
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
(1)7時00分～16時00分

135,680円～135,680円 (2)9時00分～18時00分
(3)10時30分～19時30分

正社員以外 不問 03030-  755301
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

151,200円～216,000円

正社員 18歳～64歳 03030-  756601
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

138,078円～151,920円 (2)20時30分～5時30分

正社員以外 18歳以上 03030-  758101
変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～15時45分

140,640円～194,720円 (2)9時00分～17時45分
(3)10時00分～18時45分

正社員以外 不問 03030-  759401
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
150,000円～180,000円

正社員 不問 03030-  760201
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
145,000円～148,000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-  761501
変形（1ヶ月単位）
(1)5時00分～14時00分

165,000円～300,000円 (2)14時00分～23時00分

正社員 18歳～64歳 03030-  762001
大型自動車第二種免許 変形（1年単位）

161,500円～200,000円

正社員以外 不問 03030-  763301
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

160,000円～220,000円

正社員 35歳以下 03030-  764601
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
192,000円～216,000円 (2)8時00分～16時20分

正社員 不問 03030-  765901

(1)9時30分～19時20分
145,000円～150,000円 (2)9時30分～14時00分

正社員 35歳以下 03030-  767401
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～172,800円

正社員 不問 03030-  768701
変形（1年単位）
(1)8時15分～17時15分

136,868円～136,868円

正社員以外 64歳以下 03030-  769801
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
165,000円～175,000円

正社員以外 不問 03030-  772901
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

230,000円～270,000円

正社員 59歳以下 03030-  773101
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
173,250円～207,900円

正社員 59歳以下 03030-  774401
准看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時20分～17時20分
165,700円～225,900円 (2)16時30分～0時30分

(3)0時30分～9時30分

正社員 59歳以下 03030-  775701
作業療法士

(1)8時20分～17時20分
200,000円～244,800円

正社員 59歳以下 03030-  776801

1

介護職員「介護」

2人

施設入所者数１８名（認知症の方）を対象とし
た、入所者の介護を行います。
・身の回りの世話、食事、排泄、入浴の介助
・その他、移動介護、掃除、調理、洗濯など
・入居者を、受診のため病院へ社用車で送迎する

岩手県下閉伊郡田野畑村
机２９９

中城興産株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡田野畑村

交通誘導警備員

5人

道路工事現場や建設工事現場で歩行者や一般車
両、工事車両の安全を確保するための交通誘導を
行います。
・現場は主に宮古、下閉伊地域となります。
・他にもイベント会場での駐車場、一般来場者等

岩手県宮古市神田沢町１
番２３号

株式会社　セーフ
ティーガード

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

     （3月6日時点の内容です）

　　３月２日　から　３月６日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　３月１９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

コネクター製造オペレー
ター

1人

空調の効いた明るい工場内で下記の業務を担当し
て頂きます。プレス機、射出成形機、自動組立機
などのオペレーション業務。自動で動きますので
停止が発生した時の対応や材料補給などの軽作業
となります。

岩手県宮古市田鎖９地割
５５番地１

株式会社　エム・
アイ・テイー　東
北工場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」

2人

施設入所者の生活介護業務を行います。
・入所者の日常生活の車椅子、歩行、食事介助や
水分補給、口腔清拭、手洗い、排泄介助、オムツ
交換、入浴、更衣介助、寝具交換、臥床介助、ふ
れあいケアなど

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中家４０

社会福祉法人　恩賜
財団済生会支部岩手
県済生会　特別養護
老人ホーム　百楽苑

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

パソコン入力ができること
（初級程度）

岩手県下閉伊郡岩泉町

ガス、水道業務・営業

1人

主にガス機器取り付け、修理、点検、検査などの
ガス業務・保安業務を行っていただきます。
・山田町内の一般家庭宅へ社用車を使用して訪
問・営業
・資格取得後はガス配管、水道配管工事の業務

岩手県下閉伊郡山田町長
崎３丁目２番１０号

山田ガス　有限会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

介護職員／正社員以外（有
料老人ホーム）「介護」

1人

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


岩手県宮古市刈屋１２－
３

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

レストランスタッフ（正社
員）

1人

朝食、夕食レストランの運営をメインで行ってい
ただきます
【主な業務内容】
○接客
○調理

岩手県宮古市藤の川１５
番地３８号

ルートインジャパ
ン株式会社　　ホ
テルルートイン宮
古

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

運転手（田野畑）

2人

バスの運転業務を担当していただきます。
・村民バスの運転、管理業務
・大型バス、中型バス、小型バスでホテルや学
校、葬儀等の送迎バスの貸切運転業務
・その他、指示された業務及び上記に付随する業

岩手県下閉伊郡田野畑村
菅窪３３－１４

東日本交通株式会
社　田野畑営業所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

又は5時30分～19時30分の
間の7時間程度

岩手県下閉伊郡田野畑村

作業員（伐採、造林）

2人

山林での伐採、造林作業に従事していただきま
す。
・整地、間伐、苗木を植える
・山林作業は通年あり３～６名で作業をしていま
す。

岩手県下閉伊郡岩泉町浅
内字松野４５－１２

株式会社　吉本
岩泉事業所

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

造林・伐採作業員

1人

造林作業に従事します。
・チェンソーや刈り払機使用し地拵、植付、下刈
作業
・５名で作業
・現場へは会社から乗合で出発または直行直帰と

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根第２地割５６番地１
８

宮古地区国有林材
生産協同組合

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

歯科衛生業務及び受付事務

1人

当医院において、歯科衛生業務と受付事務に従事
していただきます。
【歯科衛生業務】
・歯科器具の準備、片付け、消毒
・医師の指示において治療の補助

岩手県宮古市小山田２丁
目７－６９

伊藤歯科医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員「介護」

2人

デイサービスの介護業務全般に従事していただき
ます。
・１５名程度の利用者の方を５名の職員で介護い
たします
・食事、入浴、排せつ介助

岩手県下閉伊郡山田町石
峠第２地割３５

特定非営利活動法
人　石峠宅老所

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

水産加工員

1人

主に生イカの加工業務を行います。
・イカの生処理作業（皮むき、腹割り等）
・刺身作り工程での計量や盛り付け
・パック・包装や箱詰め作業
加工品は冷凍商品として出荷されます。

岩手県宮古市長町２丁目
３－１

共和水産　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務

1人

浄土ヶ浜レストハウスにおいて主に下記の業務を
行っていただきます。
・書類の作成と整理や伝票のまとめ
・電話や来客対応など事務担当者の補助的作業
・銀行用務など

岩手県宮古市宮町一丁目
１番８０

一般社団法人　宮
古観光文化交流協
会雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
パソコン(Word,Excel)基本

入力程度ができる方
岩手県宮古市

土木施工管理技士「建設」

1人

土木工事現場においての、工事の監督・指導全般
・主に公共工事を請負っており、施工計画の立
案、工事監理、打ち合わせなど
・使用する資材、機械の手配や管理
・図面や計画書、報告書などの作成にはパソコン

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字村木７４

横屋建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

建設作業員「建設」

1人

土木・建築等建設工事に関する工事全般に従事し
ていただきます。
・主に公共工事などの建設責任者の手元及び土木
作業、資材の運搬など
・現場へ移動は乗合で社用車を使用、直行直帰の

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字村木７４

横屋建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

准看護師「看護」

1人

山口病院または介護老人保健施設における診療の
補助、療養上の世話をしていただきます。
・医療器具のメンテナンスや準備、服薬管理、生
活の見守り、医師の指示による看護業務全般
・状況により洗濯、雑務等

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

1人

山口病院又は介護老人保健施設における入所者・
通所者等のリハビリテーションに従事していただ
きます。
・作業治療を用いた心身の機能回復訓練や指導・
援助

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

◎ 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３月１２日発行  



理学療法士
(1)8時20分～17時20分

200,000円～244,800円

正社員 59歳以下 03030-  777201
普通自動車免許一種 フレックス

(1)8時30分～17時30分
150,400円～202,200円

正社員 不問 03030-  778501
普通自動車免許一種 フレックス

(1)8時30分～17時30分
158,300円～211,600円

正社員 不問 03030-  779001
大型自動車免許 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
208,800円～278,400円

