
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- 1333701
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- 1334801
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時30分

161,700円～207,900円

普通自動車免許一種
正社員 不問 03030- 1335201

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 220,300円～352,600円 (2)17時30分～8時30分

正社員 59歳以下 03030- 1336501
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 172,800円～221,800円 (2)7時30分～16時30分

正社員 40歳以下 03030- 1338301
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- 1339601
フォークリフト運転技能者 変形（1年単位）
普通自動車免許一種 (1)6時00分～16時00分

163,100円～163,100円

正社員以外 不問 03030- 1340401
調理師あれば尚可

(1)7時00分～16時00分
137,300円～162,300円 (2)9時00分～18時00分

正社員以外 不問 03030- 1341701
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時00分

小型船舶操縦士あれば尚可 156,100円～156,100円

正社員以外 不問 03030- 1342801
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
186,400円～233,000円

正社員 不問 03030- 1343201
保育士

(1)8時30分～17時15分
163,100円～192,200円

正社員以外 不問 03030- 1345001
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
175,750円～218,000円

正社員 59歳以下 03030- 1346301
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- 1347601
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- 1349101
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- 1352501
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
普通自動車免許一種 161,700円～184,800円

あれば尚可

正社員 64歳以下 03030- 1353001
大型自動車免許 変形（1ヶ月単位）

フォークリフト運転技能者 (1)8時00分～16時30分
あれば尚可 133,800円～133,800円

正社員 59歳以下 03030- 1354301
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
あれば尚可 231,000円～346,500円

普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03030- 1355601

1

足場作業員

1人

各現場において足場組立、解体作業員に従事して
いただきます。
・現場では２～３名で作業
・足場作業がない場合は土木作業


岩手県宮古市根市第６地
割７番地１

有限会社　伊藤総
業

雇用期間の定めなし

経験者 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

足場補助作業員

1人

各現場において足場組立、解体作業に従事してい
ただきいます。
・作業員の手元や資材の運搬等
・将来は組立、解体も行い２～３名で作業
・足場作業がない場合は土木作業

岩手県宮古市根市第６地
割７番地１

有限会社　伊藤総
業

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

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
　

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

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

作業職

1人

○山林作業全般の作業職（林業師）
・当社直営山林での作業が主な仕事です。業務に
必要な資格・免許を当社負担で取得し、各種林業
機械の操作運転等を行います。
・原木生産が中心ですが、山林調査なども勉強し

岩手県宮古市茂市第２地
割日向１９４

株式会社　小林三
之助商店　岩手工
場雇用期間の定めなし

林業経験者 岩手県宮古市

保育士／こども課（会計年
度任用職員）「保育」

5人

宮古市内保育所（公立保育所、へき地保育所）１
１か所のいずれかでの勤務となります。
・園児の日中活動の保育や記録など
・園内清掃や備品消毒など
・担当クラスや児童数は、勤務する保育所によっ

岩手県宮古市宮町一丁目
１－３０

宮古市役所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

塗装工

2人

建築物等の保護や美観に関わる塗装・吹き付け及
びそれに付随した作業全般に従事していただきま
す。
・主に一般住宅・ビル、公営住宅、病院等
・現場には事務所集合で乗合で移動

岩手県下閉伊郡山田町織
笠第１４地割３２番地２
２９

有限会社　サワダ
建装

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

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

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）

ワード・エクセル 岩手県宮古市

５トン限定
準中型自動車免許

塗装工事関係の資格がない
方は建設業に従事した経験

があること

塗装工事関係の資格が
あれば尚可

調理員／望みの園はまなす
（臨時職員）

1人

施設で調理業務に従事していただきます。
・野菜の下処理、配膳、洗浄作業、清掃作業
・設利用者の朝、夕食４０食、昼食約５０食分を
調理員５名体制


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）

集団給食調理経験あれば尚
可

岩手県下閉伊郡山田町

土木作業員

1人

水揚げ作業員

1人

魚市場にて、鮮魚水揚げ作業補助に従事していた
だきます。
・トロール船からの水揚げ作業補助
・かごの洗浄や、場内及び使用容器の洗浄等
・フォークリフトを運転し、船のタンクから計量

岩手県宮古市光岸地４番
４０号

看護補助員

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

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

宮古漁業協同組合

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

フォークリフト運転 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。
＊未経験の方には、同乗して指導するなど丁寧に

