
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～16時45分

168,000円～252,000円 (2)12時00分～20時45分
(3)14時00分～22時45分

正社員以外 18歳以上 03010- 3120601
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～16時45分

168,000円～252,000円 (2)12時00分～20時45分
(3)14時00分～22時45分

正社員以外 18歳以上 03010- 3121901
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
大型自動車免許 (1)8時30分～17時15分

大型自動車第二種免許 155,000円～191,840円
あれば尚可

正社員以外 不問 03030-  498201
普通自動車免許一種

あれば尚可 (1)8時30分～17時30分
135,792円～198,720円

正社員以外 59歳以下 03030-  501801
保育士

138,700円～219,600円

正社員 59歳以下 03030-  502201
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時00分
138,700円～179,300円 (2)8時30分～12時00分

正社員 35歳以下 03030-  503501
看護師 変形（1ヶ月単位）
准看護師 (1)8時30分～17時30分
いずれか 162,015円～190,775円

正社員 64歳以下 03030-  505301

(1)6時00分～15時00分
260,000円～260,000円 (2)7時00分～16時00分

正社員以外 不問 03030-  506601
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
221,350円～302,900円

正社員 不問 03030-  507901

(1)8時00分～17時00分
205,200円～226,800円

普通自動車免許ＡＴ

正社員 不問 03030-  508101
普通自動車免許ＡＴ 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時30分
173,250円～207,900円

正社員 不問 03030-  509401
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時30分

161,700円～207,900円
あれば尚可

普通自動車免許一種
正社員 不問 03030-  510201

普通自動車免許一種 変形（1年単位）
二級建築士あれば尚可 (1)8時00分～17時30分

207,900円～254,100円

正社員 不問 03030-  511501
看護師 変形（1ヶ月単位）
准看護師 (1)8時30分～17時30分
いずれか 218,000円～352,600円 (2)17時30分～8時30分

正社員 59歳以下 03030-  513301
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者 (1)8時30分～17時30分
あれば尚可 170,900円～220,200円 (2)7時30分～16時30分

正社員 40歳以下 03030-  514601
調理師 交替制（シフト制）

(1)8時30分～17時15分
131,500円～168,900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-  515901

(1)8時30分～17時15分
126,452円～175,942円

正社員以外 不問 03030-  516101
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時45分
250,000円～250,000円

正社員以外 不問 22020- 3563801

1

運転手兼作業員

1人

・中型バスによる利用者の送迎
・草刈り、倒木処理など施設環境の整備
・主催事業の準備など各行事の支援

岩手県下閉伊郡山田町船
越第２地割４２

陸中海岸青少年の
家

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

送迎等バスの運転
又は6時00分～19時00分の
間の8時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

和田工業株式会社
東北工場

雇用期間の定めなし

1人

当施設内デイサービスでの看護業務全般を行いま
す。
・バイタルサインチェック
・入浴後の処置
・服薬管理

岩手県宮古市向町２番３
４号

有限会社　介護施
設　あお空

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護職員／宮古「看護」

保育士「保育」

1人

田野畑村内の下記において保育業務に従事しま
す。
・若桐保育園（未満児２４人、以上児２６人の計
５０人定員）
・たのはた児童館（保育型児童館、以上児６５人

岩手県下閉伊郡田野畑村
田野畑１２０－１

社会福祉法人　田
野畑村社会福祉協
議会雇用期間の定めなし

又は7時15分～18時30分の
間の8時間程度

岩手県下閉伊郡田野畑村

     （2月7日時点の内容です）

　　２月３日　から　２月７日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　２月２０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

カウンタースタッフ（宮古
店）

2人

「ウインズ宮古店」においてのフロア業務。
弊社パチンコ店にて、お客様対応、景品管理を
行っていただきます。
パチンコをされたことがない方でも、一から丁寧
に指導いたしますので、未経験者の方のご応募も

岩手県盛岡市上堂４丁目
１－２０　公楽ビル３階

日商簿記３級や簿記実
務検定３級あれば尚可

株式会社　公楽

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

一般事務

1人

地域商工業振興の為、企業を訪問し経営改善や支
援事業を行います。
・企業の帳簿記帳、経理、申告等
・パソコンを使用し文書作成（ワード・エクセ
ル）

岩手県宮古市保久田７番
地２５号

宮古商工会議所

雇用期間の定めなし

PC操作、文書作成(Word)表
計算(Excel)他

岩手県宮古市

岩手県下閉伊郡山田町

精密部品の検査（プレス製
品）

1人

・プレス製品の目視及び、実体顕微鏡を使用して
製品の外観検査
・測定器を使用して、製品の寸法検査
・パソコン（エクセル）を使用して製品検査成績
書作成等の事務作業

岩手県下閉伊郡山田町石
峠３－１７－４

事業所名
求人番号

フロアスタッフ（宮古店）

3人

「ウインズ宮古店」においてのフロア業務。
弊社パチンコ店にて、お客様対応、パチンコ台・
スロット台の清掃、設備のメンテナンスを行って
いただきます。


岩手県盛岡市上堂４丁目
１－２０　公楽ビル３階

株式会社　公楽

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

山林作業員

1人

山林作業全般を担当していただきます。
・チェーンソーによる立木の伐倒
・刈り払い機による除伐、草刈
・重機やフォワーダを使っての作業道作設や木の
集材

岩手県宮古市刈屋第１１
地割３７番地２

陸中造林　有限会
社

雇用期間の定めなし

山林作業経験者 岩手県宮古市

海藻加工

1人

海藻養殖わかめ加工を行います。
・湯通し塩蔵加工、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

岩手県宮古市音部第１０
地割１６番地５

山崎　浩

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

住宅営業

1人

住まいに関するお客様のニーズに応えられるよ
う、情報収集、企画、営業を行っていただきま
す。お客様の家づくり、暮らしづくりを提案する
お仕事です。
・お客様へのフォロー業務

岩手県下閉伊郡山田町織
笠第１２地割１－１

上林建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

林業作業者

2人

当社において下記の業務を行っていただきます。
・立木の伐採、集材、造材、搬出
・その他付随する業務



岩手県下閉伊郡岩泉町下
有芸字肘葛２８

前川木材

雇用期間の定めなし

林業の経験 岩手県下閉伊郡岩泉町

車両系建設機械（整
地・運搬・積込用及び
掘削用）運転技能者

現場管理

1人

新築・リフォームの現場管理・監督をメーカー、
協力関係者さんや当社社員、現場作業員と連携し
以下の業務を行っていただきます。
・安全管理
・品質管理

岩手県下閉伊郡山田町織
笠第１２地割１－１

上林建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

現場監督経験 岩手県下閉伊郡山田町

土木作業員「建設」

1人

住宅の基礎工事、擁壁工事に係る土木作業全般を
行います。
・工事現場で手作業による土砂の掘削・埋め戻
し・整地・運搬等
・主に山田町内の現場が中心

岩手県下閉伊郡山田町織
笠第１２地割１－１

上林建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

車両系建設機械(基礎工事
用・整地・運搬・積込用及

び掘削用)運転技能者

看護補助員「看護」

1人

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

看護師「看護」

2人

当院内の外来や入院病棟おいて、看護業務全般に
従事していただきます。夜勤勤務は１９床で２名
体制となります。



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

医療技術助手

1人

薬剤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
・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
月未満）