正社員 不問 03030-  780901
普通自動車第二種免許 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～17時00分
137,144円～137,144円

正社員 64歳以下 03030-  781101
８トン限定中型自動車免許 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-  782401
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-  783701
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
150,000円～250,000円 (2)17時30分～8時30分

正社員 64歳以下 03030-  784801
言語聴覚士

普通自動車免許ＡＴ (1)8時30分～17時30分
240,000円～500,000円

正社員 64歳以下 03030-  785201
理学療法士

普通自動車免許ＡＴ (1)8時30分～17時30分
240,000円～500,000円

正社員 64歳以下 03030-  786501
作業療法士

普通自動車免許ＡＴ (1)8時30分～17時30分
240,000円～500,000円

正社員 64歳以下 03030-  788301
準中型自動車免許 変形（1ヶ月単位）
普通自動車免許一種 (1)8時00分～17時00分

154,700円～205,000円

正社員 不問 03030-  790401
大型特殊自動車免許 変形（1年単位）
移動式クレーン運転士 (1)8時00分～17時30分
普通自動車免許一種 184,000円～345,000円

正社員 64歳以下 03030-  791701
準中型自動車免許 変形（1ヶ月単位）
普通自動車免許一種 (1)8時00分～17時00分

175,000円～225,000円

正社員 不問 03030-  792801
大型自動車免許 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
195,500円～195,500円

正社員 不問 03030-  793201
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時30分
184,000円～345,000円

正社員 64歳以下 03030-  794501
普通自動車免許一種

(1)9時00分～17時30分
150,000円～260,000円 (2)9時00分～15時00分

正社員 59歳以下 03030-  795001
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
161,700円～300,300円

正社員 不問 03030-  796301
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

普通自動車免許ＡＴ 175,000円～220,000円

正社員 59歳以下 03030-  797601
普通自動車免許一種

(1)7時00分～16時00分
150,416円～171,360円 (2)8時00分～18時00分

(3)9時00分～19時00分

正社員 不問 03030-  799101

2

営業事務

1人

コンサルティングサポート業務
・保険会社が提供するソフトを使用して、保険見
積等作成
・その他の文書作成（ワード・エクセル使用）
・保険金、給付金請求サポート

岩手県宮古市実田１丁目
３－３

有限会社　村上保
険サービス

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

理学療法士

1人

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

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

重機オペレーター

2人

岩泉町中里地区の当社生コン工場内において重機
オペレータ業務に従事していただきます。
・ローダなどの重機を操作して、砕石やコンク
リート製品の運転作業
・その他、上記に付随する業務

岩手県下閉伊郡岩泉町門
字中瀬５１－８

小野新建設　株式
会社車両系建設機械（整

地・運搬・積込用及び
掘削用）運転技能者

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

営業

1人

・お客様のライフプランに合わせた保険をはじめ
とする商品のコンサルティング業務
・お客様を訪問し保険契約更新等の際の会社案
内、情報提供


岩手県宮古市実田１丁目
３－３

有限会社　村上保
険サービス

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

現場代理人「建設」

1人

工事現場での管理業務全般を行います。
・現場代理人の業務を担当
・現場は主に宮古市内
弊社は公共工事（道路・ダム・下水道など）か
ら、一般の建築工事（新築・リフォーム）の他

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
　

現場管理業務の経験者、パ
ソコン操作ができる方

岩手県宮古市

運転手

2人

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

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

総合職

1人

○医療事務業務（受付窓口、レセプト作成、病棟
クラーク事務、診療録の保管整理等）
○総務業務（労務管理、経理関係、環境整備等）
○薬剤業務（薬剤師の補助。処方箋に基づき薬仕
訳、処方箋管理、接客等）

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

パソコン操作が出来る方 岩手県宮古市

大工見習い

1人

以下の業務を行っていただきます。
・新築、リフォーム作業の補助
・修理、修繕作業の補助
・サイエンスホーム宮古店での新築作業補助


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

岩手県宮古市

理学療法士

2人

・入院及び外来患者様のリハビリテーション（理
学療法）
・患者様の自宅で行う訪問リハビリテーション
（理学療法）
・東日本大震災で被災された方々に対する生活支

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

言語聴覚士

2人

・入院及び外来患者様のリハビリテーション（言
語療法）
・患者様の自宅で行う訪問リハビリテーション
（言語療法）
・東日本大震災で被災された方々に対する生活支

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

配管工及び配管工見習い
「建設」

2人

配管工事の現場作業全般を行います。
・主に公共事業、水道配管工事などで上下水道工
事に係る給水や排水など衛生配管の現場作業
・上記に付帯する業務


岩手県宮古市太田２丁目
４番４４号

有限会社　マツモ
ト機材工業

雇用期間の定めなし

配管工経験あれば尚可 岩手県宮古市

作業療法士

2人

・入院及び外来患者様のリハビリテーション（作
業療法）
・患者様の自宅で行う訪問リバビリテーション
（作業療法）
・東日本大震災で被災された方々に対する生活支

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

土木作業「建設」

2人

公共事業、水道配水管工事などの現場における土
木作業を行います。
・上下水道工事に係る給水や排水など衛生配管の
現場作業
・手作業での掘削やコンクリート打ち、運搬作業

岩手県宮古市太田２丁目
４番４４号

有限会社　マツモ
ト機材工業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

クレーンオペレーター「建
設」

1人

建設現場において、
・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などの業務に従事
＊現場により直行直帰の場合もあります

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

営業兼ＣＡＤオペレーター

1人

事務所または建設現場において、
・図面作成のためのＣＡＤ作業業務
・現在、一般住宅や橋桁、防潮堤など様々な工事
を行っており、その工事に係る業務
・現場打合せしたものを作図

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

ダンプ・重機運転手「建
設」

1人

ダンプトラック、バックホー、ローダー等の運転
業務を行います。
・砂利、砕石を掘削する業務
・原石を活條施設まで運搬する業務
・砂利と砕石の製品を、主に田野畑地区、岩泉地

岩手県下閉伊郡田野畑村
日蔭５７番地４

有限会社　下閉伊
採石車両系建設機械(整地・運

搬・積込用及び掘削用)運
転技能者あれば尚可

雇用期間の定めなし

ダンプ並びに重機運転経験
者

岩手県下閉伊郡田野畑村

土木作業員「建設」

1人

・各現場において、土木作業に従事していただき
ます。
・屋外作業となります。
・当社では社員との連携やコミュニケーション、
協調性を大切にする方を希望します。

岩手県宮古市根市第６地
割７番地１

有限会社　伊藤総
業車両系建設機械(整地・運

搬・積込用及び掘削用)運
転技能者あれば尚可

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

自動車販売営業員

2人

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。
納車の際にトラックを運転する為、中型自動車の
運転免許をお持ちの方は尚よろしいですが、入社
後の取得も可能です。

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

ガソリンスタンド販売員

2人

当社ガソリンスタンドでにおいて、下記の業務を
行っていただきます。
・車両の誘導、ガソリン・軽油の給油、タイヤ交
換
・その他付随する業務全般

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－１５８－１

株式会社　荒川ス
タンド

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）「介護」

1人

介護支援専門員（ケアマネージャー）として、主
に以下の業務を行っていただきます。
・利用者のケアプランの作成
・介護認定調査の実施
・家族との連絡、相談、調整などの業務

介護支援専門員（ケア
マネージャー）

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

経験者 岩手県下閉伊郡山田町



変形（1年単位）
(1)8時00分～20時00分

160,000円～250,000円 (2)20時00分～8時00分

正社員 18歳～64歳 03030-  800001
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時00分
182,000円～312,000円

正社員 59歳以下 03030-  801301
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
126,400円～128,000円

正社員 64歳以下 03030-  802601
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)7時00分～16時00分
145,100円～169,000円 (2)7時30分～16時30分

(3)9時00分～18時00分

正社員以外 不問 03030-  803901
歯科衛生士 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～18時30分
167,000円～187,000円

