
大型自動車免許
車両系建設機械運転技能 (1)8時00分～17時00分

2人 小型移動式クレーン 216,000円～259,200円
玉掛

正社員 不問 02050-  644631
交替制あり
(1)8時00分～16時30分

6人 129,000円～165,000円 (2)6時30分～13時30分
(3)6時30分～9時30分

正社員以外 不問 03020-  583231
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 154,000円～172,000円 (2)10時00分～19時00分

(3)16時30分～9時30分

正社員以外 不問 03030-  798431
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 144,113円～148,500円 (2)9時00分～17時30分

正社員以外 不問 03030-  800831
変形（1年単位）
(1)8時20分～17時00分

2人 148,413円～148,413円

正社員 40歳以下 03030-  803431
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 280,000円～350,000円

正社員 59歳以下 03030-  804731
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 150,000円～180,000円

正社員 64歳以下 03030-  807931
中型自動車免許 変形（1ヶ月単位）
フォークリフト (1)4時00分～14時00分

1人 172,000円～215,000円 (2)3時00分～13時00分

トラック運転経験

正社員 不問 あれば尚可 03030-  808131
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 151,800円～209,000円

正社員 64歳以下 03030-  809031
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

2人 145,083円～145,083円

正社員 59歳以下 03030-  810531
普通自動車免許一種
看護師あれば尚可 (1)8時15分～17時15分

1人 准看護師 191,900円～242,500円

正社員 64歳以下 03030-  814631
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-  815931
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

機械オペレーターの経験

正社員以外 18歳以上 あれば尚可 03030-  817031
フレックス

1人 158,200円～195,700円

正社員 61歳以下 04050-  819531

(1)10時00分～19時00分
2人 170,000円～200,000円

正社員 40歳以下 27010-13747931

(1)8時30分～17時15分
1人 168,500円～300,000円

正社員以外 不問 03030-  771531
大型自動車免許 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 214,000円～214,000円

長距離運転手経験

正社員以外 不問 あれば尚可 03030-  772431
普通自動車免許一種

(1)6時00分～16時00分
3人 205,000円～240,000円 (2)7時00分～16時30分

正社員 不問 03030-  773731
1

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。
加工・製造スタッフ＜２名＞○ミルク・乳製品の製
造、発送等　　事務スタッフ＜１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

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

大型運転手（長距離） 大型トラック（１０ｔ）の長距離運転手に従事して
いただきます。・主に関東方面（東京都・埼玉県・
神奈川県・千葉県）や県内外への運転作業・一般貸
切業務＊就業時間・日数は運行カレンダーによる＊
１年更新の契約社員。正社員登用制度あり

岩手県宮古市実田１丁目４
番３７号

ＳＢＳフレイトサー
ビス　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

【事務スタッフにおいて】…基本
操作（Ｗｏｒｄ・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

養護専門員 岩手県立大学宮古事務局における保健室の事務およ
び一般事務。○学生・教職員の健康管理、応急処
置、健康診断の実施等　○学校医、感染症対策、そ
の他保健管理業務等　○学生支援、教務、総務、経
理等　○学内行事の補助等

岩手県宮古市河南一丁目５
番１号

岩手県立大学　宮古
短期大学部

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）

【ソフトバンク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

保健師、看護師、養護教諭免許
(専修・１種・２種)養護教諭は一種
に限る,いずれか,普通自動車免許

一種
養護教諭,保健師,看護師いずれか
１年以上の職務経験あれば尚可,
ワード・エクセル,メールの基本操

作

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

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

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

岩手県下閉伊郡岩泉町

看護師／准看護師（むつわ
荘）

・デイサービス利用者のバイタルチェック、服薬管
理、リハビリ対応など
＊デイサービス利用者：定員３０名、１日平均２０
名程利用

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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

水産加工品、水産食料品の
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○簡単
な業務です。それぞれ複数人ずつで作業を行います

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

森林林業の現場業務 森林林業の現場業務を担当していただきます。・森
林の造成、保育、間伐、立木伐採　・林業機械の運
転操作等　・その他林業に関する現場業務全般　○
未経験者歓迎します。初めての方でも研修を受けな
がら仕事を覚え、資格取得できます。