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

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

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

     （5月8日時点の内容です）

　　４月２７日　から　５月８日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　５月２１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
事業所名
求人番号

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・工程管理（資材等の手
配）

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

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
転技能者あれば尚可

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

営業経験あれば尚可 岩手県下閉伊郡山田町

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

◎ 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５月１４日発行  



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- 1356901
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- 1358401
管理栄養士

(1)8時30分～17時30分
200,000円～220,000円

正社員 59歳以下 03030- 1359701
看護師 交替制（シフト制）
助産師 (1)8時30分～17時15分

いずれか 145,500円～171,600円 (2)16時30分～1時15分
(3)0時30分～9時15分

正社員以外 18歳以上 03030- 1360501
普通自動車免許一種

あれば尚可 (1)8時30分～16時30分
120,790円～198,258円

正社員以外 不問 03030- 1363601
看護師

准看護師 (1)8時20分～17時20分
いずれか 195,200円～195,200円

普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 03030- 1364901
介護福祉士 変形（1ヶ月単位）

(1)8時20分～17時20分
145,400円～145,400円

正社員 59歳以下 03030- 1365101
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

170,000円～200,000円
普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 03030- 1366401
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
181,600円～181,600円

正社員 59歳以下 03030- 1367701
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- 1368801
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- 1369201
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 200,000円～260,000円 (2)7時00分～16時00分

正社員 59歳以下 03030- 1370001
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- 1371301
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- 1372601
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- 1373901
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
137,000円～164,000円

正社員 不問 03030- 1374101
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- 1375401
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- 1376701
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- 1377801
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- 1379501

2

型枠大工

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
　

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

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

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

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


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

自動車整備

1人

・車検・点検に伴う整備及び修理
・故障車の診断・修理
・車両の引き取り納車
・その他上記に付随する作業

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字三本松４１－５

有限会社　岩泉
モータース

雇用期間の定めなし

自動車整備 岩手県下閉伊郡岩泉町

准看護師／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。

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／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。

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

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

看護師

1人

介護施設・通所リハビリテーションの利用者及び
入所利用者（現在７５名位）への看護業務全般を
行います。
・入所利用者に対するバイタルチェック
・服薬管理、健康管理及び医療処置

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

建築技術者

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

土木技術者

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。
＊現場は、主に宮古市内となり、移動は社有車を

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

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

支援相談員

1人

「介護老人保健施設　さくら山」にて、以下の業
務を行っていただきます。
・利用希望者やご家族に対しての相談業務
・入所に伴う事前調査
・入所退所の調整

社会福祉士、介護支援
専門員（ケアマネー
ジャー）いずれか

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

パソコン操作（ワード・エ
クセル）が出来る方

岩手県下閉伊郡山田町

介護福祉士

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）

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

介護認定調査員／町民課

1人

町民課において、介護認定調査員に従事していた
だきます。
・介護保険のサービス利用希望者を訪問
・聞き取り調査等による介護保険の認定調査業務
・調査内容を整理点検

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）

認定調査員研修を修了して
いる者(研修未修了の場合,
就業開始後に認定調査員研

修を受けて頂きます) 岩手県下閉伊郡岩泉町

看護師又は助産師１（会計
年度任用職員）「看護」

1人

当院内において看護業務又は助産師業務全般を
行っていただきます。
・２交替制、または３交替制による勤務となり、
夜間勤務が可能な方を募集
・主に入院病棟での業務

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

管理栄養士

1人

「介護老人保健施設　さくら山」にて、下記の業
務を行っていただきます。
・利用者に提供する食事の栄養管理
・栄養ケア計画の作成
・献立チェック

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

管理栄養士業務経験
あれば尚可

岩手県下閉伊郡山田町

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
○７～８人体制となります。
○食器洗浄業務はありません。

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

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



看護師 交替制（シフト制）
准看護師 (1)9時00分～18時00分

普通自動車免許ＡＴ 182,600円～238,600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- 1380601
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)7時00分～16時00分
あれば尚可 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- 1381901
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- 1384701
警備員検定試験２級 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
190,000円～229,800円

普通自動車免許一種
正社員 18歳以上 03030- 1385801

普通自動車免許ＡＴ
(1)9時00分～18時00分

200,100円～292,500円

正社員 40歳以下 03030- 1386201
介護福祉士 変形（1ヶ月単位）
あれば尚可 (1)8時15分～17時15分

137,000円～184,000円 (2)7時00分～16時00分
(3)10時00分～19時00分

正社員 不問 03030- 1387501
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- 1388001