正社員 不問 03030-  804101
大型自動車免許 変形（1年単位）
玉掛技能者 (1)8時00分～17時00分

車両系建設機械 188,600円～211,600円
移動式クレーン

普通自動車免許一種
正社員 59歳以下 大型自動車運転経験 03030-  805401

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

130,000円～145,000円 (2)20時00分～5時00分

正社員 18歳～59歳 03030-  806701
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

130,000円～160,000円

正社員 59歳以下 03030-  807801
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時30分
195,000円～320,000円

正社員 59歳以下 03060- 1298001
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～245,000円

正社員 59歳以下 03060- 1299301
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
209,700円～349,500円

正社員 不問 04010-12659001
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～16時30分
170,000円～170,000円 (2)16時00分～0時00分

正社員 18歳～64歳 03010- 5105401
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
176,000円～220,000円

正社員 59歳以下 03020-  386401
1,2級土木施工管理技士 変形（1年単位）
1,2級建設機械施工技士 (1)8時00分～17時00分

いずれか 250,000円～300,000円
普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 　工事現場施工管理等 03020-  387701
交替制（シフト制）

138,240円～155,520円

正社員以外 不問 03030-  686101
２級建築施工管理技士 変形（1年単位）
２級土木施工管理技士 (1)8時00分～16時30分

153,680円～226,000円

普通自動車免許一種
正社員 不問 あれば尚可 03030-  689801

普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分

145,100円～169,000円 (2)9時30分～18時30分
(3)12時00分～21時00分

正社員以外 不問 03030-  691601
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時30分
145,000円～230,000円

正社員 35歳以下 03030-  692901
介護職員初任者研修修了者 交替制（シフト制）
ホームヘルパー２級 (1)8時15分～17時15分

いずれか 140,500円～146,500円 (2)6時00分～15時00分
(3)10時15分～19時15分

正社員以外 不問 03030-  693101
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-  694401

3

内装工（見習い可）「建
設」

1人

当社において、主に久慈から陸前高田までの建設
現場における内装工事
・天井、壁の軽量鉄骨の下地組み、ボードなどの
仕上げ工事
・その他、付随する業務

岩手県宮古市実田二丁目
４－４

有限会社　マルゼ
ン建装

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

発電維持・運搬作業（ボイ
ラー管理）

2人

木質バイオマス発電所内において、
・機械への燃料の投入作業
・構内での木材の運搬作業
・バックホー、ローダー等の運転
・装置の運転、操作、点検、保守等の業務

車両系建設機械(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

ボイラー運転経験 岩手県宮古市

介護員「介護」／紫桐苑

1人

特別養護老人ホームに入所されている方の生活支
援が主な仕事になります。
・具体的には、食事・入浴・排泄・移動等の介
助、趣味や余暇活動へのサポートです。
・入所者は定員６０名（長期入所５０名、ショー

岩手県宮古市茂市第１地
割１１５番地１

社会福祉法人新里
紫桐会　特別養護
老人ホーム紫桐苑雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

岩手県宮古市

配車係

1人

・タクシーの配車、電話対応
・運行記録の管理、書類の作成および保存
・乗務員の勤怠、労務、健康の管理
＊土日祝勤務できる方を希望
＊パソコン操作（入力程度）出来る方希望

岩手県下閉伊郡山田町川
向町７番４号

有限会社　山崎タ
クシー

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

大型自動車運転手

2人

６ｔ～１２ｔトラックを使用し、以下の業務を
行っていただきます。
・リース会社の重機や機材の運搬作業その他付随
する業務
・業務は宮古・下閉伊地区が中心

岩手県宮古市上鼻２丁目
６番７５号

株式会社　伊藤礦
業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

歯科衛生士

1人

・口腔衛生指導
・診療介助、診療補助
・治療器具の殺菌・消毒、院内の清掃
付随する業務及び医師から指示された業務全般に
従事していただきます。

岩手県宮古市田老三王１
丁目１－３－２

山本歯科医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

部品・製品測定（品質管
理）

2人

製造工程における各品質データを採取・集計・報
告する、品質管理の業務
・お客様に対する品質データの定期報告
・部品の測定作業（機械を使用）、測定結果まと
め報告、各帳票類の管理

岩手県宮古市津軽石第１
６地割９－１

株式会社　中村電
子

雇用期間の定めなし

パソコン（エクセル・ワー
ド）入力操作ができること 岩手県宮古市

成形・組立オペレーション
作業

2人

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

岩手県宮古市津軽石第１
６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

サービス（宮古営業所）

1人

建設機械及び車両等（油圧ショベル、発電機、ダ
ンプ等）のメンテナンス、修理業務を行っていた
だきます。
入出庫業務や出張整備、清掃業務、配送等を含め
ます。

岩手県奥州市水沢工業団
地１丁目５

株式会社　セント
ラル移動式クレーン運転士、中

型自動車免許、２級建設機
械整備技能士、玉掛け等あ

れば尚可

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

メンテナンスエンジニア
（宮古営業所）

1人

建設機械及び車両等（油圧ショベル、発電機、ダ
ンプ等）のメンテナンス、修理業務を行っていた
だきます。

入出庫業務や出張整備、配送等を含みます。

岩手県奥州市水沢工業団
地１丁目５

株式会社　セント
ラル移動式ｸﾚｰﾝ運転士,中型自動

車免許,2級建設機械整備技
能士,玉掛け等あれば尚可

雇用期間の定めなし

建設機械のメンテナンス,
修理経験

岩手県宮古市

ホールスタッフ・カウン
タースタッフ（山田店）

2人

パチンコ店「ユニオン山田店」において、ホール
及びカウンターの一般業務。
その他、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。


岩手県盛岡市東見前５地
割５７－１－２階

株式会社　飛鳥商
事

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

土木作業員

10人

・土木工事に伴う作業
・道路改良工事
・上下水道工事
・造成工事
・砂防工事

宮城県仙台市青葉区一番町
１丁目１６－２３　一番町
スクエアビル２Ｆ　Ａ－１

東日本建設　株式
会社

雇用期間の定めなし

土木工事作業の経験ある方 岩手県宮古市、他

技術員「建設」

1人

＊土木・舗装工事の管理業務全般。
＊工事の施工管理、工事計画作成、施工管理立案
から作業指示。
＊行政機関および発注者への提出書類作成。（パ
ソコン貸与）

岩手県釜石市甲子町第５
地割６２番地１

株式会社　カネナ
カ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

作業員「建設」

3人

＊土木・舗装工事施工作業全般の補助的作業。
　資器材等の運搬など機械作業で困難な作業全般
を担当して頂きます。
＊現場は主に釜石～山田管内での作業となりま
す。

岩手県釜石市甲子町第５
地割６２番地１

株式会社　カネナ
カ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木・建設作業員「建設」

1人

土木工事、建設工事作業全般を行っていただきま
す。
・一般住宅や公共工事がメイン
・有資格者は重機オペレーター、現場管理業務等
も担当

岩手県下閉伊郡山田町大
沢第７地割２０１番地１

サカエ興業　株式
会社

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

岩手県下閉伊郡山田町、他

販売員

1人

メンズ・レディース・キッズ向けのジーンズやカ
ジュアルウェア・インテリア雑貨などの接客販売
業務です。
・レジ、包装業務
・商品整理、検品、品出しなどの業務

岩手県宮古市宮町１丁目
３－１１

株式会社　マック
ハウス宮古店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

又は9時45分～20時00分の
間の8時間

岩手県宮古市

営業

1人

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】

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

介護員「介護」／桐の花

1人

特別養護老人ホームの介護業務に従事していただ
きます。
・入所者２９名の方への入浴や食事等
・生活全般にわたって支援を行う介護サービスの
仕事です。

岩手県宮古市茂市第１地
割１１５番地１

社会福祉法人新里
紫桐会　特別養護
老人ホーム紫桐苑雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

岩手県宮古市

看護師／正社員（清寿荘）
「看護」

1人

下記の業務を行っていただきます。
・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、月平均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

介護員（清寿荘）「介護」

1人

浴槽を積んだ入浴車で、市内の利用者宅を訪問し
て、入浴の介護、およびデイサービス利用者の介
護業務従事していただきます。
・１日おおよそ４件で、１件あたりの入浴時間は
１５分ぐらいですが、浴槽の準備から片付けまで

