
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- 7417401
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- 7420301
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)9時00分～17時30分
160,000円～260,000円

正社員 40歳以下 03010- 7450801
二級ガソリン自動車整備士 変形（1年単位）
二級ジーゼル自動車整備士 (1)8時00分～17時00分

二級自動車整備士 140,000円～200,000円
普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 03010- 7513201
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 不問 03020-  494201
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

138,000円～180,000円

正社員 59歳以下 03030- 1026401

(1)8時45分～17時30分
160,000円～230,000円

正社員 59歳以下 03030- 1027701
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 220,000円～280,000円

正社員 59歳以下 03030- 1028801
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)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030- 1031301
普通自動車免許ＡＴ 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
172,500円～264,500円

正社員 59歳以下 03030- 1032601
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- 1033901
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- 1034101
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

136,500円～170,000円

正社員 64歳以下 03030- 1035401
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

136,500円～139,500円 (2)20時00分～5時00分

正社員 18歳～64歳 03030- 1036701
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

137,400円～137,400円

正社員 不問 03030- 1038201
準中型自動車免許 変形（1年単位）
普通自動車免許一種 (1)7時30分～16時30分

135,000円～140,000円

正社員 40歳以下 03030- 1039501
普通自動車免許一種 交替制（シフト制）

(1)8時30分～17時30分
136,512円～164,160円 (2)11時00分～20時00分

(3)6時30分～15時30分

正社員以外 不問 03030- 1040601
変形（1年単位）
(1)7時00分～16時00分

普通自動車免許一種 185,680円～185,680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- 1041901

1

介護支援専門員「介護」

1人

施設入所者数１８名（認知症の方）を対象とした
入所者のケアマネジメント業務を行います。
・介護計画の作成
・利用者対応、家族との連絡調整
＊資格取得の支援制度あり

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
月未満）

岩手県下閉伊郡田野畑村

介護支援専門員（ケア
マネージャー）

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
※６０歳以上の方の応募、歓迎します。

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

水産加工員

1人

鮮魚、冷凍魚、貝類等の水産物加工の補助的な作
業に従事していただきます。
・鮮魚を選別し箱詰めする作業が中心となり立ち
仕事で体力が必要です
・その他、２ｔトラックを運転し市場から会社加

岩手県宮古市小山田二丁
目４－３

有限会社　佐々寛
商店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

水産加工員

2人

鮮魚加工に従事します
・鮭、イカ、サバ、アジ、ワカメ、メカブ、その
他海藻類手捌き、機械加工　・箱詰め、袋詰め作
業
水産加工未経験者でもできる仕事ですので、初心

岩手県下閉伊郡山田町川
向町１６８

有限会社　山崎水
産

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

自動機オペレーター

4人

組立オペレーション業務
主にスマートフォンや電子機器向けコネクターの
自動組立機操作です。立ち仕事ですので体力が必
要です。工程としては、１．部品を機械へセット
２．タッチパネル操作による稼働　３．コネク

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

金型エンジニア

1人

コネクター用精密金型の設計業務に従事していた
だきます。
・金型設計、研削加工、金型組立を行い、量産現
場で使用する金型を立ち上げる業務です
・量産時の生産性を考え、経験と発想が必要な業

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

業務経験者 岩手県宮古市

部品加工

2人

当社工場にて下記の業務を行っていただきます。
・高速で回転する砥石で削りたい素材に押し当
て、少しずつ削り取っていく作業です。
１．鋼材の切り出し
２．研削作業（何種類かの砥石を使い、粗削りか

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

管工事作業員・技術者「建
設」

2人

冷凍機設置工事全般及び附帯作業のうちの管工事
作業
・主に、商店、コンビニエンスストア、水産加工
関係の事業所などの工事を行っております。屋内
の給排水工事はもとより、冷暖房機、業務用冷蔵

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

現場作業員「建設」

2人

地域に役立つ建設工事を行っており、現場作業員
に従事していただきます。
・工事現場での法面工事
・土木工事
法面工事については高所での作業が伴いますが、

岩手県宮古市宮町三丁目
１０－１７

ヤマキ総業　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

介護員「介護」／あすなろ

1人

小規模多機能型の生活支援が主になります。
・在宅者の生活支援なので、通い・泊まり・訪問
の３つの組み合わせで介護を提供します。
・具体的には、食事の準備や介助、入浴の補助、
排泄の補助、余暇活動等への支援になります。

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

理学・作業療法士

1人

当施設において入所・通所者の方へのリハビリ
テーション業務に従事していただきます。
・基本機能の回復サポート
・日常生活に必要な能力を高めるためのリハビリ
テーション等

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

建築・設備設計業務

1人

事業所所在地において下記の設計補助業務を担当
していただきます。　　　　　　　　　
・見積書作成、図面作成
・確認申請書類作成
・設計図作成

岩手県宮古市保久田７－
７

株式会社　赤沼設
計

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ＣＡＤ操作
建築または建設業務経験
設備設計業務経験、パソコ

ン操作（Word,Excel)

合鴨の食肉加工作業

1人

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


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

土木作業員「建設」

1人

※震災の復旧工事および一般工事で、水門工事や
土木工事を行います。
＊現在は釜石・宮古での現場となり、土木作業全
般をしていただきます。＊作業指揮者の指示の
元、大型重機や機械では対応できない細部の作業

岩手県釜石市浜町１丁目
１番１号　釜石ビル３０
８

株式会社　ダイ
セー

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

自動車整備（オートサービ
ス）

2人

（株）ミナカワ　オートサービスにおいて自動車
整備の業務を担当していただきます。
○自動車の修理・整備
　故障車両の修理及び車検点検、オイル交換、タ
イヤ交換等の一般整備

