
看護師
普通自動車免許一種 (1)8時15分～17時15分

190,000円～285,000円

正社員 64歳以下 03030- 1786701
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

140,000円～165,000円 (2)16時00分～9時00分

正社員 59歳以下 03030- 1789501
普通自動車免許一種 交替制あり

(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- 1778801
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

138,078円～168,800円 (2)20時30分～5時30分

正社員以外 18歳以上 03030- 1779201
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)9時00分～17時30分
127,980円～127,980円

正社員以外 不問 03030- 1780001
介護職員初任者研修修了者 変形（1ヶ月単位）
普通自動車免許一種 (1)8時30分～17時30分

140,000円～155,000円 (2)10時00分～19時00分
(3)17時00分～1時00分

正社員 59歳以下 03030- 1782601
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時30分
136,000円～136,000円

正社員以外 不問 03030- 1784101
普通自動車免許一種
二級自動車整備士 (1)9時30分～18時30分
中型自動車免許 160,000円～210,000円 (2)9時30分～17時30分
あれば尚可

正社員 不問 03030- 1764301
普通自動車免許一種

(1)9時30分～18時30分
150,000円～200,000円 (2)9時30分～17時30分

正社員 不問 03030- 1765601
大型自動車免許 変形（1年単位）

フォークリフト運転技能者 (1)8時00分～17時00分
あれば尚可 190,000円～220,000円

正社員 64歳以下 03030- 1766901
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時30分

130,480円～163,100円

正社員 59歳以下 03030- 1767101

(1)8時00分～17時30分
169,500円～267,800円

正社員 64歳以下 03030- 1768401
調理師 変形（1ヶ月単位）

(1)12時30分～20時30分
180,000円～280,000円

正社員 不問 03030- 1772301
介護福祉士

介護職員初任者研修修了者 (1)8時30分～17時30分
ホームヘルパー２級 165,000円～180,000円

いずれか
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03030- 1777701

(1)8時00分～17時00分
164,800円～184,000円

有期雇用派遣労働者 不問 03010-11838901
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時45分

197,000円～233,000円

正社員以外 不問 03010-11726101
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
大型自動車免許 (1)8時00分～17時00分
あれば尚可 138,000円～218,500円

正社員 64歳以下 03100- 1518001
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 180,000円～300,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03100- 1519301

1

     （6月15日時点の内容です）

　　６月８日　から　６月１５日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　６月２５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

訪問看護

1人

利用者宅を訪問し、看護業務を行います。
・健康相談、バイタルチェック、それに伴う報告
書作成
・訪問地域は旧宮古市内
・社用車（ＡＴ車）使用

岩手県宮古市山口２丁目
３－１３

株式会社　ファミ
リング

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職

1人

介護の入所施設において介護業務全般を担当しま
す。
・各担当部署で利用者の方の入浴、食事、排泄等
の身体介護
・レクリエーションの実施

岩手県下閉伊郡山田町飯
岡第９地割２３－１

医療法人　晃生会
介護老人保健施設
さくら山雇用期間の定めなし

介護経験３年以上あれば尚
可

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

岩手県宮古市

放送業務の経験あれば尚
可、パソコン基本操作、
ワード・エクセルができる

方

精密機械加工

1人

大きくても手のひらサイズ位の精密金型部品を製
作するお仕事です。微細な精密金属パーツを、フ
ライス盤、平面研磨盤、ＮＣプロファイルグライ
ンダ、マシニング、放電加工機などを使用し製作
します。

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

生花販売および商品管理

1人

保久田店において下記の業務を行っていただきま
す。
【販売】
　・接客応対（商品に関する質問等の対応含む）
　・生花の包装、レジ打ち

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

介護職員（グループホー
ム）／有資格者

1人

以下の業務を行っていただきます。
・認知症グループホーム利用者（９名）の食事の
世話
・簡単な身体介助等の介護サービス
・調理、施設清掃、洗濯等の日常生活のお世話

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根第２地割１１１番地
３

株式会社　メイト

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

一般事務

1人

一般事務に従事していただきます。
・電話による問い合わせ対応
・パソコンを使用したデータ入力、資料作成
・銀行等外出用務の場合は社用車（セダン）使用
・その他、付随する業務