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



看護師 交替制（シフト制）
普通自動車免許ＡＴ (1)8時15分～17時15分

142,600円～239,700円 (2)10時15分～19時15分

正社員 64歳以下 03030-  695701
大型自動車免許 変形（1ヶ月単位）

普通自動車免許一種 (1)8時00分～17時00分
137,000円～142,500円

正社員 不問 03030-  696801
交替制（シフト制）
(1)7時00分～16時00分

154,300円～154,300円 (2)8時00分～17時00分
(3)12時00分～21時00分

正社員 59歳以下 03030-  697201
大型自動車免許 変形（1ヶ月単位）

普通自動車免許一種 (1)8時00分～17時00分
203,300円～203,300円

正社員以外 不問 03030-  698501
２級土木施工管理技士
１級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分
２級管工事施工管理技士 231,000円～359,000円

いずれか
普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 現場施工管理経験 03030-  699001
８トン限定中型自動車免許

(1)8時00分～17時00分
133,352円～175,552円 (2)8時00分～12時00分

正社員以外 64歳以下 03030-  700801
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
207,900円～231,000円

正社員 不問 03030-  701201
公害防止管理者 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時30分
200,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03030-  702501
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 250,000円～300,000円
普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 03030-  703001
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
180,000円～220,000円

正社員 59歳以下 03030-  704301
変形（1年単位）
(1)8時10分～17時10分

135,880円～135,880円

正社員 64歳以下 03030-  705601
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
180,800円～226,000円

正社員 59歳以下 03030-  706901
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

137,263円～156,375円

正社員以外 59歳以下 03030-  707101
中型自動車免許 変形（1ヶ月単位）

移動式クレーン運転士 (1)8時00分～17時00分
203,150円～239,000円

正社員 59歳以下 03030-  708401
２級土木施工管理技士 変形（1年単位）
２級建設機械施工技士 (1)8時00分～17時00分

いずれか 200,000円～250,000円
普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 03030-  709701
大型自動車第二種免許

大型自動車免許 (1)8時30分～17時30分
普通自動車免許一種 200,000円～380,000円

正社員 64歳以下 03030-  710501
交替制（シフト制）
(1)6時00分～14時00分

120,000円～135,000円 (2)14時00分～22時00分
(3)9時00分～18時00分

正社員 59歳以下 03030-  711001
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
160,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030-  713601
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
256,300円～419,400円

正社員 64歳以下 03030-  714901
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
150,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030-  715101

4

大型運転手（長距離）／正
社員

1人

大型トラック（１０ｔ車）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・神奈川県・千葉県）
や県内外への運転作業
・一般貸切業務

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なし

岩手県宮古市

看護師／正社員（清寿荘）
「看護」

1人

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

大型運転手（長距離）

1人

大型トラック（１０ｔ車）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

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

介護職員「介護」

1人

特養老人福祉施設における介護サービスを行いま
す。
・入所者１１０名、短期入所１０名、全室個室ユ
ニットケア
・１ユニット１０名、夜勤は２ユニット２０名の

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

岩手県宮古市

土木作業員兼きのこ栽培作
業員「建設」

5人

建設現場においての土木作業全般となります。
・解体工事・舗装工事を主としており、建築物の
取り壊し、廃棄物の撤去・運搬、整地など
・２ｔ車・４ｔ車の運転
・関連する免許をお持ちでない方には、大型車や

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
１１地割３２番地２

株式会社　マルイ
舗装

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木施工管理技士「建設」

1人

・土木工事、舗装工事、管工事現場の施工管理、
現場監督
・安全管理、パソコンを使用し書類の作成
・現場状況の写真管理、完成図書の作成


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

岩手県宮古市、他

水質管理員

1人

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



岩手県下閉伊郡岩泉町小
本字長内２６

岩手アライ　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

ハツリ工

1人

建築、土木現場においてのハツリ作業に従事して
いただきます。
・コンクリートを破砕、切断する作業を担当
＊経験のない方の応募も可能ですので、ご相談く
ださい。

岩手県宮古市小国第１４
地割９２

合同会社　ボンズ
工業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木作業員「建設」

2人

土木工事部での業務
・土木工事（基礎工事、資材の運搬など）
・水道工事（漏水工事、風呂、キッチン、トイレ
等の配管工事や器具の取り付け作業など）


岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字合の山１２－４

株式会社　西倉工
務店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

土木施工管理技士

2人

土木工事部での業務
・現場管理、工事の書類・写真整理

※パソコンは、ワード・エクセルのほかに専用ソ
フトを使用します。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字合の山１２－４

株式会社　西倉工
務店

雇用期間の定めなし

パソコン操作 岩手県下閉伊郡岩泉町

現場作業員「建設」

2人

各作業現場において、土木作業に従事していただ
きます。
・土砂の掘削や埋め戻し
・コンクリート打設立の作業
・その他付随する作業全般を行っていただきま

岩手県宮古市太田１丁目
８番４号

株式会社　青山工
業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

縫製工

1人

主に官公庁の制服を製造しています。
・裁断された生地をミシンで縫製加工
・各パーツ担当（１３名）で、ライン作業
＊未経験でも担当が指導しますので、安心してご
応募下さい

岩手県宮古市蟇目第８地
割１２０

有限会社　興亜被
服工業所　宮古工
場雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ユニック車運転手及びとび
土工「建設」

2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。
・足場材のユニック車への積み込み、運搬
・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

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

建設業務経験 岩手県宮古市

水産加工員

2人

水産物（鮮魚、若布等）の加工処理を行っていた
だきます。
・おもに手作業での魚の選別
・箱詰作業や若布の芯取りなどの作業
・水揚げされた水産物により作業は異なります

岩手県宮古市臨港通４－
８

株式会社　宮古製
氷冷凍工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

運転手（岩泉営業所）

2人

岩泉営業所において、運転手業務を行っていただ
きます。
・マイクロバスで路線やホテルや学校、葬儀等の
送迎バスの運転
・その他指示された業務及び上記に付随する業務

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字鼠入川６６

東日本交通　株式
会社　岩泉営業所

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

土木工事監督「建設」

1人

各作業現場において管理業務全般に従事していた
だきます。
・工程管理、安全管理、写真管理等
・パソコンを使用しての計画書作成
・報告書などの書類作成

岩手県宮古市太田１丁目
８番４号

株式会社　青山工
業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

設計・工務

1人

当社は主に建築鉄骨や海洋鋼構造物を設計、施工
しています
・パソコン（ＣＡＤ）の操作、設計打合せ同行、
顧客対応
・工場内での生産管理、品質管理、写真管理など

岩手県宮古市臨港通１番
７号

有限会社　佐々木
鉄工所

雇用期間の定めなし

ワード・エクセルの操作が
できる

岩手県宮古市

ホテルフロント係

1人

ビジネスホテル（客室数４０部屋）のフロント業
務を担当していただきます。
・ご利用のお客様のチェックイン、チェックアウ
ト等のフロント業務
・パソコンを使用し、専用ソフト入力での予約管

岩手県宮古市田鎖第９地
割６番地１１

東海電業　株式会
社

雇用期間の定めなし

パソコン基本操作のできる
方

岩手県宮古市

建築技術者見習い「建設」

1人

建築技術者のお手伝いをしながら建築技術者を目
指していただきます。
・仕事の内容は、施工計画から品質・安全管理の
補助です。
・将来は現場代理人として工事の施工を仕切って

岩手県宮古市八木沢三丁
目１１－５

株式会社　菊地建
設

雇用期間の定めなし

ＣＡＤが出来れば優遇しま
す

岩手県宮古市

大工「建設」

1人

大工作業に従事していただきます。

・主な工事現場としては、公共工事から一般住宅
などの新設、営繕、下請けなど　　　　　
・大工の業務経験がある方を募集いたします

岩手県宮古市八木沢三丁
目１１－５

株式会社　菊地建
設

雇用期間の定めなし

大工経験者 岩手県宮古市



変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

139,750円～172,000円 (2)20時00分～5時00分

正社員以外 18歳以上 03030-  716401
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～400,000円