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作の出来る方

岩手県宮古市

調理師（会計年度任用職
員）

1人

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



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

建方作業及び建方作業の指
揮・指導（岩手県）

1人

建方作業及び建方作業の指揮・指導
入社後、当社研修施設にて当社基準・ルールに
則った建方工事方法を習得して頂きます。
その後実際の建築現場にて建方作業等に従事して
頂きます。一年を通じて同県内で安定した仕事が

静岡県浜松市西区大久保
町１２２７－６

株式会社　一条工
務店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

建設業界の経験もしくは木
造建築物の組立等の作業経
験5年以上(免許取得の為)
【歓迎】職長教育修了者※

経験年数応相談

◎ この求人情報は、発行日現在、有効中の求人を掲載しています。       ◎ 面接には、ハローワークの紹介状をご持参ください。 

◎ すでに、募集を締め切っている場合もありますので、ご注意ください。 

TEL 0193－63－8609 

ハローワーク 宮古 

宮古公共職業安定所 

◎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。 フルタイム ◎ この求人情報は、発行日現在、有効中の求人を掲載しています。       ◎ 面接には、ハローワークの紹介状をご持参ください。 

◎ すでに、募集を締め切っている場合もありますので、ご注意ください。 

TEL 0193－63－8609 

ハローワーク 宮古 

宮古公共職業安定所 

◎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。 フルタイム 

令和２年２月１３日発行  



普通自動車免許一種
(1)8時30分～17時30分

270,000円～270,000円

正社員以外 不問 03010- 2896401
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時30分
140,000円～155,000円

正社員 59歳以下 03010- 2917901
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
189,200円～223,600円 (2)15時30分～0時30分

正社員以外 18歳以上 03030-  479701
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
250,000円～280,000円

正社員 不問 03030-  484901
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
150,150円～207,900円

正社員以外 18歳以上 03030-  487701
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
警備員検定試験２級 (1)8時00分～17時00分

交通誘導警備業務2級以上 190,000円～229,800円
及び

警備員指導教育責任者2号
正社員 18歳以上 03030-  488801

普通自動車免許一種
(1)8時30分～17時00分

160,000円～300,000円 (2)8時30分～12時00分

正社員 不問 03030-  489201

(1)8時00分～17時00分
194,400円～216,000円

普通自動車免許一種
正社員 59歳以下 土木作業経験者 03030-  490001

普通自動車免許ＡＴ
(1)8時30分～17時30分

147,800円～285,200円

正社員 不問 03030-  491301
介護福祉士

普通自動車免許一種 (1)8時00分～17時00分
152,240円～152,240円 (2)9時00分～18時00分

正社員 69歳以下 03030-  494101
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～17時30分
147,700円～262,500円

正社員 不問 03030-  495401
中型自動車免許 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
いずれか 142,800円～159,600円

普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 03030-  497801

(1)8時00分～17時00分
194,400円～237,600円

玉掛技能者あれば尚可
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 土木作業経験者優遇 05041-  295701
大型自動車第二種免許 変形（1ヶ月単位）

大型自動車免許 (1)0時00分～23時59分
あれば尚可 162,900円～182,100円

普通自動車免許一種

正社員 62歳以下 03010- 2661401
大型自動車第二種免許 変形（1ヶ月単位）
普通自動車免許一種 (1)0時00分～23時59分

124,000円～135,000円

正社員以外 不問 03010- 2764601

(1)9時45分～18時45分
160,000円～180,000円

正社員 59歳以下 03010- 2776801
１級土木施工管理技士 変形（1年単位）
普通自動車免許一種 (1)8時00分～17時00分

201,230円～319,590円

正社員 59歳以下 03030-  429401
看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
210,000円～470,000円 (2)15時00分～9時00分

正社員 64歳以下 03030-  430201
准看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
180,000円～360,000円 (2)15時00分～9時00分

正社員 64歳以下 03030-  431501
介護福祉士 変形（1ヶ月単位）

(1)7時30分～16時30分
154,000円～210,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

正社員 64歳以下 03030-  432001

2

介護福祉士「介護」

1人

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

岩手県宮古市保久田８番
３７

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

准看護師「看護」／正社員

2人

・採血検査や各種注射の準備と実施
・高齢者の歩行介助や車椅子介助
＊医療療護病棟、回復期リハビリテーション病棟
があります。
＊リハビリ病棟：リハビリスタッフなど様々な職

岩手県宮古市保久田８番
３７

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

看護師「看護」／正社員

3人

・採血検査や各種注射の準備と実施
・高齢者の歩行介助や車椅子介助
＊医療療護病棟、回復期リハビリテーション病棟
があります。
＊リハビリ病棟：リハビリスタッフなど様々な職

岩手県宮古市保久田８番
３７

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

土木技術者「建設」

1人

土木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、品質、安全管理業務

＊主に公共事業（道路・港湾・河川）ですが、一
部民間事業も請け負っています。

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
道路・港湾・河川等の施工
管理、ワードエクセルがで

きる方 岩手県宮古市

販売員（ソフトバンク宮古
バイパス）

2人

「ソフトバンク宮古バイパス」において、下記の
業務を行っていただきます。
・携帯電話の販売窓口業務
・受付事務業務（携帯販売以外のサービス等にお
ける事務作業）

岩手県盛岡市中ノ橋通２
丁目８－２

アーク　株式会社

雇用期間の定めなし

ワード、エクセル
又は9時45分～18時45分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

バス運転士（嘱託）

10人

乗合バス、貸切バスの運行による旅客輸送（５５
人乗大型）
配属先は、希望を考慮し、決定します。
就業日数は、本人の希望に応じて決定します。
正社員並みの日数（２３～２４日）、または日数

岩手県盛岡市厨川１－１
７－１８

岩手県北自動車
株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

バスやトラックでの仕事の
経験

又は0時00分～23時59分の
間の7時間程度

岩手県宮古市、他

バス運転士（宮古地区各営
業所）

3人

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

岩手県盛岡市厨川１－１
７－１８

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
経験があれば尚可

又は0時00分～23時59分の
間の7時間程度

岩手県宮古市

重機オペレーターおよび土
木作業員【県外】

2人

○河川改修及び道路工事などの土木作業及び重機
オペレーターに従事していただきます
＊被災地復興現場もあります
＊現場作業所に泊り込んで作業します。毎週日曜
日には帰省します（土曜日作業終了後、帰って来

車両系建設機械(基礎工事
用・整地・運搬・積込用及

び掘削用)運転技能者

秋田県仙北市田沢湖神代
字戸伏松原４０－３

株式会社　森元組

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

水産加工員及び運転手

1人

以下の業務を行っていただきます。
・鮭、サンマ、鯖、イカなどの機械捌きや手捌き
作業
・乾燥、冷凍作業
＊鮮魚加工した箱（重さ１０ｋｇ～１５ｋｇ）の

岩手県宮古市築地２丁目
７－１８

有限会社　小が理
商店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務職

1人

当社会福祉法人において法人経営管理事務の業務
を行っていただきます。
・許可申請、認可申請および変更申請
・法律関係業務
・労務管理

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なし 社会福祉法人経営管理事務

に生かせる経験・資格等、
基本操作ワードエクセルが

できること 岩手県宮古市

サービス提供責任者「介
護」

1人

サービス提供責任者として下記業務に従事してい
ただきます
・訪問介護計画書の作成（パソコン使用）
・利用者宅を訪問し、食事・入浴・排泄などの介
助

岩手県宮古市築地１丁目
１－４４

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

塗装工

1人

主に一般住宅の屋根、外壁塗装や公共施設改修工
事等に従事します。
＊高圧洗浄機を使用し屋根、壁等の洗浄（高所作
業）
＊窓ガラス養生作業

岩手県下閉伊郡岩泉町尼
額字下坪２６－１０

誠和コーティング
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

普通作業員「建設」（トラ
イアル雇用併用求人）

1人

土木工事、舗装工事、管工事全般
・主に公共工事で、重機の手元として機械では対
応できない細部の手作業
・その他付随する業務


車両系建設機械(基礎工
事用・整地・運搬・積
込用及び掘削用)運転技

能者あれば尚可

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

歯科技工士

1人

歯科技工業務全般
義歯、硬レ（差し歯）、クラウン・ブリッジ作業
【必要な経験・資格について】下記の１か２に該
当する方　１）歯科技工士の資格をお持ちの方
２）無資格だが業務経験のある方