岩手県盛岡市向中野２丁
目１９番３８号【求人票
郵送先指定あり】

株式会社　ミナカ
ワ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

営業スタッフ（県内６ヵ所
のいずれか）

2人

トラックやバスの新車及び中古車の販売
・主に事業所を訪問します。
・既存客の訪問が中心となりますが、新規開拓も
行っていただきます。
・使用する車両は個人の車（別途車両手当支給）

岩手県盛岡市東見前第５
地割３１

岩手日野自動車
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

ホールスタッフ・カウン
タースタッフ（宮古店）

2人

パチンコ店のホール・カウンターでの接客対応で
す。
　出玉の上げ下ろしや交換、景品交換などの一般
業務、その他付随する業務や指示された業務をお
願いします。特別な資格は必要ありません。

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

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

ホールスタッフ・カウン
タースタッフ（磯鶏店）

2人

パチンコ店のホール・カウンターでの接客対応で
す。
　出玉の上げ下ろしや交換、景品交換などの一般
業務、その他付随する業務や指示された業務をお
願いします。特別な資格は必要ありません。

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

岩手県宮古市

     （4月3日時点の内容です）

　　３月３１日　から　４月３日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　４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

◎ 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４月９日発行  



普通自動車免許ＡＴ 変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

151,200円～183,600円

正社員 18歳～64歳 03030- 1044701
大型自動車免許 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
184,000円～276,000円

正社員 64歳以下 03030- 1045801
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
172,500円～345,000円

正社員 64歳以下 03030- 1047501
看護師 変形（1ヶ月単位）
准看護師 (1)9時00分～18時00分
いずれか 145,000円～200,000円 (2)17時30分～9時00分

正社員 不問 03030- 1048001
普通自動車免許一種

(1)10時00分～21時00分
136,670円～250,000円

正社員 40歳以下 03030- 1055501
普通自動車免許ＡＴ 交替制（シフト制）

(1)6時00分～15時00分
140,000円～166,900円 (2)9時00分～18時00分

(3)10時30分～19時30分

正社員 不問 03030- 1057301
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

危険物取扱者（乙種） 160,000円～160,000円
第一種電気工事士
普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 03030- 1058601
変形（1年単位）
(1)7時00分～16時00分

138,000円～180,000円 (2)13時00分～22時00分

正社員 59歳以下 03030- 1060701
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
三級自動車整備士 (1)9時00分～17時20分
二級自動車整備士 170,000円～200,000円

あれば尚可

正社員 59歳以下 03030- 1062201
臨床工学技士 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
238,400円～294,900円 (2)8時30分～12時30分

正社員 59歳以下 03030- 1063501
美容師 変形（1ヶ月単位）

(1)9時00分～18時00分
176,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030- 1065301
介護福祉士

普通自動車免許ＡＴ (1)8時00分～17時00分
177,750円～188,750円

正社員以外 不問 03030- 1069401
交替制（シフト制）
(1)8時00分～17時00分

152,700円～152,700円 (2)20時00分～5時00分
雇用期間の定めなし

正社員 18歳以上 03030- 1072001
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

142,600円～142,600円

正社員 59歳以下 03030- 1073301

(1)8時00分～17時00分
152,700円～152,700円

雇用期間の定めなし

正社員 59歳以下 03030- 1074601
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
184,000円～253,000円

正社員 59歳以下 03030- 1075901
普通自動車免許一種

(1)6時30分～15時30分
175,000円～175,000円

正社員 59歳以下 03030- 1076101
精神保健福祉士

(1)8時30分～17時15分
196,400円～256,500円

正社員 59歳以下 03030- 1077401
看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時15分～17時00分
194,100円～260,300円 (2)16時00分～22時00分

(3)21時30分～8時30分

正社員 59歳以下 03030- 1078701
准看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時15分～17時00分
166,700円～239,200円 (2)16時00分～22時00分

(3)21時30分～8時30分

正社員 59歳以下 03030- 1079801

2

警備員（宮古）

5人

各地の建設・建築現場等において、下記の業務に
従事。
・交通誘導警備、駐車場警備
・各種イベント会場などにおける雑踏警備
＊未経験の方でも指導しますので、安心して応募

岩手県宮古市小山田４丁
目６番３１号

有限会社　新生警
備保障

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

大型ダンプ運転手

3人

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

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

大型ダンプ運転経験者 岩手県下閉伊郡山田町

電気設備現場作業員、現場
管理（見習い可）「建設」

1人

一般住宅、ビル、工場、官庁工事の電気設備工事
全般に従事していただきます。
・電気設備工事設計施工
・電気配線、照明器具設置取付、冷暖房器具設置
取付など

岩手県下閉伊郡山田町織
笠１１－１－４１

有限会社　沼崎電
気

雇用期間の定めなし

建設現場経験者 岩手県下閉伊郡山田町、他

看護師、准看護師「看護」

2人

外来、入院妊産婦の看護業務を行います。
・医師の指示による妊産婦の看護全般
・状況により洗濯、雑務等
・夜勤時は、院内の定時巡回や電話応対、食事の
配膳等

岩手県宮古市田の神１丁
目３－７

伊東産婦人科医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理スタッフ（見習い可）
／和海味処いっぷく