正社員 64歳以下 03030-  719201
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

150,000円～200,000円 (2)16時00分～1時00分
(3)0時00分～9時00分

正社員 18歳～35歳 03030-  721301
１級電気工事施工管理技士 変形（1年単位）

第一種電気工事士 (1)8時00分～17時00分
いずれか 150,000円～250,000円

普通自動車免許一種

正社員 不問 03030-  722601
大型自動車免許あれば尚可 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

玉掛技能者 146,200円～159,960円
中型自動車免許又は
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03030-  723901
大型自動車第二種免許 変形（1ヶ月単位）
普通自動車第二種免許

あれば尚可 161,200円～244,400円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03030-  724101
１級土木施工管理技士 変形（1ヶ月単位）
普通自動車免許一種 (1)8時00分～17時00分

250,000円～300,000円

正社員 64歳以下 03030-  725401
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

136,868円～136,868円

正社員 不問 03030-  726701
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
136,934円～230,000円

正社員 59歳以下 03030-  729501
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～17時30分
191,700円～319,500円

正社員 59歳以下 03030-  730601
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)7時30分～16時30分
138,800円～165,800円 (2)9時00分～18時00分

(3)12時00分～21時00分

正社員以外 不問 03030-  731901
普通自動車免許ＡＴ 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
158,200円～192,100円

正社員 35歳以下 03030-  732101
看護師 変形（1ヶ月単位）
准看護師 (1)7時30分～16時30分
いずれか 148,200円～162,300円 (2)9時00分～18時00分

普通自動車免許一種 (3)12時00分～21時00分

正社員以外 不問 03030-  733401
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～16時00分

145,000円～145,000円 (2)8時15分～16時15分
(3)10時30分～18時30分

正社員以外 不問 03030-  734701

(1)8時15分～17時15分
普通自動車免許一種 174,800円～219,700円

正社員 64歳以下 03030-  736201
保健師

普通自動車免許一種 (1)8時15分～17時15分
155,300円～260,000円

正社員 64歳以下 03030-  737501
介護福祉士
准看護師 (1)8時15分～17時15分
いずれか 154,200円～176,200円

普通自動車免許一種

正社員以外 不問 03030-  738001
普通自動車免許一種

(1)8時15分～17時15分
130,100円～130,100円

正社員以外 不問 03030-  739301
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)13時30分～22時00分
133,313円～143,438円

正社員以外 不問 03030-  743801
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)6時30分～15時00分
170,000円～220,000円 (2)13時30分～22時00分

(3)15時00分～23時30分

正社員 18歳～59歳 03030-  744201

5

土木技術者「建設」

1人

公共工事や一般土木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
が、現場への直行直帰もあります

岩手県宮古市八木沢三丁
目１１－５

株式会社　菊地建
設

雇用期間の定めなし 　
土木施工管理業務経験者、
ＣＡＤ操作ができれば優遇

します 岩手県宮古市

警備員

5人

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

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あり（４ヶ

月以上）

岩手県宮古市、他

電気工事士「建設」

1人

電気工事および電気工事施工管理業務全般を行っ
ていただきます。
・一般住宅から公共事業の電気工事現場施工
・工事の見積・積算や、施工管理業務
・その他付随した業務

岩手県宮古市宮町三丁目
９－８

株式会社　小野寺
電機商会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

コネクタ製造自動機・成形
機オペレータ

2人

電子部品（コネクタ）製造自動機オペレータ業
務、インサート成形（金型と樹脂を一体化させる
方法）機オペレータ業務
・自動組立機、インサート成形機、モールド品自
動検査機を用い、安定した稼働を支える重要な仕

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
９地割３０番地

モルデック株式会
社　宮古工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

バス乗務員及びタクシー乗
務員

1人

以下の業務を行っていただきます。
・路線定期運行バスの運転乗務（岩泉町内）
・貸切バスの運転乗務
・タクシーの運転乗務
＊バス及びタクシー、バスのみ、タクシーのみの

岩手県下閉伊郡岩泉町門
字町６６－１

小川タクシー　株
式会社　本社営業
所雇用期間の定めなし

又は6時00分～21時00分の
間の8時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

廃棄物・一般廃棄物の収集
運搬

1人

トラックまたは塵芥車を運転し、産業廃棄物の収
集と一般廃棄物の収集を行います。
○廃棄物の分別・収集
○積込は移動式クレーン操作
○主に市内受注先となりますが、廃棄物は県内に

岩手県宮古市長町１丁目
９－１７

リアス環境管理
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

水産加工／正社員

1人

・イカの加工（生処理・皮むき・短冊切り等）、
袋詰め、箱詰めなど
・その他、加工場清掃等の付随する業務
　
＊＊山田町内より送迎あります。ご相談ください

岩手県下閉伊郡山田町船
越第９地割２１５番地１

株式会社丸一水産

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

土木技術者「建設」

1人

土木工事の現場管理を行います。主に道路工事、
治山工事などを請け負っています。
・書類作成
・現場代理人として施工管理及び指揮監督業務


岩手県宮古市小山田三丁
目６－７

三浦重機　株式会
社

雇用期間の定めなし

経験者 岩手県宮古市

塗装工（見習い可）／宮古

2人

一般住宅や集合住宅の塗装工事をおこないます。
・コンプレッサー（エアスプレー）やエアレスス
プレーを使用して屋根や外壁を塗る作業です
・現場等へは、原則として社用車を使用し、乗合
いで移動

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

岩手県宮古市

電気工事作業員・技術者
「建設」

2人

設備工事全般及び附帯作業のうちの電気設備配線
工事作業
・主に商店、コンビニエンスストア、水産加工関
係の事業所等の工事
・屋内の電気配線工事

岩手県宮古市津軽石第１
０地割３３７－１７

有限会社　赤松エ
ンジニアリング

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木施工管理補助「建設」

1人

土木施工における現場管理の補助を行いながら業
務を覚えていただきます。
・一般住宅から道路・河川などの公共事業の工事
現場において測量補助
・品質・工程管理やそれに伴うＰＣ操作、書類作

岩手県下閉伊郡田野畑村
羅賀２６８－１

佐藤建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

支援員・介護職（臨時）
「介護」

1人

利用者の支援及び介護業務を行います。
・日常の食事、入浴、レクレーション等の介助
・施設車を運転し送迎（各施設により使用車は異
なりますが、軽自動車、ハイエースなど）
・シフトにより（１）～（４）の時間の交替勤務

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

観光案内員及び環境整備員

8人

龍泉洞誘客事業に従事していただきます。（年数
回のお祭りなどのイベント）
・観光案内、改札業務
・龍泉洞や新洞科学館の洞内監視
・園地（トイレ含む）や洞内の清掃管理（草取

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

看護師（臨時職員）「看
護」

1人

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

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

保健師／正社員「看護」

1人

各センターにおいて、以下の業務を行っていただ
きます。
・地域に暮らす人たちの介護予防
・日々の暮らしのサポートをする地域包括支援セ
ンターの業務

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

主任介護支援専門員／正社
員「介護」

1人

各センターにおいて、以下の業務を行っていただ
きます。
・地域に暮らす人たちの介護予防
・日々の暮らしのサポートをする地域包括支援セ
ンターの業務

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

地域支え合い推進員（生活
支援コディネーター）

3人

各センターにおいて、以下の業務を行っていただ
きます。
・地域の支え合い活動を進めるために、人と人・
情報など様々なものをつなげながら調整する業務
・パソコンを使用しての事務作業

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

相談員（復興支援担当）

1人

福祉コミュニティの復興を目的とした相談対応
や、イベント運営など地域の支援が主な業務とな
ります。
・パソコンを使用し、報告書等のデーター入力
・外出用務には施設車を使用

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）

パソコン操作 岩手県宮古市

営業フロント係

1人

・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

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

パソコン（ワード・エクセ
ル）基本操作

岩手県下閉伊郡岩泉町

飲食サービス係

1人

龍泉洞温泉ホテルにおいて、主に下記の業務に従
事します。
・宴会・朝食・夕食のテーブルクロス掛け等の会
場準備
・給仕飲食、配膳等

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）

又は9時00分～22時00分の
間の7時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町



ホームヘルパー２級
介護職員初任者研修修了者 (1)8時30分～17時30分

いずれか 132,720円～189,840円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03030-  745501
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 18歳～50歳 03030-  746001