岩手県宮古市舘合町３番３
号

宮古地方森林組合

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

トラック運転手／４ｔ ４ｔトラックの運転業務に従事していただきます。
○関東方面（千葉・東京など）へ　○積荷は花・野
菜等　○月８～９回程度　○手積み・フォークリフ
ト両方での作業　＊経験者は優遇いたします

岩手県下閉伊郡田野畑村奥
地３３番地

田野畑交通　有限会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

合鴨の食肉加工作業 合鴨の食肉加工作業に下記の通り従事していただき
ます。・機械と手処理での肉の解体作業・肉の仕分
け等立ち仕事　※慣れてきたら仕分けした肉の計
量・計算、出荷明細作成などの出荷管理事務をお願
いする場合があります

岩手県下閉伊郡田野畑村室
場２４－４

株式会社　甘竹田野
畑

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村、他

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

縫製 縫製に関する業務です。
ミシンがけ、生地への印付け、アイロンによる芯貼
りなど。
簡単な作業から指導しますので、未経験の方もご応
募お待ちしています。

岩手県宮古市千徳第１３地
割５０番地

有限会社　クラス
ター

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

レストハウス全般 龍泉洞レストハウスにおいて、以下の業務を行って
いただきます。・レジ操作・商品の品出し・発注作
業、食材仕入れ・食堂での給仕・その他付随する業
務　＊簡単な調理も必要に応じて行っていただきま
す。＊繁忙期は主に５月連休、８月です。

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

介護職員／正社員以外（有
料老人ホーム）

有料老人ホーム入居者（定員２１名）の介護業務
・主に要介護１～３の方の介護となります。
・食事介助、配膳・下膳、排せつ介助、入浴介助、
通院介助（社用　車使用）清掃等
※１年更新

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

学校給食の調理全般・洗
浄・清掃

「国立宮古海上技術短期大学校」内での業務となり
ます。・寮食堂での調理補助・食器類の洗浄業務、
調理場の清掃・その他、附帯する業務・５名程度で
作業を行います。【【　急　募　】】

岩手県上閉伊郡大槌町末広
町１２－１６

株式会社　甘輝舎

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

重機オペレーター【岩手
県】

◇災害復旧工事現場における重機オペレーター業務
全般に従事していただきます。工事現場でのバック
ホー等の運転及び土木作業です。
＊宿舎あり（岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉松橋）

青森県上北郡東北町字仏沢
３－４９

有限会社　東北推進
工業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他
重機オペレーターの

経験ある方

（3月3日時点の内容です）

２月２８日　から　　３月３日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は３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３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



準中型自動車免許
(1)8時00分～17時00分

2人 180,000円～180,000円

正社員 64歳以下 03030-  775631

(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 不問 03030-  776931
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
重機操縦、現場作業

正社員 59歳以下 あれば尚可 03030-  778031
栄養士

(1)8時00分～17時00分
1人 165,000円～165,000円

正社員以外 不問 03030-  781731
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-  782331
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-  783631
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
2人 220,000円～220,000円 (2)7時30分～16時30分

正社員 35歳以下 03030-  784931

(1)8時00分～17時00分
3人 150,000円～160,000円

正社員以外 59歳以下 03030-  785131
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 186,667円～233,334円

正社員 59歳以下 土木作業経験 03030-  786031
普通自動車第二種免許 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～16時00分
2人 148,027円～148,027円

正社員 68歳以下 03030-  787831
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-  788231
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-  789531
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-  792931
普通自動車免許一種 交替制あり

看護師 (1)8時15分～17時15分
1人 201,900円～252,500円 (2)10時15分～19時15分

正社員 64歳以下 03030-  793131
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 35歳以下 03030-  794031