岩手県下閉伊郡山田町北
浜町１０４－４

マリンデンタル
株式会社

雇用期間の定めなし

仕事の内容欄に記載されて
いる要件を満たす方

岩手県下閉伊郡山田町

交通誘導警備員（正社員／
幹部候補）

1人

幹部候補として交通誘導警備に従事します。将来
は新人の研修も行ってもらいます。
・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、社用車の貸与も
可。

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

交通誘導警備員

5人

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）

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

管理技術者

1人

当社において下記の業務を行っていただきます。
・鉄骨、鉄構プラントキャド（ＣＡＤ）のオペ
レーター
・図面の作成およびキャドの作成
・生産管理補助

岩手県宮古市津軽石第１
３地割３６５番地１５

竹田工業　株式会
社

雇用期間の定めなし
キャド（ＣＡＤ）の経験
者、エクセルの基本操作が

できること 岩手県宮古市

ホール及びカウンター

3人

店内でのお客様サービススタッフ業務に従事して
いただきます。
〇ホール業務
・ホールでの接客、スロットコインの補充、空き
パチンコ台の清掃　など

岩手県宮古市長町一丁目
３－２９

株式会社　セント
ラル伸光　セント
ラル宮古店雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
又は8時00分～0時30分の間
の8時間程度

岩手県宮古市

一般事務（宮古営業所）

1人

・電話応対
・伝票整理
・パソコン操作（ワード・エクセル）による見積
書等作成
・小口現金管理

岩手県盛岡市東見前９－
７２

株式会社　セント
ラルオートガラス

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

道路パトロール員（岩泉
町）

1人

沿岸広域振興局岩泉土木センター管内における国
道及び県道のパトロールを行っていただきます。
・路面清掃、側溝清掃、崩土除去、除草
・側溝、道路標識、防護柵等の小修繕
・舗装路面のパッチング、凍上防止剤の散布

岩手県盛岡市仙北１丁目
３－１３

株式会社　吉田測
量設計

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

特記事項に記載のとおり 岩手県下閉伊郡岩泉町



普通自動車免許一種 変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

184,800円～346,500円

正社員 64歳以下 03030-  433301
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
138,600円～231,000円

正社員 64歳以下 03030-  434601
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
138,600円～231,000円

正社員 64歳以下 03030-  435901
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
184,800円～346,500円

正社員 64歳以下 03030-  436101
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

203,150円～215,100円
大型自動車免許あれば尚可

正社員 59歳以下 03030-  437401
１級建築施工管理技士 変形（1年単位）
普通自動車免許一種 (1)8時00分～17時00分

201,230円～319,590円

正社員 59歳以下 03030-  441601

(1)8時15分～17時15分
普通自動車免許一種 154,300円～216,300円

正社員 64歳以下 03030-  443101
社会福祉士

普通自動車免許一種 (1)8時15分～17時15分
147,400円～216,300円

正社員 64歳以下 03030-  444401
介護職員初任者研修修了者

ホームヘルパー２級 (1)8時15分～17時15分
普通自動車免許一種 140,500円～146,500円

正社員以外 不問 03030-  445701
看護師
准看護師 (1)8時15分～17時15分
いずれか 140,600円～239,700円

正社員 64歳以下 03030-  446801
普通自動車免許一種
中型自動車免許 (1)8時30分～17時30分
大型自動車免許 168,800円～185,680円
あれば尚可

正社員以外 不問 03030-  447201
変形（1年単位）
(1)7時30分～16時30分

普通自動車免許一種 250,000円～250,000円

正社員 59歳以下 03030-  449001
変形（1年単位）

162,000円～220,000円

正社員 64歳以下 03030-  452401
調理師 変形（1年単位）

200,000円～300,000円

正社員 64歳以下 03030-  453701
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

139,100円～160,500円 (2)9時00分～18時00分
(3)13時00分～22時30分

正社員以外 不問 03030-  455201
普通自動車免許一種

(1)8時00分～16時30分
186,250円～198,000円

正社員 不問 03030-  457001
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
134,000円～200,000円

正社員 64歳以下 03030-  459601
普通自動車免許一種

(1)9時00分～18時00分
180,000円～250,000円

正社員 59歳以下 03030-  460401

(1)8時00分～17時00分
152,700円～152,700円

正社員 59歳以下 03030-  461701

(1)8時00分～17時00分
152,700円～152,700円

正社員 59歳以下 03030-  462801

3

総務事務／正社員（トライ
アル雇用併用）

2人

来客対応や電話対応の他、経理、労務、人事、法
務などの業務を行っています。
パソコンを使用しての業務となりますので、ＰＣ
スキルを活かして働く事ができます。
慣れてきたら適性を見て経理、労務、人事、法務

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

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

事務員（購買）／正社員
（トライアル雇用併用）

2人

当社は電化製品で使用される「コネクタ」という
電子部品を製造している会社です。
購買部門は、工場で使用する資材や備品等を購
入・管理する部門で現場と仕入れ先との間を繋ぐ
役割を担っています。

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

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

営業／宮古

1人

一般住宅・マンション・アパート等建築物の外
壁・屋根塗装工事の初歩的な営業です。
・塗装工事が必要と思われる住宅等へのチラシポ
スティング作業
・簡単なパソコン操作

岩手県宮古市西町１丁目
７－３６

有限会社　東北ペ
イント

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード、エ
クセル）

岩手県宮古市

整備業務：二戸

1人

レンタル用建設機械及び車輌等の点検整備を行い
ます。
・バックホー、ダンプ、ユニック車、発電機、建
設機械、車両等の点検、整備業務
・不具合があれば現場出向し整備業務の場合もあ

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

整備経験のある方 岩手県宮古市

普通土木作業員「建設」

1人

土木作業業務全般に従事してます。
・道路、水路、上下水道等において手作業による
整地
・コンクリートの練りや充填
・側溝付けなどの構造物の設置作業

岩手県下閉伊郡岩泉町二
升石字坂の下３－１

有限会社　三上建
設

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

介護職員（臨時）「介護」

1人

入所者の介護業務となります。
・入所者（１００名）の身の回りのお世話
・食事、入浴、排せつ、移動などの介助
・リネン交換、掃除、洗濯などの手助
＊介護資格をお持ちの方は尚可