(1)8時30分～17時15分
164,500円～192,100円

看護師、准看護師
いずれか

正社員以外 不問 03030-  747301
準中型自動車免許 変形（1ヶ月単位）
普通自動車免許一種 (1)8時00分～17時00分

160,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030-  749901
準中型自動車免許 変形（1ヶ月単位）
普通自動車免許一種 (1)8時00分～17時00分

209,700円～300,000円

正社員 64歳以下 03030-  750701
２級建築施工管理技士 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

二級建築士 180,000円～350,000円
いずれか

普通自動車免許一種
正社員 64歳以下 パソコン操作出来る方 03030-  751801

準中型自動車免許 変形（1ヶ月単位）
普通自動車免許一種 (1)8時00分～17時00分

140,000円～180,000円

正社員 64歳以下 03030-  752201
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
130,000円～160,000円

正社員 64歳以下 03030-  753501

(1)9時15分～17時00分
180,000円～240,000円 (2)9時15分～16時15分

正社員 64歳以下 03080-  863401
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時45分

185,600円～232,000円 (2)8時00分～16時30分
普通自動車免許一種

正社員 不問 03100-  585901
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～16時45分
138,000円～172,500円 (2)8時00分～16時30分

正社員 39歳以下 03100-  586101
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
233,250円～318,150円

正社員 不問 05040- 1106001
大型自動車免許

(1)8時00分～17時00分
172,800円～216,000円

正社員 不問 44010- 6109801

(1)8時00分～17時00分
172,800円～280,800円

正社員 不問 44010- 6112901
交替制（シフト制）

145,000円～235,000円

正社員 45歳以下 03010- 5696901
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
129,920円～129,920円

正社員以外 不問 03010- 5914501
介護福祉士 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
いずれか 138,330円～143,440円 (2)11時00分～20時00分

(3)16時00分～9時00分

正社員 不問 03030-  854401
介護職員初任者研修修了者

ホームヘルパー２級 (1)8時00分～17時00分
いずれか 150,000円～190,000円

普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03030-  855701

(1)8時30分～17時15分
145,500円～182,300円

正社員以外 不問 03030-  856801

(1)8時20分～16時50分
147,400円～183,800円

正社員以外 不問 03030-  861101

6

交通誘導警備員（正社員）

5人

宮古・下閉伊地域の交通誘導警備に従事していた
だきます。
・主な現場は建設現場、工事現場
・現場へは直行直帰または乗合
・社用車の貸与も可能

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

訪問介護員「介護」

1人

利用者に対する在宅介護業務を行います。
・調理、部屋の掃除、入浴、排泄、通院付添い
等。
・１日平均７件程度訪問（サービスの内容にもよ
ります）

岩手県下閉伊郡山田町大
沢４地割３８番地５

有限会社ヘルパー
はうす

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

土木作業「建設」

1人

・住宅の基礎工事土砂掘削
・型枠工事、型枠作り
・公共事業などの土木・建築作業全般
・車両系有資格者は重機操作あり
主な現場は宮古市、山田町内

岩手県宮古市太田１丁目
８番２０号

有限会社　乙戸建
設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

保育士（いわいずみ・こが
わ・おもと）「保育」

5人

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

幼稚園教諭免許,小学校
教諭免許,保育士あれば

尚可

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）

岩手県下閉伊郡岩泉町

建築施工管理・土木施工管
理（見習可）「建設」

2人

工事現場の施工管理業務を行います。
・土木工事と建築工事の現場管理（移動社用車使
用）
・積算見積作成
・パソコンでの工事関連書類作成

岩手県宮古市太田１丁目
８番２０号

有限会社　乙戸建
設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

大工（経験者）「建設」

2人

建築工事全般に従事します。
・建前骨組み
・外壁、屋根下地
・床、壁、天井の下地
基本社用車に乗り合いで現場に向かいますが、場

岩手県宮古市太田１丁目
８番２０号

有限会社　乙戸建
設

雇用期間の定めなし

大工経験 岩手県宮古市

事務全般

1人

・建設業に関する事務業務全般
・一般住宅や土木、公共工事に関する各種書類作
成（ＰＣ入力）
・電話、来客対応
・事務所内外掃除、ポスティング等

岩手県宮古市太田１丁目
８番２０号

有限会社　乙戸建
設

雇用期間の定めなし
パソコン（ワード・エクセ

ル）出来る方
事務経験 岩手県宮古市

大工見習い「建設」

2人

一般住宅の建築工事全般に従事します。
・各現場清掃や資材の準備、運搬
・道具の手入れ
＊パソコン操作を修得しようとする意欲・努力が
あれば尚可（パソコン資格の有無は問いません）

岩手県宮古市太田１丁目
８番２０号

有限会社　乙戸建
設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

集材作業（オペレーター）

1人

◆久慈市内および周辺地域での伐木作業業務
＊伐木作業全般
＊集材作業（オペレーター）
＊木材の搬出作業
＊その他、上記に付随する業務

車両系建設機械(整地・運
搬・積込用及び掘削用)運

転技能者あれば尚可

岩手県久慈市山形町川井
第１７地割２３－１５７

上山林業　有限会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

山田町商工会　共済・福祉
制度推進スタッフ

2人

・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

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

建設業全般作業員【現場：
岩手】

2人

＊建設業全般での作業に携わっていただきます。
　（解体、土木、鳶職、造園等の業務となりま
す）
＊重機オペレーター業務（有資格者）
＊冬期間は市役所の依頼を受け、雪下ろしと雪下

秋田県大仙市大曲金谷町
１９－３

株式会社　ａｒｍ
ｓ

雇用期間の定めなし

　経験あれば尚可 岩手県下閉伊郡岩泉町、他

伐木作業員

2人

◆久慈市内および周辺地域での伐木作業業務
＊伐木作業全般
＊チェンソーを使用し木の伐採作業
＊木材の搬出作業
＊その他、上記に付随する業務

岩手県久慈市山形町川井
第１７地割２３－１５７

上山林業　有限会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

土木作業員

3人

一般土木作業全般
・生コン打設
・重機オペレーター
・枠組み
・大型ダンプの運転

大分県大分市大字松岡５
１６２番地の１

幸大株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

大型ダンプ運転手（大分本
社または岩手支店）

2人

「セイエイ開発　本社（大分市松岡）または岩手
支店（岩手市宮古市藤の川）」にて、大型ダンプ
（１０ｔ）運転手業務
作業現場や災害復旧現場にて、土や砕石の運搬を
行います。

大分県大分市大字松岡５
１６２番地の１

セイエイ開発

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

1人

１．カップ式自動販売機サービススタッフ
ルートカー（軽バン）での、屋内設置カップ式自
動販売機の製品補充、売上金回収、簡易清掃（サ
ニテーション）等の業務。
※ルートは固定制となりますので、未経験者でも

岩手県紫波郡矢巾町大字
広宮沢第１地割２７９

みちのくコカ・
コーラボトリング
株式会社

岩手県宮古市

総合職教師（宮古駅前校）

1人

小・中・高校生・既卒生・各種資格試験受験者等
への完全個別指導（家庭教師・完全個別講師）
・教師管理、生徒管理の補助
※指導学年・教科は相談に応じます。
※就業時間・日数は相談に応じます。

岩手県盛岡市開運橋通５
－６　第五菱和ビル２Ｆ

株式会社　ＫＡＴ
ＥＫＹＯ秋田・岩
手雇用期間の定めなし

又は13時00分～22時00分の
間の6時間程度

岩手県宮古市

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

カップ式自販機サービスお
よび倉庫内製品仕分けス
タッフ

介護職員「介護」

1人

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

岩手県宮古市田鎖３－８ 株式会社　みやこ
ケアセンターみや
こ雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員（資格者）／赤前
「介護」

