場組立、解体の
作業・トラック等で資材、材料の運搬（４ｔトラッ
ク使用は有資格者）・現場清掃等○社用車貸与。

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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護員／グループホーム花
＊花

グループホーム花＊花で下記の業務に従事します・
入所者９名の方の日常生活の支援（身の周りの世
話、食事、入浴、排泄、リハビリ等）食事調理、準
備や後片付け、レクリエーション、洗濯清掃等・買
い物や通院の際の運転もありますが月数回程度です

岩手県宮古市千徳町５番３
７号

株式会社ＪＡ　ライ
フサポート宮古介護
センター

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

コネクタ製造現場の管理業
務

電子部品製造での現場・工程管理業務◆組立、検
査、出荷作業に関わる工程の日々の進捗管理◆作業
工程や品質・業務改善◆製造担当者への指導、作業
マニュアル等の作成◆品質や設備トラブル発生時の
初期対応◆機械の簡単なメンテナンス故障時の対応

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

調理員／丼の店おいかわ
宮古魚菜市場店（正社員）

主にお刺身、海鮮丼などの食事を提供しているお店
です。・調理員として、調理業務全般を担当してい
ただきます。・お魚を捌いたり、丼物の調理および
盛り付けや飲み物作り等を行っていただきます。

岩手県宮古市板屋３丁目２
－６

株式会社　ダイニン
グ

雇用期間の定めなし
※経験者は採用面で
優遇します。見習可。

岩手県宮古市

保育士／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。

岩手県宮古市津軽石第４地
割４０番地８

社会福祉法人　慈愛
会　津軽石保育所

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

セールスドライバー／正社
員

当社において下記の業務に従事して頂きます。・宅
配便の集荷及び配達　・宮古市内を２ｔ車で運転し
ての集配業務　＊社内規定に従い、初めは乗務見習
いとして配達の仕分け、端末操　作方法、お客様と
の接し方などを同乗しながら覚えていただきます。

岩手県宮古市長町２丁目１
－３２

ヤマト運輸　株式会
社　宮古営業所

上記以上／準中型は
Ｈ２９．３．１２以降

免許取得の方
雇用期間の定めなし

又は8時00分～21時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

ホテルフロント／日勤 ホテル宮古ヒルズステーション店において、フロン
ト係に従事していただきます。・宿泊のお客様の
チェックイン、チェックアウト業務・インターネッ
トによる予約受付等の管理・パソコンを使用して情
報入力等の基本操作・電話対応による予約管理

岩手県宮古市和見町５－１ ブリーズベイオペ
レーション６号　株
式会社　（ホテル宮
古ヒルズステーショ
ン店）

雇用期間の定めなし
パソコンによる

文字入力の基本操作
又は8時00分～22時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

現場作業員 ・復興道路の建設工事、道路清掃
・一般住宅の基礎工事、外壁工事
＊大規模な現場での作業となり、次々と完成する道
路工事に関わるやりがいのある仕事です。

岩手県宮古市西町３丁目２
－２８

旭総業　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

地域活動普及員 岩泉町から委託を受けている生涯学習事業と、指定
管理施設（岩泉町民会館）の管理業務に携わってい
ただきます。＜主な業務＞○生涯学習事業・地区や
年齢層に適した生涯学習教室等の企画運営・パソコ
ンを使用し文書作成・活動移動時に社用車使用

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字松橋２１－１

特定非営利活動法人
岩泉地域活動推進セ
ンター

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

整備士 ◆工場内、現場での林業・建設機械、自動車整備修
理業務を担当していただきます。【主な仕事内容】
＊林業機械整備修理業務＊建設機械整備修理業務＊
自動車、トラックなどの整備修理業務＊その他、上
記に付随する業務等

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 特定自主検査事業内
検査者あれば尚可

岩手県下閉伊郡田野畑村、他

運転手：宮古 レンタル用建設機械器具の配達に従事していただき
ます。・８ｔ平ボデータイプのトラックの運転・有
資格者の方は建設重機、小型移動式クレーン（ユ
ニック）の操作があります。・レンタル機械の設置
業務（ハウス組立含む）あります。

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

レジ正社員（山田インター
店）

レジ正社員として、山田インター店に配属となり
（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

岩手県遠野市松崎町白岩１
３－８－１２

株式会社　キクコウ
ストア

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

管理営業職 ◆林業事業（森林整備、木質チップ製造・販売ほ
か）に関する管理営業全般の仕事を担当していただ
きます【主な仕事内容】＊林業事業における管理業
務（施工・行程・安全管理等）＊林業事業生産品に
係る営業業務＊その他、上記に付随する業務

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

岩手県下閉伊郡田野畑村、他