1人

和食を中心に定食・丼物・そば等のメニューがあ
ります。
・仕込み、調理、盛り付け
・皿洗い、清掃等
他に３名調理スタッフがおります。

岩手県下閉伊郡山田町船
越第６地割１３４－１

株式会社　いっぷ
く

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

放送業務

1人

当社において下記の放送業務全般を行っていただ
きます。
・ラジオアナウンス、ミキサー操作
・取材活動、打合せ等（社用車使用）
・原稿作成

岩手県宮古市栄町３番３
５号　キャトル５階

宮古エフエム放送
株式会社

雇用期間の定めなし

パソコン基本操作、ワー
ド・エクセルができる方

岩手県宮古市

鉄道業務員

1人

駅業務：窓口で乗車券の販売等を通じ地域の顔、
会社の顔となる接客業務です。車掌：繁忙期のイ
ベント列車、増結車両に乗務し観光案内放送等に
おいて直接お客様とかかわる仕事です。運転士：
運転士免許を取得しお客様を安全に目的地まで輸

動力車操縦者(鉄道)運
転免許

岩手県宮古市栄町４番地 三陸鉄道　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

フロント・レストランサー
ビス（正社員）

2人

営業課に配属となります。
・宿泊フロント業務、受付、会計、電話対応等を
担当していただきます。
・レストランサービスとして朝食、夕食の配膳を
していただくこともあります。

岩手県宮古市田老字向新
田１４８

株式会社　グリー
ンピア三陸みやこ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

自動車整備士

1人

自動車の整備全般に従事していただきます。
・車検整備、点検整備、分解整備の作業
・積載車の運搬
・車両の引き取りや納車
・洗車等付随する業務

岩手県宮古市田鎖第１３
地割２６－１

有限会社　丸正
カーサービス

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

臨床工学士

2人

当院内において、透析業務全般を行います。
・医師の指示のもと、患者様サイドにおいて人工
透析装置（血液浄化装置）の保守・点検・操作を
担当していただきます。
・その他、付帯する業務となります。

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

美容師／スタイリスト

1人

当店において下記の業務を行っていただきます。
・カット、カラー、パーマ、メイクアップ等の美
容業務全般
・その他付随する業務（電話対応、店舗清掃等）
○店内の座席数は４席で、予約を優先しておりま

岩手県宮古市大通２丁目
２－４

ドゥ・ヒートライ
ズ　クリエイティ
ブ　株式会社雇用期間の定めなし

美容業務経験 岩手県宮古市

介護職員「介護」

1人

デイサービスセンターにおいて介護業務を担当
・介護業務（身の回りの世話・食事・入浴・排泄
等の介助）
・ワイドタイプのワゴン車（施設車）で、通所者
の送迎運転業務

岩手県下閉伊郡山田町船
越第６地割１００番地３

社会福祉法人　正
受会　平安荘デイ
サービスセンター雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

介護職 岩手県下閉伊郡山田町

7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。
コネクタを製造するために使う成形機、組立機械
の操作を担当していただきます。
機械の構造や仕組みを学びシーケンス制御などの

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

岩手県下閉伊郡山田町

製造機械オペレーター／正
社員（トライアル併用求
人）

水産加工品の製造

2人

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

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

4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。
コネクタはプラスチック部品と金属部品から構成
されておりますがプレス加工オペレータ―はその
内、金属部品の加工を担当していただきます。

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

岩手県下閉伊郡山田町

プレス加工オペレーター／
正社員（トライアル併用求
人）

鉄筋工「建設」

1人

鉄筋の加工および組立業務に従事していただきま
す。
・鉄筋加工場にて鉄筋を切断し、曲げ加工したも
のを建築現場や土木工事現場にて組み立ておよび
取付作業

岩手県宮古市松山第５地
割１７－１

有限会社　因幡鉄
筋工業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

厨房係

2人

浄土ヶ浜レストハウスにおいて、下記の業務に従
事していただきます。
・和食を中心とした食材の仕込み（魚捌き等）、
盛り付け、料理提供までの一連の調理業務
・食材の仕入れや、厨房の片づけ等もあり

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
会雇用期間の定めなし

調理経験者 岩手県宮古市

精神保健福祉士

1人

当病院において、下記の業務を行っていただきま
す。
・入院、通院中（精神障害、認知症等）の患者さ
まとご家族の相談業務
・ＰＣ操作で関係書類の作成

岩手県宮古市板屋１丁目
６番地３６

医療法人財団　正
清会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師「看護」

2人

当病院に入院されている患者様への看護業務全般
を幅広く担当していただきます。
・入院から退院までの看護を責任を持って行って
頂きます。
〈具体的な患者様へのサポート〉

岩手県宮古市板屋１丁目
６番地３６

医療法人財団　正
清会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

准看護師「看護」

2人

当病院に入院されている患者様への看護業務全般
を幅広く担当していただきます。
・入院から退院までの看護を責任を持って行って
頂きます。
〈具体的な患者様へのサポート〉

岩手県宮古市板屋１丁目
６番地３６

医療法人財団　正
清会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市



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 300,000円～430,000円

正社員 不問 03030- 1080301
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～255,200円

正社員 不問 03030- 1081601
社会福祉士

(1)8時30分～17時30分
200,000円～316,000円

正社員 64歳以下 03030- 1082901
変形（1ヶ月単位）
(1)7時30分～16時30分

140,000円～190,000円 (2)8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

正社員以外 64歳以下 03030- 1084401
看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
204,000円～440,640円

正社員以外 64歳以下 03030- 1085701
准看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
179,520円～342,720円

正社員以外 64歳以下 03030- 1086801
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時30分

143,000円～180,600円

正社員 59歳以下 03030- 1087201
変形（1年単位）
(1)8時00分～19時00分

152,000円～189,600円 (2)20時00分～7時00分

正社員 59歳以下 03030- 1088501
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時30分