岩手県下閉伊郡山田町山
田第１６地割９－１０

社会福祉法人　正
受会　特別養護老
人ホーム平安荘雇用期間の定めあり（４ヶ

月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

調理師（正社員）

1人

レストラン課配属となり、お客様が注文するメ
ニューの調理全般、食材の発注業務を行います。
メニューは和食、洋食、麺類等が中心です。厨房
内は５～６名で、繁忙期では最大１８０食程度と
なります。チームワークを大事にする方を希望し

岩手県宮古市崎山第４地
割８６－３

株式会社　宮古カ
ントリークラブ

雇用期間の定めなし

又は6時30分～17時00分の
間の7時間以上

岩手県宮古市

ゴルフ場フロント（正社
員）

1人

ゴルフ場のフロントにおいて、下記業務を行いま
す。
・お客さまのチェックイン、チェックアウト、清
算業務
・電話対応、予約管理

岩手県宮古市崎山第４地
割８６－３

株式会社　宮古カ
ントリークラブ

雇用期間の定めなし

ワード・エクセル操作
又は6時30分～17時00分の
間の7時間以上

岩手県宮古市

コンクリート試験係

1人

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

コンクリート技士・コ
ンクリート主任技士

岩手県下閉伊郡山田町飯
岡第６地割２５－１０

株式会社　阿部組

雇用期間の定めなし
コンクリート試験経験者、
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

セールスドライバー

1人

当社において下記の業務を行っていただきます。
・配達、集荷業務、重量物の積み下ろし
・エリアは宮古市～普代村
・免許に応じ、中型車もしくは１ｔバンを使用し
ます。

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根第２地割１３－６

近物レックス　株
式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市、他

看護師／正社員（小山田）
「看護」

1人

・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
・訪問入浴サービス利用者のバイタルチェック、
更衣や入浴介助など


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

訪問ヘルパー「介護」

1人

市内の利用者宅で、家事や介護のヘルパー業務に
従事していただきます。
・朝・昼・夜の時間帯を中心に、１日おおよそ３
件、１件あたり１～２名の職員で訪問
・外出の際には、当施設の車両を使用

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
会雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

岩手県宮古市

社会福祉士／正社員・くら
しネット「介護」

1人

「生活困難者自立支援事業」における業務
・生活や就労に関する相談対応、報告等（パソコ
ン操作あり）
・訪問支援事業　　　　　　
・関係機関との情報提供等

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

介護支援専門員「介護」

1人

・利用者の方の介護サービス計画の作成（３５件
程度）
・介護事業者等との連絡調整
・外出の際には当社会福祉協議会の施設車を使用
市内異動あり（新里・小山田）

介護支援専門員（ケア
マネージャー）

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

建築技術者「建設」

1人

建設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。

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

土木工事、ワード・エクセ
ルができる方

岩手県宮古市

重機オペ運転手及びとび土
工「建設」

1人

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

車両系建設機械(基礎工事
用・整地・運搬・積込用及

び掘削用)運転技能者

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

重機運転経験 岩手県宮古市

型枠大工「建設」

1人

型枠大工として、以下の業務を行っていただきま
す。
・建築現場にて型枠の作製作業
・その他、現場作業も同様に行っていただきます
＊現場は主に宮古市内

岩手県宮古市山口１丁目
２－３１

沢与建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

型枠大工経験者 岩手県宮古市

建築施工管理見習い「建
設」

1人

工事現場での建築施工管理業務全般の見習いを行
います。
・現場代理人の業務のうち、建築施工管理の補助
を担当
・現場は主に宮古市内

岩手県宮古市山口１丁目
２－３１

沢与建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

パソコン操作ができる方 岩手県宮古市

土木施工管理見習い「建
設」

1人

工事現場での土木施工管理業務全般の見習いを行
います。
・現場代理人の業務のうち、土木施工管理の補助
を担当
・現場は主に宮古市内

岩手県宮古市山口１丁目
２－３１

沢与建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

パソコン操作ができる方 岩手県宮古市

大工「建設」

1人

以下の業務を行っていただきます。
・新築、リフォーム作業
・修理、修繕作業
・サイエンスホーム宮古店での新築作業
＊現場は主に宮古市内

岩手県宮古市山口１丁目
２－３１

沢与建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

大工経験者 岩手県宮古市



変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

152,700円～152,700円

正社員 59歳以下 03030-  463201
変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分

138,500円～188,300円 (2)9時00分～18時00分
(3)10時00分～19時00分

正社員 64歳以下 03030-  466301
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
184,000円～200,000円 (2)16時15分～0時30分

正社員 18歳～45歳 03030-  467601
保育士 変形（1ヶ月単位）

159,800円～224,300円

正社員 59歳以下 03030-  469101
看護師 変形（1ヶ月単位）

159,800円～224,300円

正社員 59歳以下 03030-  471201
普通自動車免許一種

(1)8時20分～17時20分
162,800円～179,800円

正社員 59歳以下 03030-  473001
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
206,400円～206,400円 (2)21時00分～6時00分

正社員以外 18歳以上 03030-  474301
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

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-  475601
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
140,000円～200,000円

正社員 40歳以下 03030-  476901
危険物取扱者（乙種） 変形（1ヶ月単位）
危険物取扱者（丙種）

いずれか 150,000円～250,000円
普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 03030-  478401
２級土木施工管理技士
普通自動車免許一種 (1)8時30分～17時30分

400,000円～550,000円

正社員 59歳以下 04010- 7053201
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)12時00分～22時00分
250,000円～350,000円

正社員 64歳以下 04011-  510501
１級土木施工管理技士
２級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

いずれか 361,100円～550,400円
普通自動車免許一種

正社員 69歳以下 03020-  242201
１級土木施工管理技士
２級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

いずれか 361,100円～550,400円
普通自動車免許一種

正社員以外 不問 03020-  245301

(1)8時00分～17時00分
152,700円～152,700円

正社員以外 不問 03030-  386301

(1)8時00分～17時00分
152,700円～152,700円

正社員 59歳以下 03030-  387601

(1)8時00分～17時00分
152,700円～152,700円

正社員 59歳以下 03030-  388901
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

136,500円～139,500円

正社員 64歳以下 03030-  390801
管理栄養士

(1)8時30分～17時30分
180,000円～316,000円

正社員 64歳以下 03030-  391201
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

180,000円～300,000円

あれば尚可
正社員 59歳以下 土木作業 03030-  392501

4

土木作業員「建設」

1人

土木工事の現場作業全般。
・上下水道工事、浄化槽工事、リフォーム工事な
ど
＊一般住宅から公共工事まで幅広く行っていま
す。

岩手県宮古市津軽石第１
４地割３８－４

有限会社　山舘設
備工事

雇用期間の定めなし 車両系建設機械（基礎
工事用）運転技能者

岩手県宮古市

管理栄養士

1人

病院における管理栄養士業務全般を担当していた
だきます。
＊病棟栄養管理、給食管理（栄養管理計画書作
成、食事変更、献立チェック、調理指導、病棟訪
問、事務処理など）

岩手県宮古市保久田８番
３７

特定医療法人　弘
慈会　宮古第一病
院雇用期間の定めなし

基本操作 岩手県宮古市

検査員

1人

工場で製造された製品を、拡大顕微鏡を使用し手
順書通りにチェックする作業です。
チェックの方法は製品毎に異なりますが、専門知
識は不要です。女性問わず男性も歓迎。未経験で
も問題ありません。基本的に残業はありませんの