1人

小規模多機能型居宅介護事業所及びグループホー
ムでの介護業務に従事し、主に下記の仕事をして
いただきます。
・利用者の方の日常生活支援
・レクリエーション

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

会計年度任用職員（就学支
援金事務補助）

1人

高等学校等就学支援金事務の事務補助
・申請書類の点検・整理
・エクセルファイルへのデータ入力、入力済み
データの確認
・ワードを活用した配布用資料の作成

岩手県宮古市磯鶏３丁目
９番１号

岩手県立宮古水産
高等学校

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 県の機関又は教育機関等で

の勤務経験あれば尚可、エ
クセル・ワード 岩手県宮古市

1人

医師の事務作業補助の業務全般を行っていただき
ます。
・診断書などの文書作成補助
・診療記録への代行入力
・医療の質の向上に資する事務作業等の業務

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

　
パソコン操作（ワード・エ
クセル）操作の出来る方 岩手県宮古市

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

医師事務補助員／医療ク
ラーク（会計年度任用職
員）



普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

164,160円～216,800円

正社員 64歳以下 03030-  864801
幼稚園教諭免許 変形（1年単位）

保育士 (1)8時30分～17時00分
173,800円～178,000円

正社員 59歳以下 03030-  868301
介護支援専門員

その他の福祉介護関係資格 (1)8時00分～17時00分
いずれか 200,000円～200,000円

普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03030-  869601
介護職員初任者研修修了者

普通自動車免許ＡＴ (1)8時30分～17時30分
150,000円～170,000円

正社員 不問 03030-  870401
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
141,200円～141,200円

正社員以外 不問 03030-  872801
普通自動車免許ＡＴ 交替制（シフト制）

(1)7時00分～15時45分
144,100円～156,240円 (2)9時45分～18時30分

正社員以外 不問 03030-  873201
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～17時15分
144,100円～165,000円

正社員以外 不問 03030-  874501
変形（1ヶ月単位）
(1)5時45分～14時30分

142,300円～142,300円 (2)7時15分～16時00分
(3)10時15分～19時00分

正社員以外 不問 03030-  838101
看護師
助産師 (1)9時00分～17時30分
保健師 215,000円～290,000円
いずれか

普通自動車免許一種
正社員 59歳以下 03030-  840201

普通自動車免許一種 変形（1年単位）
(1)8時30分～17時00分

132,000円～160,000円

正社員 64歳以下 03030-  843301
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
180,800円～339,000円

正社員 64歳以下 03030-  847401

(1)8時00分～17時00分
140,400円～183,600円

正社員 18歳～64歳 03030-  848701
移動式クレーン運転士
大型特殊自動車免許 (1)8時00分～17時00分
普通自動車免許一種 164,800円～247,200円

正社員 不問 03030-  850301
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～18時00分

150,000円～160,000円

正社員以外 不問 04010-13659201
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 420,000円～500,000円
普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 15010- 8462701
管理栄養士 交替制（シフト制）

(1)5時00分～14時30分
188,100円～198,900円 (2)10時30分～19時30分

正社員 59歳以下 03010- 5424501
栄養士 交替制（シフト制）

(1)5時00分～14時30分
163,100円～173,900円 (2)10時30分～19時30分

正社員 59歳以下 03010- 5425001
調理師 交替制（シフト制）

(1)5時00分～14時30分
146,000円～155,000円 (2)10時30分～19時30分

正社員 59歳以下 03010- 5426301
社会福祉士,公認心理師
精神保健福祉士など (1)8時30分～17時15分

あれば尚可 147,400円～183,800円
普通自動車免許一種

正社員以外 不問 03030-  808201
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時00分

135,090円～135,090円

正社員以外 不問 03030-  810601

7

保育教諭「保育」

3人

平成２７年１１月より「認定こども園宮古ひか
り」として開園いたしました。０歳から５歳児の
保育を行っています。経験によっては、クラス担
任として業務を行っていただきます。＊幼稚園教
諭と保育士の両方の資格をお持ちの方を対象とし

岩手県宮古市西町３丁目
３－２６

学校法人　岩手キ
リスト教学園　認
定こども園　宮古
ひかり

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

介護員「介護」

2人

利用者の方のデイサービス介護全般を行います。
・食事、入浴、排泄、レクレーション等の介助
・送迎運転業務（社用車使用）
＊利用者さんが楽しい１日を過ごせるよう業務を
行っています。

岩手県下閉伊郡岩泉町浅
内字下栗畑８０地割６

株式会社クオール
（デイサービスす
ずらん）雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

介護職員「介護」

1人

介護業務を担当していただきます。
・主に食事、入浴介助、レクリエーション等の支
援
・１０名程度の利用者の方の介護を行います
・送迎車運転業務等あり

岩手県宮古市新町２－６ 介護サービス　株
式会社

雇用期間の定めなし

介護職経験のある方 岩手県宮古市

生活相談員「介護」

1人

当社が運営する小規模デイサービス（利用者１５
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

岩手県宮古市田鎖３－８ 株式会社　みやこ
ケアセンターみや
こ雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

世話人

1人

グループホームにおいて、入居者１９名の生活支
援業務を行っていただきます。
・知的、精神障がいがある入居者への食事作り、
通院介助、買い物支援等
・上記に付随する業務

岩手県宮古市田老字西向
山１２１－６

社会福祉法人　翔
友　みやこライフ
ステーション雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

岩手県宮古市

就業支援ワーカー

1人

障害のある方の就職や職場定着に関する相談業務
を担当していただきます。
・就業への困り毎などの相談や企業訪問による定
着相談
・通院同行や家庭訪問など生活面の支援

岩手県宮古市緑ヶ丘２番
３号

社会福祉法人若竹会
宮古圏域障害者支援
センター　はあとふ
るセンターみやこ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

生活支援員

1人

・障がいを持つ方が行う作業（調理・製菓）の支
援業務
・日報の作成等業務
※調理補助の業務を行っていただく場合もありま
す。

岩手県宮古市山口五丁目
５番１０号

社会福祉法人　若
竹会　ＳＥＬＰわ
かたけ雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
又は8時15分～17時00分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

職業指導員

1人

利用者（知的・精神障がい者）への職業指導全般
を行います。
・コーヒー焙煎、菓子作り、自動車部品（ゴム製
品のバリ取り）の職業指導を行います。
・利用者の送迎、製品販売のためイベント参加、

岩手県宮古市田老字西向
山１１９－１

社会福祉法人　翔
友　みやこワーク
ステーション雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

岩手県宮古市

一般事務

1人

宮町事務所にて一般事務を行います。
・書類、請求書作成、データー入力（ＰＣ操作）
・来客、電話対応
・外出用務（取引先への集金、銀行、官公庁等）
社用車使用

岩手県宮古市西ヶ丘三丁
目３－８

アート工業　株式
会社

雇用期間の定めなし

事務・経理経験ある方 岩手県宮古市

訪問看護「看護」

1人

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

岩手県宮古市宮町２丁目
２番１９号

株式会社　メディ
ケア・システム

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

警備員・交通誘導警備員
（正社員／宮古）

5人

警備・交通誘導業務を行います。
・各種電話工事や建設工事に伴い道路において歩
行者や一般車両、工事車両が安全に通行できるよ
うに誘導を行います。
・イベント会場や駐車場、お祭り等において人や

岩手県宮古市西ケ丘２丁
目１２番１号

トータルセキュリ
ティー　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

法面作業員「建設」

1人

道路や河川など、各現場において法面作業全般を
行います。
・主に斜面から降りながらの高所作業やその他現
場作業となり、体力を必要とします
・現在、田野畑・岩泉・宮古が主な現場

岩手県下閉伊郡田野畑村
羅賀２６８－１

佐藤建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

医療事務

1人

◎調剤薬局における業務全般
・調剤薬局における医療事務
・処方箋や医薬品に関する受付、会計業務
・レセプトコンピューターによる請求事務
・その他、付随する業務　

宮城県仙台市青葉区一番
町１丁目９－１　仙台ト
ラストタワー２４階

株式会社　アイン
ファーマシーズ
東北支店　［アイ
ン薬局］

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

簡単な文字入力、操作あり 岩手県宮古市

移動式クレーンオペレー
ター

3人

建設現場（トンネル、橋工事など）等での作業
・重量物のつり上げ、降ろし作業移動式クレーン
のオペレーター
※クレーンの種類は、１３、２５、５０、６５、
７０ｔがあります。