143,000円～180,600円

正社員 59歳以下 03030- 1089001
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
176,000円～264,000円

正社員 45歳以下 03030- 1093701

(1)8時00分～17時00分
普通自動車免許一種 264,000円～330,000円

正社員 45歳以下 03030- 1094801
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時30分
130,000円～218,450円

正社員 不問 03030- 1095201
看護師 変形（1ヶ月単位）
准看護師 (1)8時00分～17時00分
いずれか 217,280円～217,280円 (2)8時30分～17時30分

(3)9時00分～18時00分

正社員 59歳以下 03030- 1097001
普通自動車免許一種

175,391円～222,161円

正社員 59歳以下 03030- 1098301
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

普通自動車免許一種 170,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03030- 1099601
管理栄養士 変形（1ヶ月単位）
栄養士 (1)8時30分～17時00分
いずれか 161,000円～161,000円 (2)8時00分～12時00分

正社員 59歳以下 03030- 1101001
大型自動車免許 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～17時00分
171,200円～171,200円

正社員以外 不問 03030- 1103601
看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
182,400円～270,100円 (2)9時30分～18時30分

(3)7時30分～16時30分

正社員以外 不問 03030- 1106401
大型自動車免許 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- 1107701
大型自動車免許 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- 1109201

3

土木施工管理技士「建設」

2人

土木工事現場における監督及び現場代理人とし
て、現場の管理担当をしていただきます。
・現場は岩泉町・田野畑村・宮古市
・現場への移動には、社用車もしくはマイカーを
使用

岩手県下閉伊郡岩泉町門
字中瀬５１番地１４

株式会社　畑中組

雇用期間の定めなし

現場管理の経験 岩手県下閉伊郡岩泉町

大型車両運転士（ミキサー
車）

2人

大型車両による生コン等の運搬を主に担当してい
ただきます。
・生コン工場（岩泉町・中里地区）より岩泉町を
中心とした各現場などへ生コンを運搬する仕事と
なります。

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

雇用期間の定めなし

大型車両運転経験 岩手県下閉伊郡岩泉町

社会福祉士「介護」

1人

病院における社会福祉士業務全般を担当していた
だきます。
・入退院の調整、相談支援（他の病院・施設・家
族との連絡調整、院内調整、入院患者様の相談対
応など）

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

岩手県宮古市

介護職「介護」／日勤

2人

・入院患者（１病棟４０名位）の食事、入浴、ト
イレ介助などの支援。
・病棟の介護スタッフは１０～１５名となり、シ
フトでの勤務となります。
・他職種と共働で患者様の身体機能障害からの回

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／日勤　「看護」

2人

当院では医療療養病棟２病棟、回復期リハビリ
テーション病棟２病棟があります。
・各病棟３０～４０床看護業務全般
　配属病棟は相談のうえ決定いたします。


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／日勤　「看護」

1人

当院では医療療養病棟２病棟、回復期リハビリ
テーション病棟２病棟があります。
・各病棟３０～４０床看護業務全般
　配属病棟は相談のうえ決定いたします。


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

技術職（営繕スタッフ）

1人

木材・木製品の生産製造設備の修理、メンテナン
スを行います。状況に応じ木製品製造補助を行う
場合もあります。他スタッフは３名おります。

岩手県宮古市大字磯鶏１
丁目６－３６

北上プライウッド
株式会社　宮古工
場雇用期間の定めなし

機械の修理メンテナンス経
験

岩手県宮古市

製造職オペレーター

1人

木材・木製品の生産製造設備のオペレーター、そ
の他、生産に付随する作業全般を行います。

岩手県宮古市大字磯鶏１
丁目６－３６

北上プライウッド
株式会社　宮古工
場雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

技術職（電機スタッフ）

1人

工場内や製造機械の電機系メンテンナンス、修
理、保守作業を行います。その他状況に応じ、木
製品製造補助を行う場合もあります。他２名のス
タッフがおります。

岩手県宮古市大字磯鶏１
丁目６－３６

北上プライウッド
株式会社　宮古工
場雇用期間の定めなし

業務用電機系メンテナン
ス、修理経験

岩手県宮古市

土木作業員「建設」

4人

・土木作業（道路など）、土砂埋め戻し
・型枠、足場組立、解体作業　など

＊現場は主に宮古市内～山田町です。

岩手県宮古市黒田町５番
１４号１階

株式会社　ＮＥＸ
ＲＯＷ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

重機オペレーター「建設」

1人

・各現場での重機オペレーター業務に従事

＊現場は主に宮古市内、山田町内になります。

車両系建設機械（基礎
工事用）運転技能者

岩手県宮古市黒田町５番
１４号１階

株式会社　ＮＥＸ
ＲＯＷ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

配管工「建設」

2人

給排水工事、給水本管工事などに関する作業全般
・一般住宅、店舗、事業所等の給水や排水等衛生
配管作業
・各種衛生器具や消火設備などの取付配管作業
　現場には会社に出社後、社有車にて移動しま

岩手県宮古市八木沢第７
地割５６－１

有限会社　池田水
道

雇用期間の定めなし

給排水工事経験者 岩手県宮古市

看護職員「看護」

1人

入所者の看護業務となります。
・当ホームに入所している高齢者（１００名）の
バイタルチェック、服薬・健康管理、医療処置、
通院同行など
・その他付帯する業務

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なし

岩手県下閉伊郡山田町

ルート営業

1人

当社の配置薬（置き薬）をご利用いただきていう
るご家庭や企業を定期訪問し、ご使用いただいた
分の集金と補充を行います。
その際、お客様の健康相談にのり、ニーズに合わ
せた商品説明や健康補助食品のご提案も行いま