(1)8時30分～17時30分
3人 300,000円～400,000円

正社員 59歳以下 04010-15743431

(1)8時30分～17時30分
3人 400,000円～550,000円

正社員以外 不問 04010-15771931
変形（1ヶ月単位）

1人 180,000円～180,000円

正社員以外 不問 13130- 6982631

(1)9時00分～18時00分
5人 197,280円～320,000円

正社員以外 不問 45010- 6398731
交替制あり
(1)10時00分～19時00分

1人 160,160円～176,000円

正社員以外 59歳以下 03010- 6063831

2

レジスタッフ（オートバッ
クス宮古）

『オートバックス宮古』においてレジ打ち、作業受
付などのレジ回り業務、他店長の指示する業務を
行っていただきます。レジ業務未経験でも大丈夫で
す。Ｅ－ラーニングシステムとＯＪＴで基礎から教
えます。自動車関連業務未経験でも大丈夫です。

岩手県盛岡市みたけ３丁目
３１－３８

北映商事　株式会社
（オートバックス）

雇用期間の定めなし
又は10時00分～19時30分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

ネットワークエンジニア
（契）／岩手営業所

・在宅業務を推奨しております。・リモートワーク
可能なＩＣＴネットワークの設計・構築を行うお仕
事です。（パソコン大規模、小規模ネットワー
ク）・Ｗｉｎｄｏｗｓ、Ｌｉｎｕｘ、ＵｎｉｘＯＳ
等のネットワーク構築も行います。

宮崎県宮崎市橘通西１丁目
２番２５号
橘パークビル１階

株式会社　リモワ

１年以上のネットワーク
設計・構築経験者、

リモート業務経験者あれば尚
可

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町、他

ドコモショップスタッフ＜
宮古千徳店＞宮古市

ドコモショップ宮古千徳店　カウンター窓口業務・
スマートホン、タブレット、携帯電話の販売・契約
手続き（新規・変更・解約）・端末操作案内・その
他　店舗運営に関わる業務全般　フロア応対・要望
のヒアリング、各種サービスの提案※未経験者歓迎

東京都江東区豊洲３丁目２
－２４　豊洲フォレシア

ＭＸモバイリング
株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 分野・業種を問わず

接客経験があるとなおよい
又は9時45分～19時00分
の間の7時間以上

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、
エクセル・ワード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

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、
エクセル・ワード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

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

看護師／正社員（清寿荘） 下記の業務を行っていただきます。
・施設入居者（定員５０名）の健康維持等（バイタ
ルチェック）や
　服薬管理、通院介助の業務

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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

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いて入所者・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

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

現場作業員 当社請負の各現場にて以下の業務時従事していただ
きます。
・土木工事全般（各現場により作業内容が異なりま
す）・その他付随する業務　＊現在は主に岩泉地域
の現場。

岩手県宮古市西町１丁目２
番２３号

恵比寿建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

水産加工 鮫ヒレ（フカヒレ）の加工作業を行います。生や乾
燥・冷凍（ボイル等で戻した後）のものを、包丁を
使い皮や骨を取り除く作業です。また受注に合わせ
て姿煮用、スープ用等それぞれに加工し、目視検査
を行い、袋詰めや商品成形を行います。

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第１３地割８０－２１

株式会社　萬平　東
北工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

現場担当責任者（候補） フカヒレの加工作業に従事していただきます。初め
は現場作業を覚えながら、将来は現場担当責任者を
目指していただきます。原料のフカヒレの・乾燥・
選別・梱包・加工の準備・冷凍庫内作業（冷凍品の
入出庫）・資材購入（社有車：ＡＴ車を使用）

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第１３地割８０－２１

株式会社　萬平　東
北工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

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

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

栄養士 主に下記の業務に従事します。
・デイサービス利用者４０名の調理、献立作成
・食材等の発注など全般を担当して頂きます

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

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

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です。

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

一般廃棄物収集運搬業務 一般廃棄物収集運搬業務を行っていただきます。・
宮古市内の燃えるごみ、燃えないごみ、資源ごみな
どを地区毎の収集場所から、収集運搬車で移動しな
がら収集運搬する作業・収集後は宮古市のごみ処理
センターに運搬・作業は２名で行います