岩手県宮古市藤原１丁目
２－１１

有限会社　佐藤ク
レーン

雇用期間の定めなし

クレーンオペレーター経験
者

岩手県宮古市

管理栄養士（岩泉町）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと、下記
の業務を行っていただきます。
・患者様への食事提供業務
・調理、盛付け、食器洗浄、献立、帳票作成
・栄養管理業務全般

岩手県盛岡市大通３丁目
３番１０号　七十七日生
盛岡ビル　９階

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

（請）土木技術者（施工管
理）（宮古市藤の川）

3人

国交省発注工事に伴う施工管理業務
・施工業者との打ち合わせ
・工事監理
・検査立ち合い
・書類作成など

新潟県新潟市中央区万代
４丁目２－２３　オフィ
ス万代２階

株式会社　シーエ
ステック

雇用期間の定めなし

土木経験１年以上 岩手県宮古市

調理師（岩泉町）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと、下記
の業務を行っていただきます。
・患者様への食事提供業務
・調理、盛付け、食器洗浄
・厨房内での業務全般

岩手県盛岡市大通３丁目
３番１０号　七十七日生
盛岡ビル　９階

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

栄養士（岩泉町）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと、下記
の業務を行っていただきます。
・患者様への食事提供業務
・調理、盛付け、食器洗浄、献立、帳票作成
・栄養管理業務全般

岩手県盛岡市大通３丁目
３番１０号　七十七日生
盛岡ビル　９階

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

商品（生花）管理

1人

宮町工房にて、店頭に並べる前の生花管理を行っ
ていただきます。
・水やり、花束ね等の業務
・その他上記に付随する業務
＊繁忙期は販売業務もあります。

岩手県宮古市宮町３丁目
１０－５２

有限会社　摂待生
花店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務補助・相談補助（会計
年度任用職員）

1人

児童相談業務全般の補助
（相談記録、文書作成、相談者対応の補助等）

＊育休代替職員

岩手県宮古市和見町９－
２９

岩手県宮古児童相
談所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

相談業務や福祉分野の業務
経験ある方が望ましい

岩手県宮古市



普通自動車免許一種 変形（1年単位）
(1)7時00分～17時00分

160,000円～190,000円

正社員 45歳以下 03030-  812101
中型自動車免許 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
161,000円～184,000円

正社員 不問 03030-  813401
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-  816201
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～16時00分
127,380円～148,720円

正社員以外 不問 03030-  819301
歯科衛生士

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

正社員 不問 03030-  826001
変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分

142,300円～160,300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-  829901
美容師 変形（1年単位）

(1)10時00分～19時00分
140,000円～250,000円

正社員 不問 03030-  830701
２級土木施工管理技士

１級あれば尚可 (1)8時00分～16時30分
普通自動車免許一種 200,000円～250,000円

正社員 不問 03030-  832201
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 180,000円～261,000円 (2)16時00分～9時00分

正社員 59歳以下 03030-  834001
理学療法士 変形（1ヶ月単位）
作業療法士 (1)8時30分～17時30分
いずれか 203,000円～262,000円

正社員 59歳以下 03030-  835301
理学療法士 変形（1ヶ月単位）
作業療法士 (1)8時45分～17時45分
言語聴覚士 205,000円～320,000円
いずれか

正社員 64歳以下 03030-  837901
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時30分
147,560円～173,600円

正社員以外 不問 03060- 1318501
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
197,600円～218,400円

正社員以外 不問 03100-  599001
変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～18時00分

165,000円～205,000円 (2)9時00分～12時00分

正社員 59歳以下 04010-13272201

8

土木作業員「建設」

1人

〇左官、吹付け、一般住宅基礎、土木、ブロッ
ク、工事など現場の清掃
〇職人の手元、人力作業、
〇トラック（４トン）運転等
〇その他付随する業務

岩手県宮古市板屋３－４
－１４

上野建装

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

鮮魚出荷

1人

当社作業場で主に以下の業務に従事します。
・商品（鮮魚や加工品など）の箱詰
・機械を使ってのフィレ加工ほか、水産加工
・車両への積み込み作業
・状況によって量販店への配達をしていただく事

岩手県宮古市太田１丁目
７番６号

有限会社　伊藤水
産

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般事務

1人

まちづくり事業。大川地域におけるまちづくり
（地域づくり）活動に係る一般事務業務を行いま
す。
●地域活動の企画・運営
●自主防災の取組みに係る支援活動

岩手県下閉伊郡岩泉町大
川字下町１１７番地４

おおかわむら地域
振興協議会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作できる方

岩手県下閉伊郡岩泉町

整備業務：岩泉

1人

レンタル用建設機械及び車両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
等々、多様な職種の建設機械・車両の点検業務
や、それに伴う整備

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 岩手県下閉伊郡岩泉町

介護職／特別養護老人ホー
ム「介護」

2人

・施設利用者（特養・短期入所者）への介護サー
ビスの提供
（食事、入浴、排せつ、レクリエーション等）
・採用後おおむね３ヶ月間は日勤のみの勤務


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

歯科衛生士

1人

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。


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

実務経験３年以上 岩手県下閉伊郡山田町

土木施工管理技士「建設」

1人

現場管理業務全般に従事していただきます。
・主に土木現場にて管理業務
・道路・水路・上下水道等の土木工事現場におい
て、施工計画の作成・工程管理、安全管理等
・各現場への移動は、社有車を使用

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
現場管理経験、パソコン操
作（ワード・エクセル）で

きる方 岩手県宮古市、他

美容師

2人

当店舗において、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
等
・電話対応

岩手県宮古市大字小山田
二丁目２－１　マリン
コープＤＯＲＡ２Ｆ

美容室　じゃマー
ル

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

リハビリ職員

2人

当施設利用者への機能訓練業務。入所または通所
利用されている要介護者（１日当たり８～１５
名）に対し、
・個別プログラムに即した機能訓練、それらの記
録

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なし

岩手県宮古市

看護師又は准看護師「看
護」

2人

当施設利用者への看護業務全般。利用者（定員／
入所者１００名）に対し、
・医師の指示による医療処置、看護、バイタル
チェック、服薬管理それらに伴う記録や報告書作
成

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なし

岩手県宮古市

サービス補助（宮古営業
所）

1人

建設機械及び車両等（油圧ショベル、発電機、ダ
ンプ等）のメンテナンス、修理業務補助を行って
いただきます。
入出庫業務や出張整備、清掃業務、配送等を含め
ます。

岩手県奥州市水沢工業団
地１丁目５

株式会社　セント
ラル

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・作業療法士・
言語聴覚士

1人

利用者へのリハビリテーション業務を行います。
・入居者約８５名、通所登録者４０名（１日平均
２７名程度）の方のリハビリ業務
・訪問リハビリ業務。月・水・金曜日の午後、１
日２～３件の訪問となります。

岩手県下閉伊郡岩泉町乙
茂字上９－１２

社団医療法人　緑
川会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

医療事務

1人

◎調剤薬局における業務全般
・調剤薬局における医療事務
・処方箋や医薬品に関する受付、会計業務
・レセプトコンピューターによる請求事務
・その他、付随する業務　

宮城県仙台市青葉区一番
町１丁目９－１　仙台ト
ラストタワー２４階

株式会社　アイン
ファーマシーズ
東北支店　［アイ
ン薬局］

雇用期間の定めなし

簡単なＰＣ操作あり 岩手県下閉伊郡岩泉町

型枠大工　　　「建設」

2人

◆ＰＣ橋梁における型枠、足場組立工事全般
（高所での作業が主となり、機敏性、体力を要し
ます）＊遠方が現場の場合、旅館や借り上げア
パート等に宿泊となり、その場合は現場によりま
すが１～２週間毎に帰省します。

岩手県九戸郡野田村大字
野田第３３地割２１

有限会社　新山工
務店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村、他