岩手県宮古市大字田鎖９
地割６－５

株式会社　富士薬
品　宮古営業所

雇用期間の定めなし

又は9時00分～18時00分の
間の8時間

岩手県宮古市

介護支援専門員「介護」

1人

ケアマネンジメント業務を行います。
・ケアプランの作成、相談業務、要介護認定の申
請代行
・利用者への支援や関係機関への連絡・調整等
・訪問相談などの外出用務の際には施設車を使用

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なし

岩手県下閉伊郡山田町

管理栄養士・栄養士

1人

利用者の栄養管理業務となります。
・主に高齢者約１００名の栄養ケアマネジメント
・パソコンを使用し献立作成
・食材発注業務等


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なし

岩手県下閉伊郡山田町

ダンプ運転手

1人

当社において、下記の業務を行っていただきま
す。
・ダンプを運転し砕石等の運搬業務
・範囲は宮古市内・山田地区
・現場～生コンプラント間、現場～現場間の運搬

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）

大型運転経験 岩手県宮古市

看護職（正看護師）「看
護」

1人

・施設入所者（特養・短期入所者）に対する看護
業務
・記録類の作成、健康相談など
＊特養５０名、短期２０名の方の入所・利用があ
り、看護職員７名体制で業務に当たっています。

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
４地割１－２０

社会福祉法人　若
竹会　サンホーム
みやこ雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

岩手県宮古市

運転手：宮古

1人

レンタル用建設機械器具の配達に従事していただ
きます。
・８ｔ平ボデータイプのトラックの運転
・有資格者の方は建設重機、小型移動式クレーン
（ユニック）の操作あり

岩手県宮古市板屋１丁目
２－７

株式会社　イブキ
産業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

運転手：岩泉

1人

レンタル用建設機械器具の配達に従事していただ
きます。
・８ｔ平ボデータイプのトラックの運転
・有資格者の方は建設重機、小型移動式クレーン
（ユニック）の操作があり

岩手県宮古市板屋１丁目
２－７

株式会社　イブキ
産業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町



普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分

139,340円～204,140円 (2)8時30分～17時30分
(3)16時00分～9時00分

正社員 63歳以下 03030- 1110001
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時00分
150,000円～200,000円

正社員 40歳以下 03030- 1111301
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
155,000円～250,000円

正社員 59歳以下 03030- 1113901
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
土木施工管理又は (1)8時00分～17時00分

180,800円～350,000円

正社員 64歳以下 03030- 1114101
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
158,200円～339,000円

正社員 64歳以下 03030- 1116701
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 200,000円～300,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03030- 1119501
普通自動車免許一種

(1)7時30分～16時30分
160,000円～250,000円

正社員 不問 03030- 1120601
普通自動車免許一種

(1)7時30分～16時30分
160,000円～250,000円

正社員 不問 03030- 1121901
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

140,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030- 1122101
変形（1ヶ月単位）
(1)5時00分～14時00分

141,100円～141,100円 (2)10時30分～19時30分

正社員以外 不問 03030- 1126201
変形（1ヶ月単位）
(1)8時15分～17時00分

141,100円～141,100円 (2)11時00分～19時45分

正社員以外 不問 03030- 1127501
介護福祉士 変形（1ヶ月単位）

(1)8時15分～17時00分
161,100円～161,100円 (2)11時00分～19時45分

(3)16時00分～22時00分

正社員以外 不問 03030- 1128001
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
350,000円～350,000円

正社員 不問 03030- 1130101
栄養士 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
150,700円～165,800円 (2)5時30分～14時30分

(3)7時30分～16時30分

正社員以外 不問 03030- 1131401
変形（1ヶ月単位）
(1)7時30分～16時30分

普通自動車免許ＡＴ 148,400円～167,300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- 1132701
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- 1133801
変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分

148,360円～148,360円 (2)9時00分～18時00分
(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030- 1134201
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
147,000円～147,000円

正社員以外 不問 03050- 2221601

(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- 1289601
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
165,000円～187,000円

正社員以外 不問 03080- 1367001

4

介護職員／正社員「介護」

1人

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

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

車両整備

1人

当社において車両整備業務に従事します。
・軽自動車からトラックまでの、点検および車検
整備、一般修理　
・洗車や車両の引取り、納車等　　
・その他付随する業務　　　　　　　　　　

岩手県宮古市上鼻２丁目
４－１

有限会社　千徳自
動車整備工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

鉄工作業員

1人

弊社山田工場において下記の業務に従事します。
・各種プラント機器の溶接作業
・製缶作業
・配管工事
・各種産業機械の据付工事

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根第２地割８－１

五菱工業株式会社
山田工場

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「建設」

1人

土木施工における現場管理業務全般を行います。
・一般住宅から道路・河川などの公共事業の土木
工事現場において、施工・安全・品質・工程管理
など、工事の監理
・パソコンを使用しての書類作成等

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 建築施行管理
（１級又は２級）　

経験者、パソコン操作ので
きる方

岩手県下閉伊郡田野畑村、他

土木作業員「建設」

1人

一般住宅から道路・河川などの公共事業現場にお
いて、土木作業全般となり、体力を必要とした仕
事です。
・資格がある方には、除雪オペレーター、機械・
車両の運転も行っていただきます