岩手県下閉伊郡田野畑村
奥地向６９番地【郵送先
は別住所】

有限会社　菊地電
子工業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

金型加工（岩泉）／正社員
（トライアル雇用併用）

2人

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。
コネクタを生産する為には「金型」と呼ばれる金
属製の型が必要です。金型技術者は様々な機械を
使って「金型」の部品を加工するお仕事です。

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

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

現場検査／正社員（トライ
アル雇用併用）

2人

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。
現場検査は顕微鏡や目視で製品に異常がないかを
確認するお仕事です。コネクタを生産する機械の
多くには画像検査機が導入されているので不良品

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

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

社内システム管理

2人

良いモノづくりを支えるための社内システムの構
築及び管理を担当して頂きます。生産性向上の為
の業績システムや在庫管理システムの開発・保守
更新の他、ホームページやＳＮＳの管理など幅広
く担当して頂きます。

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

土木技術者（コンサルティ
ング業務）契約社員

2人

・各官公庁（国交省・農政局・防衛省・県）発注
による土木工事等の施工管理業務・高速道路にお
ける土木現場管理業務です。
・施工業者との打ち合わせ、検査立会い等の補助
業務の他、ＰＣ・ＣＡＤを使用した資料作成及び

岩手県釜石市大渡町２丁
目６番２３号　ＴＲＹビ
ル２階南Ｂ

株式会社　クリエ
イトワークス　釜
石営業所雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
建設現場での実務経験３年

以上
岩手県宮古市、他

土木技術者（コンサルティ
ング業務）

2人

・各官公庁（国交省・農政局・防衛省・県）発注
による土木工事等の施工管理業務・高速道路にお
ける土木現場管理業務です。
・施工業者との打ち合わせ、検査立会い等の補助
業務の他、ＰＣ・ＣＡＤを使用した資料作成及び

岩手県釜石市大渡町２丁
目６番２３号　ＴＲＹビ
ル２階南Ｂ

株式会社　クリエ
イトワークス　釜
石営業所雇用期間の定めなし

建設現場での実務経験３年
以上

岩手県宮古市、他

（まるまつ宮古店）店長・
店長候補

1人

・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。


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

レストランサービス・接客
業を経験の方は優遇します 岩手県宮古市

工事監督支援業務

2人

国土交通省、東北地方整備局発注による公共工事
の発注者支援業務、施工管理、工事関係資料作
成、補助業務に従事していただきます。

宮城県仙台市青葉区小田
原５丁目２－５６　スタ
ジオサイキビル２階

株式会社　エム
エーシー　仙台支
店雇用期間の定めなし

国交省発注土木工事の施工
管理経験者、発注者支援業

務経験者優遇 岩手県宮古市

ガソリンスタンド販売員

1人

給油業務及び配達業務
・車両の誘導、給油、窓ふき、その他付随する業
務
・ミニローリー車を使用しての配達業務
＊配達先は、旧宮古・茂市・豊間根・取引先現場

岩手県宮古市根市第２地
割３３－２

株式会社丸光商事

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

製造兼販売

1人

自社商品の製造・販売
【製造】
・仕込みの補助、出来上がったお酒の瓶詰め、洗
浄、ラベル貼りなど
【販売】

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字太田３０

泉金酒造　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

警備員

2人

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
・踏切警備：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なし

岩手県宮古市

警備員（資格者）

3人

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
・踏切警備：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なし

警備業務 岩手県宮古市

施設管理

1人

宮古山口病院他、法人施設の管理業務をしていた
だきます。
・定期点検の管理
・電気、機械設備の修理対応
・設備の修繕

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

電気、機械設備管理等経験
者

岩手県宮古市

看護師「看護」

1人

あかまえこども園において下記業務を行っていた
だきます。
・保育実務（０歳児クラス）
・日誌や園児の連絡ノート記載
・各計画の作成

岩手県宮古市赤前第３地
割１４－１１

社会福祉法人　慈
愛会

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

保育士「保育」

6人

各園において、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

岩手県宮古市赤前第３地
割１４－１１

社会福祉法人　慈
愛会

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

カウンター及びホールス
タッフ

3人

パチンコ、スロット店のスタッフとして、お客様
に快適に遊技をしていただくためのサービスを提
供する仕事となります。管理者候補としての採用
となります。
・カウンター業務

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中家２６－１

株式会社　ＪＥＣ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

介護職「介護」／正社員

2人

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

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

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

生産管理／正社員（トライ
アル雇用併用）

2人

・お客様からの注文に対し、生産計画を立て日々
の生産数量を確認しながら納期調整を行う生産管
理業務等になります。
・お客様からの問合せ対応、納期回答、棚卸など
電話、ＰＣ操作を中心とした製造事務等になりま

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

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町



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

180,000円～300,000円

２級管工事施工管理技士
正社員 59歳以下 あれば尚可 03030-  394301

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時15分

160,000円～250,000円 (2)18時15分～3時30分

正社員 18歳～64歳 03030-  395601
理学療法士 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時30分
178,000円～195,000円 (2)8時30分～12時30分

正社員 59歳以下 03030-  397101
中型自動車免許

8トン限定中型自動車免許 (1)8時30分～17時30分
あれば尚可 169,900円～174,040円

正社員以外 不問 03030-  399701
はり師 変形（1年単位）
きゅう師 (1)8時30分～17時30分

178,000円～195,000円 (2)8時30分～12時30分

正社員 59歳以下 03030-  400601
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時30分

普通自動車免許一種 161,700円～300,300円

正社員 64歳以下 03030-  401901
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

140,000円～250,000円 (2)20時00分～5時00分

正社員 18歳～35歳 03030-  403401

(1)8時30分～17時30分
主任介護支援専門員 210,000円～280,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03030-  404701
看護師
准看護師 (1)8時30分～17時30分
いずれか 161,600円～240,400円

正社員以外 不問 03030-  408001
准看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
161,600円～238,200円 (2)9時30分～18時30分

正社員以外 不問 03030-  409301
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
174,800円～197,800円

正社員 64歳以下 03030-  410101
保健師、助産師

いずれか (1)8時30分～17時15分
普通自動車免許一種 188,000円～188,000円

正社員以外 不問 03030-  411401
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

185,600円～235,500円 (2)8時30分～12時30分

正社員 59歳以下 03030-  412701

(1)8時30分～17時15分
123,181円～142,683円

正社員以外 不問 03030-  413801
２級土木施工管理技士 変形（1年単位）
普通自動車免許一種 (1)8時00分～17時00分

184,800円～250,000円

正社員 不問 03030-  414201
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
184,800円～231,000円

正社員 不問 03030-  415501
大型自動車免許 変形（1年単位）

普通自動車免許一種 (1)8時00分～16時30分
190,000円～190,000円

正社員 59歳以下 03030-  416001

(1)8時30分～17時15分
147,460円～195,738円

正社員以外 不問 03030-  417301

(1)8時30分～17時30分
134,000円～209,500円

正社員 34歳以下 03030-  418601
美容師 変形（1ヶ月単位）

(1)9時30分～18時30分
150,000円～600,000円

正社員 不問 03030-  419901

5

美容師

3人

当店舗にて、美容業務全般を行っていただきま
す。
・シャンプー、ブロー、ワインディング、カット
など
・その他に電話応対、店舗清掃

岩手県宮古市和見町７番
２２号

有限会社　プレス
テージ（美容室
ＰＲＥＳＴＩＧ
Ｅ）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

プレス金型技術者

1人

プレス金型部品を組み込んで完成させる仕事に従
事していただきます。
・金型部品の調整、研磨、寸法出し、プレス操作
をします。


岩手県下閉伊郡山田町石
峠３－１７－４

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

事務補助

5人

東北地方整備局三陸国道事務所外において、以下
の業務を行っていただきます。
・資料収集、資料整理、書類等のコピー
・パソコンによる書類作成（ワード、エクセル等
使用）などの事務補助