(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- 1389301
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 04010-23002701
二級自動車整備士 変形（1ヶ月単位）

普通自動車免許一種 (1)9時00分～17時30分
169,000円～250,000円

正社員 59歳以下 04010-23309101

(1)8時00分～17時00分
194,400円～237,600円

普通自動車免許一種
玉掛技能者あれば尚可

正社員 64歳以下 土木作業経験者優遇 05041-  723201

(1)8時00分～17時00分
244,160円～452,810円

正社員 59歳以下 04010-22784901
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
324,200円～566,330円

正社員 59歳以下 04010-22791301
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- 9083401
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- 9084701
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- 9092701
変形（1ヶ月単位）
(1)9時45分～18時45分

160,000円～180,000円

正社員 59歳以下 03010- 9128401
整備士国家検定２級 変形（1年単位）
普通自動車免許一種 (1)9時30分～18時00分

174,000円～216,500円

正社員 59歳以下 03010- 9194401
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
２級建築施工管理技士 253,000円～460,000円

いずれか

正社員 64歳以下 03030- 1297801
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
195,500円～345,000円

正社員 64歳以下 03030- 1298201

3

足場作業員

2人

建設現場での足場組立・足場解体作業等の業務
（学校、商業施設、一般住宅、ビル、マンショ
ン、橋梁等）
・実務経験を積んだのち、本人の適性を見て、営
業業務、現場管理職や若手指導員等に就いていた

岩手県下閉伊郡山田町織
笠第１４地割３１－２

佐々総業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

土木施工管理技士

2人

土木工事の技術管理業務を行います。
・現場の施工管理、工程管理、安全管理、発注担
当者との打ち合わせ等を行います。
・パソコンによる書類作成やメール等も行いま
す。

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

サービス（自動車整備）ス
タッフ（宮古店）

1人

自動車の点検、整備、修理
主に乗用車の車検に伴う整備および修理
１　点検、修理など依頼があったクルマの点検を
おこない、不良箇所に応じた必要部品の注文、取
替、修理

岩手県盛岡市東仙北２丁
目１３－３５

ネッツトヨタ岩手
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員（ソフトバンク宮古
バイパス）

1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

Word、Excel 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

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。

 

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

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

現場管理（土木課）

1人

建設現場における土木工事の管理業務に従事して
頂きます。

現　場：工程管理、安全・品質管理、写真撮影等
事務所：書類作成、写真管理、データ入力等

宮城県仙台市青葉区本町
２丁目１０－３３　第２
日本オフィスビル７階

株式会社　オンサ
イト

雇用期間の定めなし

施工管理経験：１年以上
（必須）

岩手県宮古市、他

現場管理補助（空調・衛生
設備課）

1人

空調・衛生設備工事における管理業務補助（現場
監督）を行って頂きます。
・工程管理（写真撮影及び管理、作業員への作業
内容の伝達及び確認）
・現場での安全管理　・書類作成　・ミーティン

宮城県仙台市青葉区本町
２丁目１０－３３　第２
日本オフィスビル７階

株式会社　オンサ
イト

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

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

自動車整備士

3人

トラック、バス、乗用車の整備、法定点検、車
検、車両回送、引渡し等の整備・修理に関する業
務を行なっていただきます。

宮城県仙台市宮城野区中
野４丁目１０－１４

いすゞ自動車東北
株式会社

雇用期間の定めなし

自動車整備経験（大型自動
車整備経験者優遇）

岩手県宮古市、他

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

ケアマネージャー

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

介護員

2人

小規模多機能ホームあすも・グループホームあす
もにおいて下記の業務を行っていただきます。
・入浴、排せつ、調理業務、食事等の介護
・その他の日常生活上の支援
・レクリエーションや機能訓練

岩手県宮古市田の神２丁
目４－２８

小規模多機能ホー
ムあすも　グルー
プホームあすも雇用期間の定めなし

簡単なタブレット入力（既
存様式への入力）

岩手県宮古市

セールスドライバー

1人

いわて生協宮古センター所有の車両（２ｔ車）運
転による下記の業務を担当していただきます。
・当日配達するエリアの組合員様からの注文商品
の、車両への積み込み業務
・担当エリアの組合員様宅への、商品受け渡し業