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

岩手県下閉伊郡田野畑村、他

土木施工管理技士「建設」

1人

当社請負の各現場において下記業務を行っていた
だきます。
・土木工事の現場施工管理業務
・安全管理、品質管理、工程管理、出来形管理、
原価管理

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

施工管理経験 岩手県下閉伊郡岩泉町、他

施工管理「建設」

1人

◇道路舗装工事業の最大手である（株）ＮＩＰＰ
Ｏ（旧社名：日本鋪道）のグループ会社です。
◇舗装土木工事の施工管理業務を行っていただき
ます。
・施工計画の立案　・作業工程における監督や指

岩手県宮古市金浜第６地
割２１－６０２Ｆ

株式会社　宮古日
舗

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

舗装技能員「建設」

2人

◇道路舗装工事業の最大手である（株）ＮＩＰＰ
Ｏ（旧社名：日本鋪道）のグループ会社です。
◇舗装土木工事の施工業務を行っていただきま
す。
・舗装重機の操縦　・舗装型枠の設置やレーキ等

岩手県宮古市金浜第６地
割２１－６０２Ｆ

株式会社　宮古日
舗

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

品質管理（検査業務）／山
田

1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。その内
の、製品検査の担当者を募集します。
・工具・顕微鏡による製品測定
・実体顕微鏡を使用した外観検査など

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

パソコン操作（ワード・エ
クセル定型入力できる方） 岩手県下閉伊郡山田町

調理員

1人

当病院において、下記の業務を行っていただきま
す。
・入院患者２３５名の調理業務
・主に盛り付け、配膳、下膳、食器洗浄機による
作業

岩手県宮古市板屋１丁目
６番地３６

医療法人財団　正
清会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

病棟看護助手「看護」

2人

当病院において、下記の業務を行っていただきま
す。
・看護職員の指導のもと、病棟の環境整備
・入院患者さんの日常生活に関わる補助業務
・寝具交換、入浴介助、食事介助、着替え介助等

岩手県宮古市板屋１丁目
６番地３６

医療法人財団　正
清会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

介護福祉士「介護」

3人

当法人が運営する病院の認知症病棟における入院
患者の日常生活に関わる介護業務全般を行ってい
ただきます。
・主な業務は寝具交換・入浴介助・食事介助・着
替え介助等となります。

岩手県宮古市板屋１丁目
６番地３６

医療法人財団　正
清会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

現場監督「建設」

1人

・現場での監督業務
・パソコンを使用して書類の作成
・現場の写真撮影、写真管理　など

岩手県宮古市黒田町５番
１４号１階

株式会社　ＮＥＸ
ＲＯＷ

雇用期間の定めなし

現場監督 岩手県宮古市、他

栄養士（臨時職員）

1人

施設利用者の食事全般の栄養指導と献立の作成を
行います。
・４施設の共同献立（朝食、昼食、夕食約３００
食他弁当）の作成と栄養指導
・食材の発注業務

岩手県下閉伊郡山田町山
田１－１１－３

社会福祉法人　親
和会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

介護支援専門員（臨時職
員）「介護」

2人

利用者の支援、健康管理業務、ケアプランの作
成、相談業務に従事します。
・利用者への支援や関係機関への連絡調整など
・訪問外出用務の際は施設車（ＡＴ車）を利用
・シフトにより（１）～（５）の時間の交替勤務

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山
田１－１１－３

社会福祉法人　親
和会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

プラスチック成形オペレー
タ

1人

電子部品（コネクタ）用精密金型と射出成型機を
使用し、プラスチック成形品、コネクタの製造オ
ペレータ業務
・射出成型機を一人で数台担当し、成形機の安定
稼働を正面から支える重要な仕事です。

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

介護職「介護」

1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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡田野畑村

現場事務

1人

◆現場事務所において事務業務全般となります。
・電話及び来客対応
・パソコンを使用しての書類作成
・現場事務所の整理整頓および清掃業務
・その他、指示された業務、現場事務に付随する

岩手県一関市竹山町６－
４

株式会社　平野組

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ワード、エクセル 岩手県宮古市

宮古商工会共済・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

岩手県宮古市

普通作業員（宮古市）「建
設」

2人

【普通作業員】
宮古市内の護岸工事等の各建設現場における、一
般土木作業に従事していただきます。
＊主に宮古市近郊の建設現場を担当していただき
ます。（自宅からの直行・直帰が可能な現場）

岩手県大船渡市盛町字田
中島２７‐１

株式会社　佐賀組

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市



普通自動車免許一種 変形（1年単位）
(1)7時30分～17時00分

137,144円～195,300円

正社員 59歳以下 03100-  906101
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

256,700円～410,200円

正社員 59歳以下 03100-  912901
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
158,900円～181,600円

正社員以外 不問 03100-  915701
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
200,100円～220,800円

正社員 59歳以下 05041-  603301
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
210,000円～330,000円

正社員 不問 13120- 5260201
大型自動車免許

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 不問 02030- 3198201
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- 1137301
普通自動車免許一種

185,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030- 1138601
看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
245,000円～280,000円

正社員 59歳以下 03030- 1140701
変形（1ヶ月単位）
(1)8時20分～17時20分

142,300円～142,300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- 1142201
薬剤師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時20分～17時20分
217,000円～244,800円

正社員 59歳以下 03030- 1143501
看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時20分～17時20分
193,500円～251,100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- 1144001
社会福祉士 変形（1ヶ月単位）