岩手県宮古市藤の川４番
１号

国土交通省　東北
地方整備局　三陸
国道事務所雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
PC(Word,Excel等)が容易に

扱えること
岩手県宮古市

運転手（タンクローリー）

1人

タンクローリーの運転に従事していただきます。
　・化学薬品の運搬業務となります。
　（宮古市から下記運搬地）



岩手県宮古市磯鶏２丁目
４－２３

株式会社　カクヒ
ロ陸運

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木作業員「建設」

2人

以下の業務を行っていただきます。
・土木、舗装の各工事現場での土木作業全般
＊公共工事が主となります
＊宮古市内が中心で、他に下閉伊地区の現場とな
ります

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

雇用期間の定めなし

土木作業経験 岩手県宮古市

土木施工管理技士「建設」

2人

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

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

雇用期間の定めなし

現場管理経験 岩手県宮古市

一般事務／保健福祉課

1人

保健福祉課にて、保健事業の補助に従事していた
だきます。
・パソコン（ワード・エクセル）を使用したデー
タ入力
・文書作成・印刷・フォームへの入力

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） PC操作(Word,Excel)を使い

文書作成,印刷,フォームへ
の入力ができる事 岩手県下閉伊郡岩泉町

医療事務

1人

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）
・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

PC操作(Word,Excel)可能な
方

岩手県宮古市

保健師又は助産師／保健福
祉課「看護」

1人

保健福祉課において、保健活動の補助をしていた
だきます。
・乳幼児健診等の母子保健事業
・災害による被災者支援等
・パソコン（ワード、エクセル）を使用

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） PC操作(Word,Excel)を使い

文書作成,印刷,フォームへ
の入力ができる事 岩手県下閉伊郡岩泉町

土木作業員「建設」

3人

当社請負の各現場にて以下の業務に従事していた
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。）
＊現場は現在、岩泉町・田野畑村が中心となって

岩手県下閉伊郡岩泉町小
本字鈩３０５－１

株式会社　佐藤組

雇用期間の定めなし

現場経験者 岩手県下閉伊郡岩泉町、他

看護職／特養・短所（准看
護師）「看護」

2人

施設入所者（特養・短期入所者）に対する看護業
務
・バイタルチェック、巡回
・服薬準備、確認
・入所の方の記録作成、健康相談等

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

看護職／デイサービス（フ
ル）「看護」

2人

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

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

ケアマネージャー「介護」

1人

ハートランド宮古併設の居宅介護支援事業所の介
護支援専門員業務を行います。
・介護サービス計画の策定および相談業務
・要介護認定の申請代行等
・外出用務の際は、基本的に社用車使用

介護支援専門員（ケア
マネージャー）

岩手県宮古市実田２丁目
５－１０

医療法人　おかだ
外科内科クリニッ
ク雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

プレスオペレーター／山田

2人

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

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

木造大工（見習い可）「建
設」

1人

木造大工に従事します。
・木造住宅の新築、増改築の大工工
・住宅新築、増改築の基礎工事
・現場内での清掃作業
・２ｔ車・軽トラ車による材料の運搬

5トン限定
準中型自動車免許

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中野４５－１１

有限会社　佐藤工
務店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

鍼灸師

1人

・医師の指示のもと、外来患者様への電気療法な
ど理学治療の介助
・レントゲン部において患者様の氏名入力の手伝
い
・院内の清掃など雑務

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

自動販売機サービススタッ
フ

1人

ルート担当者（自動販売機の補充、売上管理者）
の補助業務
・製品仕訳、補充
・売上金、空容器の回収
・自動販売機の清掃活動

岩手県宮古市田鎖第９地
割６０－６

みちのくコカコー
ラボトリング株式
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

理学療法士

1人

・医師の指示のもと、外来患者様への電気療法な
ど理学治療の介助
・レントゲン部において患者様の氏名入力の手伝
い
・院内の清掃など雑務

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

木材加工技術者

3人

・一般住宅向け構造用集成材（柱や土台など）を
作る工場です。
・製材部門：丸太を製材して板を作ります。
・集成材部門：板を人工乾燥した後、４～５枚の
板を貼り合わせ、柱等の角材を作ります。

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

配管工「建設」

1人

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。

岩手県宮古市津軽石第１
４地割３８－４

有限会社　山舘設
備工事

雇用期間の定めなし 車両系建設機械(基礎工
事用)運転技能者

岩手県宮古市



８トン限定中型自動車免許 変形（1年単位）
中型自動車免許 (1)8時00分～17時00分

いずれかあれば尚可 180,000円～210,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03030-  420701
準中型自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
180,000円～210,000円

正社員 30歳以下 03030-  421801
薬剤師 変形（1年単位）

(1)9時00分～17時30分
300,000円～350,000円 (2)9時00分～13時00分

正社員 不問 03030-  423501
普通自動車免許一種 交替制（シフト制）

(1)6時00分～15時00分
170,000円～170,000円 (2)9時00分～15時00分

正社員 35歳以下 03030-  424001
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

164,160円～172,800円

正社員以外 不問 03030-  425301
変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分

139,500円～235,400円 (2)8時45分～17時45分
(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030-  426601
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

いずれか 251,500円～353,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03040-  445201
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時30分
150,000円～170,000円 (2)8時00分～15時00分

正社員 59歳以下 03040-  455001
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
214,668円～256,167円

正社員 59歳以下 04010- 6564001
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
215,600円～275,000円

正社員以外 不問 12010- 4227701
ホームヘルパー２級 変形（1ヶ月単位）
福祉用具専門相談員 (1)9時00分～18時00分

あれば尚可 148,000円～198,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03010- 2272001
三級自動車整備士 変形（1年単位）
普通自動車免許一種 (1)8時45分～17時15分

166,000円～206,000円

正社員 59歳以下 03010- 2388901
普通自動車免許一種

(1)9時00分～18時00分
200,000円～300,000円

正社員 不問 03020-  209201
変形（1年単位）
(1)8時00分～18時30分

145,800円～145,800円 (2)21時30分～8時00分

正社員以外 18歳以上 03030-  344001
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時30分

144,150円～145,200円 (2)16時30分～1時00分
(3)23時30分～8時00分

正社員以外 18歳以上 03030-  345301
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
138,240円～164,160円 (2)7時00分～16時00分

(3)9時30分～18時30分

正社員以外 不問 03030-  347901
栄養士 変形（1ヶ月単位）

普通自動車免許一種 (1)8時30分～17時30分
167,700円～176,900円

正社員 64歳以下 03030-  348101
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
特定自主検査業者免許 (1)8時30分～17時30分

286,000円～327,000円

正社員 59歳以下 03030-  353301
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時30分
348,000円～425,000円

正社員 59歳以下 03030-  354601
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時30分
272,000円～325,000円