岩手県宮古市田鎖第８地
割１２－１

いわて生活協同組
合　共同購入事業
部　宮古センター雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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
コ警備保障交通誘導警備業務２級

以上及び警備員指導教
育責任者２号

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

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
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

看護職「看護」

1人

特別養護老人ホームふれあい荘および短期入所生
活介護事業所において看護業務に従事します。
・検温や血圧測定などの健康管理や、服薬管理
・社用車を使用し、利用者様の通院同行など
月に７回程度の夜間対応の自宅待機があります。

岩手県宮古市田老字養呂
地６番地２

社会福祉法人　田
老和心会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市



社会福祉主事任用資格
普通自動車免許一種 (1)8時15分～17時15分

社会福祉士あれば尚可 147,400円～216,300円

正社員 64歳以下 03030- 1299501
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- 1301801
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- 1302201
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- 1304001
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- 1305301
普通自動車免許ＡＴ 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
137,270円～148,000円

正社員 64歳以下 03030- 1307901
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- 1308101
栄養士 交替制（シフト制）

普通自動車免許一種 (1)6時00分～15時00分
150,700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 不問 03030- 1309401

(1)8時00分～17時00分
152,700円～152,700円

正社員 59歳以下 03030- 1311501

(1)8時00分～17時00分
152,700円～152,700円

正社員 59歳以下 03030- 1312001
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- 1315901
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)6時00分～15時00分
150,000円～220,000円

正社員 45歳以下 03030- 1316101
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
205,200円～237,600円

正社員 59歳以下 土木作業経験者 03030- 1318701
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- 1319801
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- 1320301
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- 1321601
保育士

138,700円～219,600円

正社員 59歳以下 03030- 1322901
保育士 変形（1ヶ月単位）

159,800円～224,300円

正社員 59歳以下 03030- 1324401
看護師 変形（1ヶ月単位）

159,800円～224,300円

正社員 59歳以下 03030- 1325701
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- 1327201

4

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

看護師

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

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

保育士

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

重機オペ運転手及びとび土
工

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

土木作業員

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

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

普通作業員（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


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

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

水産加工員

1人

水産加工業務を担当していただきます。
・主にホタテの加工（殻付きホタテの箱詰め、殻
むき、貝柱のパック詰め）
・時期により鮮魚の選別、箱詰め、ウニ、アワ
ビ、いくらの加工もあります。

岩手県下閉伊郡山田町川
向町１６８

株式会社　川石水
産

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

土木作業員

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

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

栄養士

1人

介護老人福祉施設におけるオール電化厨房で新調
理方法での調理業務全般
・システムを使用した献立作成、事務処理
・入居者１２０名の食事（朝食、昼食、夕食）
・食器の片づけ、厨房の清掃等

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

調理に活かせる経験・資格
等

岩手県宮古市

普通土木作業員

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

事務

1人

品質管理書類作成を行っていただきます。
・水産加工の日々の生産管理記録作成（パソコン
使用）管理
・ラベル発行確認業務
・送り状作成、電話、来客対応

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

パソコン操作（ワード・エ
クセル）出来る方

岩手県下閉伊郡山田町

介護職員（臨時）

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

月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

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織
笠第１４地割ー３２

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

社会福祉士／正社員

1人

各センターにおいて、地域に暮らす人たちの介護
予防や、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を担当していただきます。
・職員２名体制で行っていただきます
・外出の際には当社会福祉協議会の施設車を使用

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
会雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

訪問ヘルパー

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

相談支援員／正社員・くら
しネット

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

福祉分野での相談・経験３
年以上

岩手県宮古市



測量士又は 変形（1年単位）
測量士補 (1)8時30分～17時30分

普通自動車免許一種 155,000円～240,000円 (2)8時30分～12時00分

正社員 不問 03030- 1330901
変形（1ヶ月単位）
(1)6時40分～15時40分

130,000円～130,000円 (2)9時40分～18時40分
(3)8時30分～17時30分

正社員以外 不問 03030- 1331101
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
一級建築士あれば尚可 250,000円～300,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03080- 1582701
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
192,000円～240,000円

正社員 64歳以下 03090- 1119001
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～16時45分
232,000円～301,600円 (2)8時00分～16時30分

正社員 不問 03100- 1127901
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- 1433901
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- 9665201
普通自動車免許一種