介護支援専門員 (1)8時45分～17時45分
介護福祉士 134,500円～294,500円

社会福祉主事任用資格
いずれか

正社員 64歳以下 普通自動車免許ＡＴ 03030- 1146601

(1)8時30分～17時00分
135,600円～146,900円 (2)8時30分～12時00分

正社員以外 不問 03030- 1147901
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

131,535円～131,535円

正社員以外 59歳以下 03030- 1148101
看護師 変形（1ヶ月単位）
准看護師 (1)8時00分～17時00分
いずれか 158,700円～270,100円 (2)8時30分～17時30分

普通自動車免許ＡＴ

正社員以外 不問 03030- 1150201
変形（1ヶ月単位）
(1)7時45分～16時45分

141,200円～141,200円 (2)8時00分～17時00分

正社員以外 不問 03030- 1151501
大型自動車免許 変形（1年単位）

大型特殊自動車免許 (1)8時00分～17時00分
いずれか 260,000円～350,000円

普通自動車免許一種

正社員以外 不問 04010-18078201
普通自動車免許一種 交替制（シフト制）

キャリアコンサルタン (1)9時00分～17時15分
あれば尚可 160,000円～180,000円 (2)13時15分～21時15分

正社員以外 不問 03010- 7811801
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
128,900円～130,500円

正社員 64歳以下 03030- 1161601

5

土木作業員　　　「建設」

1人

＊主に一般土木作業に関する業務全般
・道路工事
・河川工事
・地山工事（山の木を切り、整地する）
・トラックで材料を運搬

岩手県久慈市湊町第１９
地割２０－５

清和建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

土木作業経験者優遇 岩手県下閉伊郡岩泉町、他

土木施工管理技士（１級）

1人

◆土木施工管理技士業務全般
・公共土木工事現場等の施工管理業務になりま
す。
・土木工事の施工管理、積算見積業務
・施工計画を作成し、工程管理、安全管理など工

岩手県久慈市山形町川井
第９地割３２番地２

蒲野建設　株式会
社

雇用期間の定めなし
土木施工管理経験者あれば
尚可、パソコンでの写真管

理経験あれば尚可 岩手県宮古市

土木作業員
「建設」

5人

◆土木工事現場における土木作業全般
　＊現場作業（作業手元）
　＊資材の準備、運搬等
　＊片づけ、作業支持者によるその他の付随する
作業

岩手県久慈市山形町川井
第９地割３２番地２

蒲野建設　株式会
社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

経験あれば尚可 岩手県宮古市、他

土木作業員　【盛岡営業
所】

3人

○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、コンクリート製品の敷
設、
　土管などの設置や埋設などを行ないます。

秋田県仙北市角館町下川
原４６９

有限会社　三幸商
会車両系建設機械（基礎工事

用,整地・運搬・積込用及
び掘削用,解体用）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、他

土木作業員

5人

基礎の杭打ち作業による手元作業
油圧ショベル等、重機オペレーター（クレーン）
を行っていただく場合もあります。
・現場近くの宿泊施設（朝・夕食付）を会社で負
担します。

東京都葛飾区西亀有　４
－１７－１６

株式会社　櫻井基
工玉掛け、重機等資格

あれば尚可雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

大型ダンプ運転手

1人

１０トンダンプの運転
○建設現場において、砕石、残土、廃材合材など
を１０ｔダンプで積み込み、運搬していただきま
す。
○主として岩手県宮古市を拠点に沿岸地域での仕

青森県弘前市大字真土字
前田１５２ー５

株式会社　光カッ
ター

雇用期間の定めなし

１０トンダンプ運転経験 岩手県宮古市、他

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

総務、経理事務

2人

牧場では乳牛をはじめヤギ・羊・ロバを飼育して
おり、県内外からお客様も沢山来られます。
○パソコン（会計ソフト）を使ったデータ入力
○新商品の開発イベント企画にかかるデータ入力
○給与計算

岩手県宮古市田老字小堀
内１９－１５

しあわせ乳業　株
式会社

雇用期間の定めなし

又は8時30分～18時00分の
間の8時間

岩手県宮古市

看護師／訪問看護「看護」

2人

在宅療養支援業務。ご自宅にいる利用者宅を訪問
し、主治医の指示による看護業務を提供。
・主にバイタルチェック、服薬管理、医学的処置
に従事
・訪問看護チームは３名体制で受持ち利用者４０

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

看護助手　　　　「看護」

1人

・患者さん及び施設利用者の方々の食事援助
・シーツ交換、洗濯介助等の身の回りの世話
・処置の手伝い作業、患者移送、レクリエーショ
ン
・患者の見守り等の業務

岩手県宮古市山口五丁目
３番２０号

社団医療法人　新
和会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

薬剤師

1人

・処方箋に基づく調剤業務
・その他、患者さんの体質やアレルギー歴、服薬
状況をふまえた服薬指導
・薬剤管理、薬局受付、服薬内容等のパソコン入
力操作、電話対応等

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

支援相談員及び介護員「介
護」

1人

ふれんどりー岩泉の通所リハビリ利用者（概ね２
８名程度）の支援相談と介護業務に従事します。
・利用者と家族からの相談を受けサービスの説明
やケアプラン申請など行政・居宅介護支援事業所
との連絡調整

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

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
・医療器具の準備、服薬管理、生活の見守り
・医師の指示による看護業務全般
・状況により雑務等あり

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

一般事務

1人

当協同組合の総務課または業務課の事務を行って
いただきます。
・パソコンを使用した書類作成、伝票整理、電算
入力
・電話・来客対応等

岩手県下閉伊郡田野畑村
島越１０４－２

田野畑村漁業協同
組合

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）操作可能な方

岩手県下閉伊郡田野畑村

水産加工員

1人

干物や冷凍品の製造及び鮮魚出荷を行います。
・サバ、イワシ等、青魚の干物加工
・魚の内臓処理で一部包丁使用あり
（初めての方でもすぐできます）
・トレーに並べたり、箱詰め等は手作業