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根第２地割１３－６

近物レックス　株
式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

パソコンの基本操作 岩手県下閉伊郡山田町

自動車整備士

1人

当社において下記の業務を行っていただきます。
・車検整備、一般修理
・販売車両の納車整備
・タイヤ販売・交換・脱着、カーＡＶの取付業務
・その他付随する業務

岩手県下閉伊郡山田町山
田第４地割１３番地１

株式会社　ＢＭＣ

雇用期間の定めなし

実務経験あれば尚可 岩手県下閉伊郡山田町

営業

1人

当社において下記の業務を行っていただきます。
・自動車販売（新車、中古車）のサポート業務
・展示車両の洗車、メンテナンス
・車検入庫業務のサポート（引取り、納車など）
・簡単なカー用品の取付など

岩手県下閉伊郡山田町山
田第４地割１３番地１

株式会社　ＢＭＣ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町
営業経験あれば尚可、ＰＣ
操作（ワード、エクセル）

運搬（大型）および水産加
工

1人

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

岩手県宮古市日立浜町８
番２３号

株式会社　おがよ
し

雇用期間の定めなし

　
大型自動車運転経験 岩手県宮古市

水産加工員

1人

・鮭の加工作業が主な仕事です。
・その他水産物の加工（イカ、サケ、サンマ、イ
ワシなどを原料とした各種の冷凍食品を作る仕事
です。）
・最大で１０ｋｇくらいの荷物の運搬もありま

岩手県下閉伊郡岩泉町小
本字小成１３０－１

有限会社　竹下水
産

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

菌床椎茸の栽培等／正社員
１

1人

菌床椎茸の栽培、集出荷にかかる作業に従事して
いただきます。
・収穫、箱詰め、パック詰め、箱作り
・菌床の製造、培養にかかる作業


岩手県下閉伊郡岩泉町浅
内字下栗畑６８－１１

株式会社　岩泉き
のこ産業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

デイサービス介護職員

1人

デイサービスの介護業務に従事していただききま
す。
・利用者おおよそ３０名の介護業務
・入浴、食事、排泄介助等の身体介護
・レクリエーションの実施

岩手県宮古市山口５丁目
８番２号

株式会社　かがや
きライフ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理

1人

調理場において下記の業務を行っていただきま
す。
・食材の準備、仕込、調理全般
・主に夕食の調理。その他状況により翌日の朝食
の仕込も行っていただく場合があります。

岩手県宮古市田老字青砂
里１６４－１

株式会社　たろう
観光ホテル

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

化学製品製造（宮古市）

2人

派遣先事業所において下記の業務を行っていただ
きます。
・ＬＥＤ、５Ｇ通信などに用いられる素材を製造
します。
・原料の溶解作業

岩手県盛岡市向中野３丁
目１８番２０号　２Ｆ
アクエリアスビル

株式会社　エムア
ンドエム　盛岡営
業所雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

岩手県宮古市

土木作業員（宮古市）

2人

・道路におけるセンターライン、サイドラインや
横断歩道を引いたり、店舗の駐車場ライン引き作
業をします。
・また、「止まれ」等の標識、ガードレール、
カーブミラー等の交通安全に関わる施設の設置作

岩手県滝沢市木賊川４０
９－３

協積産業　株式会
社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

土木軽作業員

5人

◆土木工事現場にて、土木作業の仕事を担当して
いただきます
【主な仕事内容】
＊土木工事の現場にて作業
＊交通誘導など、その他上記に付随する作業等

岩手県久慈市山形町荷軽
部第３地割１８

有限会社　谷地林
業　土木部門

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

現場監督

2人

◆土木工事現場にて、施工管理全般の仕事を担当
していただきます
【主な仕事内容】
＊土木工事現場にて施工管理・工程管理・安全管
理等

岩手県久慈市山形町荷軽
部第３地割１８

有限会社　谷地林
業　土木部門

雇用期間の定めなし

経験年数３年以上 岩手県下閉伊郡岩泉町、他

◎ 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。 
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令和２年６月１８日発行  