車両系建設機械あれば尚可 (1)8時00分～17時45分
250,000円～250,000円

正社員以外 不問 22020- 9820901
フォークリフト運転技能者 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時15分
170,000円～230,000円

大型自動車免許
正社員 64歳以下 普通自動車免許一種 03030- 1289201

フォークリフト運転技能者 変形（1年単位）
(1)8時00分～17時15分

160,000円～200,000円

普通自動車免許一種
正社員 64歳以下 03030- 1290001

変形（1ヶ月単位）
(1)10時00分～19時00分

140,000円～140,000円

正社員 不問 03030- 1291301
介護福祉士 交替制（シフト制）

普通自動車免許ＡＴ (1)9時00分～18時00分
145,000円～160,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)8時00分～17時00分

正社員 不問 03030- 1293901
大型自動車免許

(1)7時30分～16時30分
172,800円～259,200円

正社員 不問 03030- 1284901

(1)7時30分～17時00分
172,800円～259,200円 (2)7時30分～16時00分

正社員 不問 03030- 1285101
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時00分
150,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03030- 1272501
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- 1274301
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～17時30分
128,000円～128,000円

正社員以外 不問 03030- 1275601
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～17時00分
156,000円～234,000円

正社員 不問 03030- 1276901
普通自動車第二種免許 交替制（シフト制）
大型自動車免許あれば尚可 (1)7時00分～16時00分

136,512円～136,512円 (2)8時00分～17時00分
(3)9時00分～18時00分

正社員 64歳以下 03030- 1277101
普通自動車第二種免許 交替制（シフト制）
大型自動車免許あれば尚可 (1)7時00分～16時00分

136,512円～136,512円 (2)8時00分～17時00分
(3)9時00分～18時00分

正社員 59歳以下 03030- 1278401

5

タクシー乗務員

1人

タクシー乗務業務、スクールバス等での送迎業
務。
主な業務はタクシーの運転、出庫前の車両点検、
料金収受、乗務記録、洗車等となります。スクー
ルバスは、必要に応じて稼働いたします。

岩手県宮古市大字津軽石
９－７０－１

合名会社　津軽石
タクシー

雇用期間の定めなし

乗務員経験
又は15時00分～0時00分の
間の8時間

岩手県宮古市

タクシー乗務員

1人

タクシー乗務業務、スクールバス等での送迎業務
主な業務は、タクシーの運転、出庫前の車両点
検、料金収受、乗務記録、洗車等となります。ま
た、山田町内小・中学校の登下校時のスクールバ
ス（定員４５名）運転を行います。

岩手県下閉伊郡山田町中
央町６番２７号

有限会社　マリン
タクシー

雇用期間の定めなし

乗務員経験 岩手県下閉伊郡山田町

事務職員

1人

経理および建設事務に従事していただきます。
・現金出納帳の記入
・受注管理台帳への記帳管理
・請求書作成
・電話・来客応対等を行っていただきます。

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

建設事務経験、ワード・エ
クセル操作可能な方

岩手県下閉伊郡岩泉町

医療材料の管理及び院内搬
送（請）

1人

請負先病院内で下記の業務に従事します。
・病棟・外来等で使用される医療材料（ガーゼ、
包帯、点滴セット、注射器など、主にディスポ製
品）の準備
・各病棟や外来への供給搬送（台車等を使用）