岩手県宮古市藤の川１３－
２３

宮古環境管理株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市



普通自動車免許一種 変形（1年単位）
溶接技能者 (1)8時00分～17時00分

1人 ガス溶接技能者 180,000円～235,000円
あれば尚可

正社員 59歳以下 溶接経験あれば尚可 03020-  482731
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 160,000円～250,000円

正社員 59歳以下 03020-  483331
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

溶接技能者 (1)8時00分～17時00分
1人 ガス溶接技能者 180,000円～235,000円

あれば尚可

正社員 59歳以下 溶接経験あれば尚可 03020-  523831
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 160,000円～250,000円

正社員 59歳以下 03020-  532231
歯科衛生士

(1)9時15分～18時45分
2人 190,000円～290,000円 (2)8時45分～13時30分

歯科医院での勤務経験

正社員 不問 あれば尚可 03030-  747231
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-  749431
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-  750631
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-  751931
看護師あれば尚可 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 184,100円～193,000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 64歳以下 03030-  752131
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
1人 164,160円～193,536円 (2)7時00分～16時00分

(3)9時30分～18時30分

正社員以外 64歳以下 03030-  753031
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
1人 164,160円～193,536円 (2)7時00分～16時00分

(3)9時30分～18時30分

正社員以外 64歳以下 03030-  754831
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時00分
1人 195,000円～195,000円

正社員以外 不問 03030-  755231
介護福祉士
社会福祉主事 (1)8時30分～17時15分

2人 いずれか 159,500円～354,200円
普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 03030-  756531
普通自動車免許一種

看護師 (1)8時30分～17時15分
2人 164,700円～349,200円

正社員 59歳以下 03030-  757431
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-  760131
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-  761031
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-  762831
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-  763231
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-  764531
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
重機オペレーター経験

正社員 64歳以下 あれば尚可 03030-  765431

3

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

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

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

看護師（正社員）／訪問介
護、訪問入浴介護、通所介
護

○利用者様に対して次の業務を行います。バイタル
チェック、服薬管理、健康管理、清拭、口腔ケア、
機能訓練指導など○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

雇用期間の定めなし
文字入力程度の

簡単なパソコン入力
岩手県下閉伊郡岩泉町

介護員（正社員）／訪問介
護、訪問入浴介護、通所介
護

○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

雇用期間の定めなし
文字入力程度の

簡単なパソコン入力
岩手県下閉伊郡岩泉町

介護支援専門員 主に下記の業務に従事します。
○ケアプランの作成○要支援者及び要介護者とその
ご家族等の相談業務○給付管理業務等○複数の介護
支援専門員が在籍しており、バックアップ体制が
整っております。

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

介護支援専門員
（ケアマネージャー）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

介護員／グループホーム
さくらつつみ

小規模多機能センター（通所・訪問）サービスにお
いて介護業務全般に従事していただきます・利用者
の食事介助、入浴介助、排泄介助・レクレーション
活動の企画・運営などの業務・施設車での送迎をし
ていただきます＊６０歳以上の方の応募歓迎します

岩手県宮古市長根４－１３
－１

株式会社　介護施設
えくぼ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護員／小規模多機能セン
ター　さくらつつみ

小規模多機能センター（通所・訪問）サービスにお
いて介護業務全般に従事していただきます・利用者
の食事介助、入浴介助、排泄介助・レクレーション
活動の企画・運営などの業務・施設車での送迎をし
ていただきます＊６０歳以上の方の応募歓迎します

岩手県宮古市長根４－１３
－１

株式会社　介護施設
えくぼ

雇用期間の定めなし

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

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

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

介護員／グループホームひ
きめの森

グループホームひきめの森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

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

歯科衛生士 ２０２３年２月に新規開業した歯科医院です。本ポ
ジションでは、当院における診療補助、歯科予防処
置、歯科保健指導、その他院内業務に従事いただき
ます。院長は、首都圏で長年経験を積んでＵターン
をした経験豊富なドクターです。

岩手県宮古市向町４－４ 宮古うみねこ歯科ク
リニック

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

鉄工作業員【宮古事業所】 弊社工場内において下記の業務に従事して頂きま
す。・各種プラント機器の溶接作業・製缶作業・配
管工事・各種産業機械の据え付け工事・メンテナン
ス等＊据付作業の際は社用車（２トン～４トン平ボ
ディートラック）を使用します＊未経験者も応募可