変形（1ヶ月単位）
(1)22時00分～7時00分

155,250円～175,250円 (2)0時00分～9時00分

正社員以外 18歳以上 13040-60674401
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
194,650円～343,500円

正社員 64歳以下 03030- 1759101
介護福祉士

普通自動車免許一種 (1)8時00分～17時00分
165,000円～175,000円

正社員以外 不問 03030- 1760801
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
145,000円～155,000円

正社員以外 不問 03030- 1761201
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時15分
150,000円～170,000円

正社員 59歳以下 03030- 1762501
測量士
測量士補 (1)8時30分～17時30分
いずれか 160,000円～300,000円

普通自動車免許一種

正社員 不問 03060- 2700901
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
201,600円～336,000円

正社員 不問 03100- 1511901

(1)8時00分～17時00分
300,000円～400,000円

正社員 不問 24050- 3722801
１級土木施工管理技士

(1)8時00分～17時00分
300,000円～500,000円

正社員 不問 24050- 3723201

(1)8時00分～17時00分
350,000円～400,000円

正社員 不問 24050- 3728901
１級土木施工管理技士

(1)8時00分～17時00分
210,000円～500,000円

正社員 不問 24050- 3729101
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
129,700円～230,500円

正社員 59歳以下 03030- 1756301
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- 1745201
普通自動車免許一種
大型自動車免許 (1)8時00分～17時00分
あれば尚可 175,000円～230,000円

正社員 40歳以下 03030- 1746501
普通自動車免許一種
二級自動車整備士 (1)8時00分～17時00分
三級自動車整備士 187,500円～250,000円
大型自動車免許

あれば尚可
正社員 64歳以下 自動車整備経験 03030- 1748301

普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～18時30分

190,000円～190,000円 (2)8時15分～18時30分
(3)8時30分～12時20分

正社員 30歳以下 03030- 1749601
２級土木施工管理技士 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

いずれか 197,700円～197,700円
普通自動車免許一種

正社員以外 不問 03030- 1751701
大型自動車免許

小型移動式クレーン (1)8時00分～17時00分
玉掛技能者 193,500円～193,500円

正社員 64歳以下 03030- 1753201
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～16時45分
208,800円～255,200円 (2)8時00分～16時30分

正社員 不問 03100- 1480901
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～16時45分
150,800円～185,800円 (2)8時00分～16時30分

正社員 30歳以下 03100- 1481101

2

接客・調理／１０６号宮古
店

2人

深夜契約社員として、２２時～９時の時間帯で、
（１）接客（２）調理（３）清掃（４）金銭管理
（５）棚卸
（６）店舗スタッフの教育（７）アルバイトの面
接

東京都港区港南二丁目１
８番１号　ＪＲ品川イー
ストビル５階

株式会社　すき家

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

一般土木作業員

1人

公共工事が主体の道路や林道の築造・補修、砂防
堰堤の築造などの土木作業に従事していただきま
す。
※建設業は多くの資格や免許が必要になります
が、その場合は会社で支援しますのでキャリア

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

岩手県宮古市

介護職員

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

岩手県宮古市

介護職員

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

岩手県宮古市

総合職／正社員

1人

・窓口や後方による預金業務、融資業務
・取引先訪問による預金、融資の渉外業務
・国債、投資信託、個人年金保険の販売
＊地域密着型の中小企業向け金融機関となりま
す。

岩手県宮古市向町２番４
６号

宮古信用金庫

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

技術職員（宮古営業所）

1人

当社の宮古営業所において、測量調査に関する業
務全般を行っていただきます。
※測量業務の現場は主に岩手県内です。
※６５歳以上の方も応募歓迎いたします。
※実務経験のある方は資格がなくても応募可能で