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
１地割１１番地２６　岩
手県立宮古病院地下１階

株式会社　エフエ
スユニマネジメン
ト宮古事業所雇用期間の定めなし

簡単なエクセル操作 岩手県宮古市

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

葬祭スタッフ

1人

葬祭業に関する業務全般
・霊柩搬送（病院から自宅・会館への移動）
・葬儀施行に関する葬家との打合せ
・祭壇の設営及び撤去作業
・納棺式の施行

岩手県下閉伊郡山田町中
央町１－５

有限会社　町民葬
祭

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

林業作業員（造林・作業道
の開設補助）

1人

造林作業・・木を植える為の整地や苗木の植え付
け、除草作業、木の間引き（間伐）作業など
作業道建設の補助・・・山の手入れをする為の作
業道開設補助


岩手県下閉伊郡岩泉町乙
茂字和乙茂９３番地６

有限会社　志和造
林

雇用期間の定めなし

チエンソー、刈り払い機の
使用経験

岩手県下閉伊郡岩泉町

ダンプ運転手

2人

大型ダンプカーの運転業務に従事していただきま
す。
・主に宮古市内、岩泉、田野畑地区の各現場（現
場状況次第で変更あり）に採石、土砂等を運搬し
ます。

岩手県宮古市磯鶏沖８－
２５

有限会社　リアラ
イズ車両系建設機械(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

ダンプ運転経験 岩手県宮古市、他

訪問介護

1人

訪問介護サービス提供業務全般を担当していただ
きます。
・利用者へのサービス提供
・食事、入浴、排せつの介助
・炊事、掃除、洗濯といった日常生活の手助け等

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

岩手県宮古市

販売員（３Ｆ　雑貨店）

1人

３Ｆ直営店にて雑貨等の販売に従事します。

・接客、商品包装、会計、商品のディスプレイ等
・その他商品管理、売上げ等のパソコン入力作業


岩手県宮古市栄町３－３
５

株式会社　キャト
ル宮古

雇用期間の定めなし

パソコンの操作（エクセ
ル）

岩手県宮古市

木材加工

1人

チップの製造にかかる作業全般に従事していただ
きます。
・ある程度の大きさに裁断された丸太を、破砕用
の機械に投入する作業
・ショベルローダーとフォークリフトを使用して

岩手県宮古市川井第２地
割２

有限会社　川井林
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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

運転手

1人

チップ、樹皮等の運搬作業に従事していただきま
す。
・ローダー、リフトを使用し積み込み作業、運搬
をする業務
・工場周辺の清掃作業

岩手県宮古市川井第２地
割２

有限会社　川井林
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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

新築戸建て住宅基礎工事一
式（岩手県）

3人

当社新築戸建住宅の基礎施工。
一年を通じて同県内で安定した仕事が出来ます。
（作業着貸与・作業靴貸与）



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）

【必須経験】住宅基礎工事
経験(5年以上)※経験年数
応相談 車両系建設機械(整

地)経験(年数不問) 岩手県宮古市、他

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出来ま

静岡県浜松市西区大久保
町１２２７－６

株式会社　一条工
務店建設業界の経験又は木造建

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

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

伐木作業員（経験者）

3人

◆久慈市内および軽米町を含む周辺地域での伐木
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
＊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

伐木作業の経験者 岩手県下閉伊郡岩泉町、他

養豚作業員（田野畑農場）

1人

◎田野畑農場において養豚に関する作業全般に
　従事していただきます
・豚の飼育
・飼料の給餌（手作業・自動給餌機での給餌）
・豚房の清掃、洗浄

岩手県九戸郡軽米町大字
上舘３０－２３２

北栄農産　有限会
社

雇用期間の定めなし

パソコンの基本操作可能な
方

岩手県下閉伊郡田野畑村

建築施工管理技士又は土木
施工管理技士

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

窓口業務／宮古駅

1人

総合窓口において、窓口対応や電話対応、切符販
売、パソコンを使用し数字等の入力、各種イベン
トへの参加、駅前イベントや企画列車でのＰＲ活
動、その他付随する業務を行います。
※年度ごとの更新になります。

岩手県宮古市栄町４番地 三陸鉄道　株式会
社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ワード・エクセル操作 岩手県宮古市

測量士・測量士補

1人

測量業務全般。土木・建築工事にあたり、土地の
位置・形状を測量する仕事です。専門の機器や技
術を使いますので、測量業務の経験がある方から
の応募をお待ちしています。また、測量データの
入力などパソコンを使う仕事もあります。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字三本松１番

有限会社　岩泉測
量設計

雇用期間の定めなし
測量経験、PC操作(ワー

ド・エクセル)出来る方、
ＣＡＤ操作できれば尚可 岩手県下閉伊郡岩泉町



(1)7時00分～17時00分
150,000円～250,000円

正社員 不問 03030- 1280501

(1)8時00分～17時00分
244,160円～452,810円

正社員 59歳以下 04010-22010501
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
301,920円～535,230円

正社員 59歳以下 04010-22033401
保育士 変形（1ヶ月単位）

160,000円～170,000円

正社員 不問 03010- 9664701
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

139,416円～165,400円 (2)22時00分～5時00分

正社員 18歳～45歳 03030- 1391401
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- 1394201
大型自動車免許

(1)8時00分～17時00分
147,000円～189,000円

正社員 64歳以下 03030- 1397301
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- 1399901
大型自動車免許 変形（1年単位）