岩手県釜石市甲子町５－６
９－３

五菱工業　株式会社

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
製缶作業全般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製作した製缶品を社用
車（２トン～４トン平ボディートラック）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

岩手県釜石市甲子町５－６
９－３

五菱工業　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

鉄工作業員【山田工場】 弊社工場内において下記の業務い従事して頂きま
す。・各種プラント機器の溶接作業・製缶作業・配
管工事・各種産業機械の据え付け工事・メンテナン
ス等＊据付作業の際は社用車（２トン～４トン平ボ
ディートラック）を使用します＊未経験者も応募可

岩手県釜石市甲子町５－６
９－３

五菱工業　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

溶接工【山田工場】 弊社工場内での各種プラント機器の溶接作業及び製
缶作業全般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製作した製缶品の据え付け作
業等で社用車（２トン～４トン平ボディートラッ
ク）使用し県内各地への据え付け作業にも従事する

岩手県釜石市甲子町５－６
９－３

五菱工業　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町



中型自動車免許 変形（1ヶ月単位）
小型移動式クレーン (1)8時00分～17時00分

2人 フォークリフト 195,500円～345,000円
溶接技能者,玉掛作業者あれば尚可

普通自動車免許一種
正社員 64歳以下 資材管理、資材運搬 03030-  766731

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-  767331
普通自動車第二種免許 変形（1ヶ月単位）

大型自動車免許 (1)6時00分～19時00分
1人 大型自動車第二種免許 192,000円～192,000円 (2)17時30分～1時30分

あれば尚可 (3)9時30分～18時30分

正社員 64歳以下 03030-  768631
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 162,100円～176,500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 64歳以下 03030-  770231
交替制あり

1人 145,297円～182,466円

正社員以外 不問 07030- 1970031

(1)8時15分～17時15分
5人 180,000円～180,000円

正社員以外 不問 03010- 5849731
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

準中型自動車免許あれば尚可 (1)8時00分～17時00分
1人 160,000円～240,000円

ワード、エクセル

正社員 59歳以下 電材卸売業の経験者優遇 03010- 5903631
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)7時00分～16時00分
2人 152,888円～209,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)16時00分～9時00分

正社員 64歳以下 03030-  738831
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
1人 149,888円～199,300円 (2)7時00分～16時00分

正社員 64歳以下 03030-  739231
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

介護支援専門員(ケアマネージャー) (1)8時30分～17時30分
1人 社会福祉士,社会福祉主事任用資格 180,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03030-  740731
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

3人 172,000円～194,000円 (2)16時00分～9時00分

介護経験３年以上

正社員 59歳以下 あれば尚可 03030-  741331
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

1人 161,000円～184,000円 (2)7時00分～16時00分
(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030-  742631
普通自動車免許一種

(1)9時00分～17時45分
1人 191,646円～235,976円

正社員 59歳以下 簡単なＰＣ文字入力 04010-14749831
普通自動車免許一種

(1)8時40分～17時00分
1人 154,000円～154,000円

金融機関経験あれば尚可

正社員以外 不問 04010-14752331

4

金融機関事務 【急募】
・事務（後方、窓口）
・庶務業務
・公金収納等の銀行訪問

宮城県仙台市青葉区北目町
１－１５　Ａｃｅ２１ビル

東北労働金庫

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 基本的なパソコン操作が

できる方
岩手県宮古市

技術サービス　（宮古：業
務用厨房機器の点検作業）

・担当エリア内のホシザキ製品の点検と清掃作業を
行う仕事です。・飲食店や病院、工場などのお客様
のところに訪問して、お客様とコミュニケーション
を取りながらお仕事をしていただける人材を求めて
おります。

宮城県仙台市青葉区昭和町
２－３８

ホシザキ東北　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員 介護老人保健施設ほほえみの里にて、御利用者様に
対する介護サービスの提供・生活支援全般をお願い
いたします・主な仕事は、食事、排せつ、入浴業務
のみならず、旅行、外食、買い物等の同行援助や充
実した生活を送っていただく為にレクリエーション