正社員 59歳以下 03030-  355901

6

修理（保守管理）／宮古営
業所

1人

建設機械の修理、サービスマン補助業務全般
建設機械等の修理とメンテナンス業務に従事して
いただきます。
＜対象機械＞
・機械は油圧ショベル及びトラック等になりま

岩手県宮古市高浜４丁目
４４－１

東亜リース株式会
社　宮古営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業／宮古営業所

1人

当事業所において、建設会社への建設機械・車両
（油圧ショベル、トラック等）レンタル販売の
ルート営業業務に従事していただきます。

○営業範囲：岩手県内

岩手県宮古市高浜４丁目
４４－１

東亜リース株式会
社　宮古営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

修理／宮古営業所

1人

建設機械等の修理とメンテナンス業務、及び特定
自主検査業務に従事していただきます。

＜対象機械＞
・機械は油圧ショベル及びトラック等になりま

岩手県宮古市高浜４丁目
４４－１

東亜リース株式会
社　宮古営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

栄養士

1人

栄養士業務に従事していただきます。
・入居者様３９名の食事管理
・入居者様と一緒におやつ作り（月イベント４回
程度）
・日々のメニュー掲示用作成、委託業者との打合

岩手県下閉伊郡田野畑村
奥地１３番地

社会福祉法人　山
栄会　特別養護老
人ホーム　リアス
倶楽部

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

介護員／さくらつつみ「介
護」

1人

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。

岩手県宮古市長根４－１
３－１

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

合板工（交替制あり）

1人

合板の製造、加工業務を行います。
・合板を加工機械に挿入する作業と加工作業
・難しい機械操作は行いません。最初は単材（畳
くらいの薄い板）を乾燥機に装入する作業
・細かな単板をつなげる作業

岩手県宮古市磯鶏２丁目
３－１

ホクヨープライ
ウッド株式会社宮
古工場雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

合板工（交替制あり）／藤
原工場

1人

藤原工場において、合板の製造、加工業務を行い
ます。
・原木（丸太）を機械に挿入し、切断する作業
・切断した板を切削し、薄い単板に加工する作業


岩手県宮古市磯鶏２丁目
３－１

ホクヨープライ
ウッド株式会社宮
古工場雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

コンサルティング営業【地
域社員】

1人

＊損害保険および生命保険のコンサルティング営
業を担当していただきます。
　・損害保険、生命保険のご案内
　・プランの見直しや新商品のご提案
　・損害サービス対応

岩手県釜石市中妻町２－
２－１１　山一ビル３階

株式会社　東京海
上日動パートナー
ズ東北　釜石支社雇用期間の定めなし

基本的なPC操作と文章作成
スキル（できればワード、

エクセル） 岩手県宮古市、他

自動車整備士（宮古営業
所）

1人

宮古営業所において自動車整備を行っていただき
ます。
・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

岩手県盛岡市三本柳１－
２４

盛岡いすゞモー
ター　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

福祉用具選定相談員（三陸
営業所）

1人

福祉用具の選定、販売、住宅改修、レンタルに係
る営業、介護用品の販売。
＊営業エリアは宮古市近郊
＊施設・個人宅などを訪問します。
＊社用車（ワンボックス）を使用。

岩手県盛岡市上ノ橋町８
－８

第一商事　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木作業員／岩手県宮古市

2人

・土木作業の作業員を募集します。
・土砂の掘削や埋戻し、コンクリートの練りや充
填等の作業となります。
（トンネル内の作業が中心になります）
・主に職人さんの手元中心の雑工となります。

千葉県千葉市稲毛区長沼
町４０番地１

株式会社　三協

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

営業

1人

営業職（ルートセールス）
配属先の営業所におけるルートセールス
得意先を営業車で巡回し、納品及び受注をとる
主に工場等のお客様へ訪問し、工具や機械の提案
や情報提供を行います。

宮城県仙台市若林区卸町
３丁目７－５

株式会社　植松商
会

雇用期間の定めなし

社会人経験有（営業経験有
の方尚可）

岩手県宮古市、他

事務（宮古営業所）

1人

◎主力は屋根材のオーダーメイド生産、販売で、
他にキッチン、トイレ、サッシ等の住設機器、フ
ロア材等、国内主要メーカー品も取扱い、営業活
動をしています。これに関する電話応対、接客、
伝票入力処理等が主な事務業務です。

岩手県花巻市卸町１６ 株式会社　坂田建
材

雇用期間の定めなし

商業簿記３級程度の知識、
PC操作(Word,Excel)

岩手県宮古市

土木施工管理技士　「建
設」

2人

◎土木工事施工管理業務に従事します。
・公共工事（橋梁・トンネル・舗装・土木全般）
を主に担当します。特に橋梁・トンネル補修に強
みを持つ会社です。
・調査・計画および工事写真撮影・測量を行い、

岩手県花巻市東和町安俵
２区１１番地

株式会社　大久保
建設

雇用期間の定めなし

現場施工管理経験のある方 岩手県宮古市、他

介護員「介護」

2人

入所や通所高齢者や心身に障がいの有る介護サー
ビスに従事します。対応する入居者は８５名程度
です。
・食事、入浴、排せつ、移動、散歩、趣味活動等
の介助

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

加工従業員（臨時従業員短
期）

20人

ボイルわかめの加工作業となります。
＊わかめを釜に入れて炊き作業
＊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

岩手県宮古市田老３丁目
２番１号

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

配達・発送業務

1人

牛乳、乳製品を個人宅（おおよそ１００件）のお
客様に配達業務と発送業務を行います。週２日配
達で週３日が発送業務を予定しています。
●配達／エリアは曜日毎に変ります。（盛岡市近
郊、久慈市、宮古市、田野畑村）使用する車は軽

岩手県下閉伊郡田野畑村
蝦夷森１６１－３

田野畑山地酪農牛
乳　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

薬剤師

2人

・飲み合わせや副作用、用法・用量などのチェッ
ク
・患者さんに合わせた調剤、調剤に伴う事務処理
・服薬に関する説明、ＯＴＣ医薬品の販売
＊飲み合わせや副作用、用法・用量などのチェッ

岩手県宮古市向町２－４
０

合資会社　健康堂
薬局

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

運搬および水産加工（鮮魚
部門）

1人

運搬及び水産加工業務に従事します。
・魚市場から当社工場や田老工場へ鮮魚等を２ｔ
トラックで運搬します。
・工場内での出荷作業や選別、包装など水産加工
及び鮮魚業務。鮮魚（１０ｋｇ位）を取扱いま

岩手県宮古市日立浜町８
番２３号

株式会社　おがよ
し

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

運搬および水産加工（冷
凍・鮮魚）

1人

運搬及び水産加工業務に従事します。
・魚市場から当社工場や田老工場へ鮮魚等を２ｔ
又は４ｔトラックで運搬します。
・工場内での出荷作業や選別、包装など水産加工
及び鮮魚業務にも従事していただきます。

岩手県宮古市日立浜町８
番２３号

株式会社　おがよ
し

雇用期間の定めなし

４ｔトラック運転経験 岩手県宮古市



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

145,000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-  363101
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
216,000円～312,000円

正社員 不問 03030-  365701
普通自動車免許ＡＴ 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
147,200円～168,000円

正社員 64歳以下 03030-  366801
看護師
准看護師 (1)8時20分～17時20分
いずれか 193,500円～251,100円

普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 03030-  367201
介護福祉士 変形（1ヶ月単位）