岩手県奥州市水沢字赤土
田９－７

株式会社　中央測
量設計

雇用期間の定めなし

実務経験 岩手県宮古市

一般作業員（土木・解体）

3人

◆土木工事・解体作業工事における作業全般
【主な仕事内容】
・一般的な土木作業、解体作業
　（有資格の方には、重機等の操作あり）
・資材運搬、片づけ、清掃等

岩手県九戸郡野田村大字
野田第２７地割１６０－
１

株式会社　さくら
綜合企画

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

３Ｄ測量士／岩手県

1人

ＵＡＶでの測量を担当していただきます。
ＧＮＳＳでの測量での測量の経験のある方を募集
します。
・仕事内容の詳細については面接時にご説明しま
す。

三重県桑名市下深谷部８
０８番地３

ＴＯＴＡＬＭＡＳ
ＴＥＲＳ　株式会
社雇用期間の定めなし

ＧＮＳＳでの測量経験 岩手県宮古市

現場管理／岩手県

1人

現場管理としてのお仕事を担当していただきま
す。
１級土木施工管理技士をお持ちの方の募集です。
・仕事内容の詳細については面接時にご説明しま
す。

三重県桑名市下深谷部８
０８番地３

ＴＯＴＡＬＭＡＳ
ＴＥＲＳ　株式会
社雇用期間の定めなし

現場経験者 岩手県宮古市

３Ｄ設計責任者／岩手県

1人

３Ｄでの設計（建築）の管理担当者です。
３Ｄでの設計業務の経験者の方の募集となりま
す。
・仕事内容の詳細については面接時にご説明しま
す。

三重県桑名市下深谷部８
０８番地３

ＴＯＴＡＬＭＡＳ
ＴＥＲＳ　株式会
社雇用期間の定めなし

３Ｄでの設計（建築）業務
の経験必須

岩手県宮古市

現場主任者／岩手県

1人

現場の責任者（現場代理人の補助）です。
現場で管理業務を行います。
営業所へ出社後、各現場（岩手県とその周辺地
域）へ向かいます。


三重県桑名市下深谷部８
０８番地３

ＴＯＴＡＬＭＡＳ
ＴＥＲＳ　株式会
社雇用期間の定めなし

経験者 岩手県宮古市

事務員

1人

社会福祉法人新里紫桐会の事務及び総務分野に関
する業務全般となります。
・介護保険の請求、利用料の収納
・法人の会計管理
・備品や車両等の管理

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なし

パソコン操作（ワード・エ
クセル）のできる方

岩手県宮古市

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

整備士／有資格者

1人

整備士として業務を担当していただきます。

・中型自動車、大型自動車及び重機の整備
・その他付随する業務

岩手県宮古市宮町３丁目
１０番１３号

株式会社　宮古自
動車修理工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

整備士／見習い

1人

整備士見習いとして業務を担当していただきま
す。
・中型、大型車及び重機の整備
・その他付随する業務　　　　　　　　　　
＊業務を行いながら資格取得を目指せます

岩手県宮古市宮町３丁目
１０番１３号

株式会社　宮古自
動車修理工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

歯科助手

1人

歯科外来患者の診療補助業務を行います。
・デジタルレントゲンへの入力、再生
・患者さんの案内
・歯科器具の準備、片付け、消毒
・院内清掃等

岩手県宮古市西町一丁目
７－３８

林　歯科クリニッ
ク

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木施工管理技士

1人

大手ゼネコン下請の現場にて、土木施工管理を
行っていただきます。
・現場に常駐していただき、元請との連絡調整や
工程管理を行っていただきます。
・当社は、コミュニケーションや協調性も重視い

岩手県宮古市根市第６地
割７番地１

有限会社　伊藤総
業

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

現場管理経験２年以上、デ
キスパートあれば尚可

岩手県宮古市

大型運転手

1人

主に以下の業務を行っていただきます。
・大型トラック（７ｔ）車によるブロック運搬
・積み降し作業
＊積み降し作業では自らクレーンを使用します。
【運行範囲】宮古～前沢、北上、遠野

岩手県宮古市田老字乙部
２４７－２８

有限会社　平内運
送

雇用期間の定めなし

大型運転業務１年以上の経
験

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

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

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

伐木作業員

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
＊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



普通自動車免許一種
(1)8時00分～17時00分

246,760円～490,620円

正社員 59歳以下 04010-28670801

3

現場監督補助（土木分野）

1人

土木工事における管理業務補助（現場監督）を
行っていただきます。
・工事における写真撮影及び管理業務
・作業員への作業内容の伝達及び確認
・現場での安全管理　・ミーティング

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

ＰＣ基本操作 岩手県宮古市、他