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第９
地割３９番地２７

医療法人　仁泉会
介護老人保健施設ほ
ほえみの里

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

介護職 介護の入所施設において介護業務全般を担当しま
す。・各担当部署で利用者の方の入浴、食事、排泄
等の身体介護　・レクリエーションの実施　・運転
及び送迎介助など　※夜勤は４人体制となります。
＊介護経験３年以上あれば尚可

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

支援相談員 「介護老人保健施設　さくら山」にて、以下の業務
を行っていただきます。・利用希望者やご家族に対
しての相談業務・入所に伴う事前調査・入所退所の
調整・請求業務（加算等の管理）・営繕管理・居宅
介護支援事業所との連絡調整・苦情対応

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 介護施設での相談業務・請求
業務の経験あれば尚可、PC操作
（ワード・エクセル）が出来る方 岩手県下閉伊郡山田町

介護職員／日勤 グループホーム入所者の介護業務全般を行います。
・入所者９名の身の回りの世話、食事、入浴、排
泄、リハビリ等の介助や見守りなど
・食事の準備や後片付け、洗濯、清掃、その他雑務
など

岩手県宮古市中里団地４－
１１

グループホーム愛宕
の丘（有限会社　川
崎タクシー）

雇用期間の定めなし
又は10時30分～19時30分
の間の8時間

岩手県宮古市

介護職員／正社員 グループホーム入所者の介護業務全般を行います。
・入所者９名の身の回りの世話、食事、入浴、排
泄、リハビリ等の介助や見守りなど
・食事の準備や後片付け、洗濯、清掃、その他雑務
など

岩手県宮古市中里団地４－
１１

グループホーム愛宕
の丘（有限会社　川
崎タクシー）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

配送及びルート営業（宮古
営業所）

宮古営業所において、下記業務を行っていただきま
す・商品管理（受・発注）・取引先店舗や工事現場
へ商品の配達・その他付随する業務及び指示された
業務※配送業務習得後ルート営業へ配属※担当エリ
ア：宮古市を中心に岩手県内※社用車を使用します

岩手県紫波郡矢巾町流通セ
ンター南３丁目１０番７号

株式会社　岩電

２ｔトラックが運転可能な自動車
免許を所持していれば尚可雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

車両運行管理員（三陸国道
事務所）

請負先事業所である三陸国道事務所において、下記
の業務を行っていただきます。・職員を乗せての車
の運転及び車の維持管理に努める業務。・その他、
付随する業務及び指示された業務。

普通自動車免許一種、運行管理
者（旅客）あれば尚可、車両運行
管理責任者（優遇）、普通運転免
許取得後３年以上、三陸方面にお

ける
タクシー、役員車等旅客業務
経験１年以上、過去１年以内に
免許停止処分を受けていない者

岩手県盛岡市中央通３丁目
１番２号　盛岡第一生命ビ
ル　２Ｆ

株式会社　セノン
みちのく支社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

販売（雑貨）【パティズ宮
古店】～産休代替～

＜業務内容＞（個人ノルマは無し）
＊雑貨の販売　＊商品の仕入れ　＊商品ディスプレ
イ
＊商品管理　　＊レジ打ち　　　＊ラッピング
＊店内レイアウトなど店舗運営に係る業務全般

福島県会津若松市インター
西３１番地

株式会社パティズ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時30分～20時15分

の間の8時間程度
岩手県宮古市

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、他

運転手（タクシー・バス） 当社において下記の業務に従事していただきます。
・タクシーの乗務　・町委託スクールバス等の運転
業務（マイクロ・中型・大型）・貸切バス運転業務
（保有免許により相談）・その他上記に付随する業
務

岩手県下閉伊郡山田町川向
町６－４１

マルヨタクシー　有
限会社

雇用期間の定めなし
各第二種免許取得予定、中型限
定解除の方はご相談ください

又は9時00分～1時30分の
間の7時間以上

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

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町