(1)8時20分～17時20分
143,900円～143,900円

正社員 59歳以下 03030-  368501
精神保健福祉士 変形（1ヶ月単位）

普通自動車免許ＡＴ (1)8時20分～17時20分
180,100円～180,100円

正社員 59歳以下 03030-  369001
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
141,200円～141,200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-  370901
普通自動車免許一種

(1)9時00分～17時00分
140,000円～140,000円 (2)9時00分～15時00分

正社員 30歳以下 03030-  374801
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～18時00分

175,000円～190,000円 (2)8時30分～13時45分

正社員以外 不問 03030-  376501
大型自動車免許 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～16時30分
133,800円～133,800円

正社員 59歳以下 03030-  379601
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時00分

156,100円～156,100円

正社員以外 不問 03030-  380401
大型自動車免許 変形（1年単位）

普通自動車免許一種 (1)8時30分～17時00分
140,000円～230,000円 (2)12時00分～20時30分

正社員 不問 03030-  381701
危険物取扱者（乙種）
普通自動車免許一種 (1)8時30分～17時00分

150,000円～220,000円 (2)8時30分～12時00分

正社員 35歳以下 03030-  382801
大型自動車第二種免許 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
203,400円～237,000円

正社員 59歳以下 03030-  384501
大型自動車免許 変形（1年単位）

(1)6時00分～15時00分
226,500円～263,500円 (2)7時00分～16時00分

(3)8時00分～17時00分

正社員 59歳以下 03030-  385001
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
200,000円～320,000円

正社員 40歳以下 03040-  427401
１級建築施工管理技士 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級建築士等あれば尚可 250,000円～500,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03080-  518001
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
154,000円～216,500円

正社員 40歳以下 04080-  474701
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時45分～17時45分
189,000円～241,000円 (2)10時45分～19時45分

(3)12時15分～21時15分

正社員 35歳以下 15070- 1061901
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時45分～17時45分
189,000円～241,000円 (2)10時45分～19時45分

(3)12時15分～21時15分

正社員 35歳以下 15070- 1062101

7

店舗運営職・幹部候補（ナ
ショナル社員）

1人

販売からスタートし、将来的には大型店店長や地
域マネジャー、バイヤー（仕入担当）等、会社全
体を牽引していく幹部社員を目指していただく職
種です。
まずはホームセンターでの接客、販売、売場づく

新潟県新潟市南区清水４
５０１番地１

株式会社　コメリ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

店舗運営職・幹部候補（ナ
ショナル社員）

1人

販売からスタートし、将来的には大型店店長や地
域マネジャー、バイヤー（仕入担当）等、会社全
体を牽引していく幹部社員を目指していただく職
種です。
まずはホームセンターでの接客、販売、売場づく

新潟県新潟市南区清水４
５０１番地１

株式会社　コメリ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

営業（山田営業所）

1人

○屋根工事（瓦屋根等）で工務店中心にルート
セールス及び現場監理業務に従事して頂きます。

※初めは営業責任者につき補助作業を行って頂き
ますので、安心してご応募ください。

宮城県気仙沼市松川前１
３５番地

株式会社　ヤマサ
カ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

建築施工管理技士又は土木
施工管理技士　「建設」

2人

県内沿岸（宮古市～陸前高田市）の各建設現場に
おいて、建築又は土木建築工事に係る設計・工程
及び施工管理等の業務を行って頂きます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　

岩手県大船渡市盛町字田
中島２７‐１

株式会社　佐賀組

雇用期間の定めなし

建築施工管理又は土木施工
管理の実務経験者優遇

岩手県宮古市、他

工事作業員　「建設」

2人

◎主に橋梁補修工事の現場作業を行います。

　・未経験者でも指導致します。
　・資格取得制度あります。費用は会社で負担し
ます。資格取得の意欲のある方を希望します。

岩手県花巻市東和町安俵
２区１１番地

株式会社　大久保
建設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

ダンプ運転手

1人

各工事現場において、大型ダンプ（１０ｔ車）の
運転業務に従事していただきます。
・主に土砂、砕石等の運搬
・その他日々の業務として、車両の点検、運転日
報、洗車

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中家１２番地１

岩泉自動車運輸
株式会社

雇用期間の定めなし

又は5時30分～20時00分の
間の7時間程度

岩手県宮古市

バス運転手

2人

・町民バス（路線バス）や貸切バスの運転業務
・バスの点検、運転日報、洗車など

＊町民バスは中型バス、貸切バスは主にマイクロ
バスの運転となります。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中家１２番地１

岩泉自動車運輸
株式会社

雇用期間の定めなし

又は5時30分～21時00分の
間の7時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

燃料の配達業務

1人

・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。

岩手県宮古市港町１番２
２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

運行管理スタッフ（正社
員）

1人

運営部に所属し館内業務（フロント・レストラ
ン・宴会・客室係などの業務のいずれか）を受け
持ちながら、下記の送迎バスの運行業務に従事し
ていただきます。
・大型バスや中型バスによる、宿泊・宴会・婚礼

岩手県宮古市日立浜町３
２－４

株式会社　浄土ヶ
浜パークホテル

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務職員

1人

当協同組合総務部指導課で下記の業務を行ってい
ただきます
・漁船保険、漁業共済関係事務、漁船登録関係事
務
・ウニ、アワビの口開け時、洋上での検査

５トン限定
準中型自動車免許

岩手県宮古市光岸地４番
４０号

宮古漁業協同組合

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

トラック運転手

1人

大型トラックの運転（運行範囲：宮古市内～東北
各地）
・ベニヤ板・製材等の建築資材や肥料等の荷物の
積卸作業やトラックの整備点検


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

調剤事務・調剤助手

1人

薬局業務に従事します。
・患者様の受付等の接客
・処方箋調剤に係る負担金の計算・調剤の補助
・調剤報酬請求事務
・店舗清掃等の職場の維持管理

岩手県宮古市和見町８番
２７号

有限会社　かもめ
薬局

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

自動車整備補助

1人

自動車整備士の補助作業を行います。
・車検に伴う整備補助、鈑金補助、部品取り外し
・タイヤ交換、洗車、引取りや納車業務など
＊担当が指導しますので、車に興味がある方ぜひ
応募下さい

岩手県宮古市大通３丁目
１－１３

和山自動車販売
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

生活支援員

1人

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）の付き添いなどで、社用車を運
転
・未経験者の方大歓迎

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

精神保健福祉士

2人

当法人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

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「介護」

1人

・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

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）「看護」

2人

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


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

建築大工見習い「建設」

1人

当社施工請負各現場にて勤務
・住宅の新築工事、一般住宅やアパート等のリ
フォームの手元作業、他公共工事など
・現場の掃除、資材の準備や運搬、木造住宅の構
造組み立て、基礎工事など

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

岩手県宮古市、他

建築大工「建設」

1人

当社施工請負各現場にて勤務
・住宅の新築工事、一般住宅やアパート等のリ
フォーム工事の施工、他公共工事など
・取得免許によりトラック２ｔ車や社用車の運転
あり

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

大工としての現場経験 岩手県宮古市、他

介護職員「介護」

2人

地域密着型特別養護老人ホームと併設ショートス
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、利用者・家

岩手県下閉伊郡田野畑村
奥地１３番地

社会福祉法人　山
栄会　特別養護老
人ホーム　リアス
倶楽部

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