岩手県下閉伊郡山田町大
沢第１０地割２０７－５

大和水産　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

看護師「看護」

1人

当施設における利用者への看護業務全般を行いま
す。
・利用者の健康管理
・服薬管理
・バイタルチェック

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

月以上）

岩手県宮古市

調理員（日勤）

1人

当施設利用者の給食調理業務となります。
・給食（朝、昼、夕食）１回約１１０食分の調理
・食器洗浄
・清掃　等


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

月以上）

岩手県宮古市

重機オペレ－ター

5人

・バックホーを使用しての土砂の積込み法面の仕
上げ作業
・ブルドーザーを使用しての土砂の敷均し
・リジットダンプ、Ａ／Ｔダンプを使用しての土
砂の運搬作業

宮城県仙台市若林区卸町
東３丁目２－２８

株式会社　マイ
タック　東北営業
所雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
大型バックホー、ブルドー

ザー経験者
岩手県宮古市

1人

＊みやこ若者サポートステーションにおいて、若
者支援に関する業務を行っていただきます。
・若者とその家族に対する相談支援
・各種セミナーの企画・運営
・ボランティア体験や職業体験の企画・運営

岩手県盛岡市盛岡駅前通
１６－１５　保科済生堂
ビル３階

特定非営利活動法
人　もりおかユー
スポート

PC操作(Word,Excelを使っ
て基本的な文書作成・デー

タ入力ができる事) 岩手県宮古市

若者支援スタッフ（みやこ
若者サポートステーショ
ン）
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

事務

1人

一般事務及び庶務事務が主な業務になります。
・書類作成
・請求管理や労務管理等の補助業務
・電話、来客対応など
・業務上、銀行等に行っていただく場合がありま

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

パソコン（ワード・エクセ
ル）の基本操作

岩手県宮古市



変形（1年単位）
(1)15時00分～0時00分

200,000円～250,000円

正社員 18歳以上 03030- 1164401
変形（1年単位）
(1)15時00分～0時00分

200,000円～250,000円

正社員 18歳以上 03030- 1165701
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

136,868円～155,925円

正社員 59歳以下 03030- 1167201
保育士 変形（1ヶ月単位）

(1)7時30分～16時30分
151,700円～165,800円 (2)8時00分～17時00分

いずれか (3)9時00分～18時00分

正社員以外 不問 03030- 1169001
大型自動車免許 変形（1年単位）

普通自動車免許一種 (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- 1171101
２級土木施工管理技士
１級土木施工管理技士 (1)8時30分～17時30分
普通自動車免許一種 400,000円～550,000円

正社員以外 不問 27010-20075101
２級土木施工管理技士
１級土木施工管理技士 (1)8時30分～17時30分
普通自動車免許一種 300,000円～400,000円

雇用期間の定めなし

正社員 不問 27010-20100201
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調理兼ホール（つぼ八）

2人

チェーン店居酒屋での調理、接客業務全般に従事
していただきます。
・食材の仕込み、調理、盛付け
・調理器具や食器類の洗浄など
・お客様のご案内、注文とり

岩手県宮古市近内第４地
割５２－３　ラフィネＡ
１０２

株式会社　マルセ
イユ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理補助（つぼ八）

2人

チェーン店居酒屋での調理補助業務全般に従事し
ていただきます。
・食材の仕込み、材料を切る、調理、盛付け作業
・調理器具や食器類の洗浄など
・その他、店舗内の清掃作業

岩手県宮古市近内第４地
割５２－３　ラフィネＡ
１０２

株式会社　マルセ
イユ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

水産加工員

1人

水揚げされた鮮魚や冷凍している魚の加工作業と
なります。
時期により取り扱う魚が異なります。
・加工処理は切り身、開き、衣を付けての冷凍加
工など

岩手県宮古市藤原２丁目
２－１７

有限会社　佐々京
商店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

保育士又は幼稚園教諭「保
育」

1人

０歳～６歳児までの児童保育補助を担当
・園児達の給食・お手洗いの指導
・遊び・お昼寝の見守り等
・担任の補助業務を行います
＊１４名の園児を４名の職員にて対応していま

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

幼稚園教諭免許（専
修・１種・２種）雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

ダンプ運転手

2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

岩手県下閉伊郡岩泉町

土木技術者（建設コンサ
ル）「盛岡市、宮古市、陸
前高田市」 3人

国土交通省、各自治体及びＮＥＸＣＯ発注の支援
業務
（監督支援・資料作成・積算・ＣＭ）に従事し、
下記の業務を執り行います。
・工事の施工管理全般（施工・品質・出来形・工

大阪府大阪市中央区谷町
２－３－２　森居幸ビル
９Ｆ

株式会社　ファイ
ンテクノ

発注者支援業務等の実務経
験、土木施工管理業務の実

務経験 岩手県宮古市、他

土木技術者（建設コンサ
ル）「盛岡市、宮古市、陸
前高田市」 3人

国土交通省、各自治体及びＮＥＸＣＯ発注の支援
業務
（監督支援・資料作成・積算・ＣＭ）に従事し、
下記の業務を執り行います。
・工事の施工管理全般（施工・品質・出来形・工

大阪府大阪市中央区谷町
２－３－２　森居幸ビル
９Ｆ

株式会社　ファイ
ンテクノ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

発注者支援業務等の実務経
験、土木施工管理業務の実

務経験 岩手県宮古市、他