(1)7時30分～17時00分
205,200円～237,600円

正社員 59歳以下 03030- 1400901
保育士 変形（1ヶ月単位）

(1)7時00分～16時00分
146,880円～146,880円 (2)8時00分～17時00分

(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030- 1401101
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- 1407001
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- 1408301
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- 1409601
普通自動車免許一種

(1)9時00分～17時00分
123,000円～270,000円

正社員 64歳以下 06060- 1113701
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

259,200円～302,400円

正社員 18歳～59歳 13120- 6610801

6

建設土木作業員／宮古市

4人

被災地復興エリアにおいて、土木工事を中心とし
た基礎工事（高所作業・玉かけ等含む）全般を
行っていただきます。　※現在の現場は、久慈市
内です。
＊未経験の方は先輩が基礎から丁寧に指導します

東京都墨田区墨田４－４
５－５
メゾンノース１０１

都市建設工業　株
式会社

雇用期間の定めなし


建設土木作業経験

岩手県宮古市、他

家庭薬配置員【岩手営業
所】（一般配置員）

1人

＊試用期間基本給１５万３千円～２０万３千円
＊試用期間終了後、期間中の業績により下記の賃
金となります（モデルケース）
・８０万売上の場合
基礎給１２３，０００円＋歩合給１１２，０００

山形県長井市本町２丁目
１０番６号

協同薬品工業　株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

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

保育士

1人

０～６歳児までの保育園に入園している乳幼児の
保育業務に従事していただきます。
・日常の遊び　　　　　
・保育記録作成
・お昼寝の見守り等

岩手県下閉伊郡山田町大
沢第８地割１９番地２

社会福祉法人　大
沢愛育会　大沢保
育園雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

保育業務 岩手県下閉伊郡山田町

ダンプおよびミキサー運転
手

1人

【大型ダンプ（１０ｔ）の運転業務】
・建設資材（砂利等）の運搬
・積み込みはバックホーにて行い、特に手作業で
の積み込み作業はありません
・主な現場としては、田野畑・岩泉・普代・宮

岩手県下閉伊郡田野畑村
和野１５番地２４

県北運輸有限会社

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

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

運転手

2人

大型ダンプを使用し、以下の業務を行っていただ
きます。
・アスファルト合材をプラントから積んで現場へ
の運搬業務
・材料、残土、産業廃棄物等の運搬業務

岩手県宮古市金浜第６地
割２１ー６６

有限会社　ジェ
イ・ティ・エス
岩手営業所雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

製造職（機械ＯＰ）

1人

工場屋内にて、電子部品取付の機械操作を行いま
す。
最初は、補助作業を行いながら徐々に覚えてスキ
ルアップして頂きます。


岩手県宮古市大字津軽石
１９－１８

株式会社　宮古マ
ランツ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

保育士（宮古市）

1人

県立宮古病院内保育所に於いて保育業務を行って
頂きます。
・健康観察、身の回りのお世話（食事・排泄の補
助など）
・保護者への子育てアドバイス

岩手県盛岡市上田１丁目
２－１６　（あゆみ保育
所内）

株式会社　プライ
ムツーワン　東北
支局雇用期間の定めなし

又は7時30分～19時00分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

現場管理（建築課）

1人

建設現場における建築工事の管理業務に従事して
頂きます。
　
現　場：工程管理、安全・品質管理、写真撮影等
事務所：書類作成、写真管理、データ入力等

宮城県仙台市青葉区本町
２丁目１０－３３　第２
日本オフィスビル７階

株式会社　オンサ
イト

雇用期間の定めなし

施工管理経験：１年以上
（必須）

岩手県宮古市、他

現場管理補助（電気設備
課）

1人

電気設備工事における管理業務補助（現場監督）
を行って頂き
ます。
・工程管理（写真撮影及び管理、作業員への作業
内容の伝達及び確認）

宮城県仙台市青葉区本町
２丁目１０－３３　第２
日本オフィスビル７階

株式会社　オンサ
イト

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

和牛飼育員

1人

当牧場内において、下記の業務を行っていただき
ます。
・黒毛和牛の飼育に関する全般の業務
　（餌やり、牛舎内清掃等）
・市場への出荷作業および補助等

岩手県下閉伊郡岩泉町小
本字大牛内１２３番地

有限会社　上野牧
場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町


