
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
(1)8時55分～17時55分

155,000円～190,000円

正社員以外 30歳以下 03010-11405201
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- 1716601
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- 1717901
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- 1718101
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- 1719401
普通自動車免許一種 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
１級土木施工管理技士 320,000円～320,000円

あれば尚可

正社員 64歳以下 03030- 1721501
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- 1722001
介護福祉士 変形（1ヶ月単位）

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

(3)10時00分～19時00分

正社員 64歳以下 03030- 1723301
保育士

幼稚園教諭免許 (1)8時30分～17時15分
小学校教諭免許 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- 1724601

看護師 交替制あり
普通自動車免許一種 (1)8時30分～17時15分

156,600円～258,800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- 1728701

(1)8時30分～17時15分
143,060円～210,320円 (2)6時30分～15時15分

(3)12時15分～21時00分

正社員以外 不問 03030- 1729801
准看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時20分～17時20分
167,400円～230,200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- 1730301
作業療法士

(1)8時20分～17時20分
201,500円～258,700円

正社員 59歳以下 03030- 1731601
理学療法士

(1)8時20分～17時20分
201,500円～258,700円

正社員 59歳以下 03030- 1732901
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- 1733101
看護師 交替制あり

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- 1734401

(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- 1735701
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- 1736801

1

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

主任介護支援専門員／正社
員

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

介護支援専門員（ケア
マネージャー）

看護師／正社員（清寿荘）

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

電気工事士

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

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

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

准看護師

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

看護補助員

2人

・患者様の日常生活に関わる業務をして頂きま
す。
診察介助、器具洗浄、殺菌作業、移動補助、入浴
補助、食事補助等
・医療環境の整備、整頓、物品に関する業務

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中家１９－１

社会福祉法人　恩
賜財団　岩手県済
生会　岩泉病院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

2人

当院において看護業務に従事していただきます。
・入院病棟での看護業務や、診療の補助及び療養
上の介助など
＊夜勤の出来る方希望、夜勤専従も可能。
＊就業時間は相談に応じます。経験の浅い方でも

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中家１９－１

社会福祉法人　恩
賜財団　岩手県済
生会　岩泉病院雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

保育士（いわいずみ・こが
わ・おもと）

3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

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

介護福祉士

1人

入院患者（１病棟４０名位）の介助支援を行いま
す。
・食事、入浴、トイレなどの介助
＊各病棟には１０～１５名の介護士がおります。
リハビリテーション病棟では、他の職種と共働で

岩手県宮古市保久田８番
３７

特定医療法人　弘
慈会　宮古第一病
院雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

土木施工管理技士

1人

図面の作成、施工管理及び現場管理に従事しま
す。
・河川や道路工事の現場が多く、主に山田町内・
宮古市内の現場
・１人１現場を受け持ちます

岩手県下閉伊郡山田町長
崎２丁目５－１８

有限会社　藤沢組

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

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

土木施工管理技士

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

     （6月5日時点の内容です）

　　６月１日　から　６月５日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　６月１８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

建設作業員

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

車両系建設機械の資格
があれば尚可

事業所名
求人番号

一般事務（宮古市）

1人

当社宮古営業所において下記の業務を行っていた
だきます。
・電話応対、来客応対
・パソコン造作（ワード、エクセル）（入金、出
金処理）

岩手県紫波郡矢巾町流通
センター南３丁目１０－
１０

トヨタＬ＆Ｆ岩手
株式会社

雇用期間の定めなし

ＰＣ操作（ワード・エクセ
ル）

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６月１１日発行  



普通自動車免許一種 交替制あり
社会福祉主事以上 (1)8時15分～17時15分
中型自動車免許 148,200円～154,200円 (2)10時15分～19時15分
あれば尚可

正社員以外 不問 03030- 1737201
普通自動車免ＡＴ 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時30分
155,000円～155,000円

正社員 59歳以下 03030- 1741101
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- 2463201
交替制あり
(1)22時00分～7時00分

132,720円～134,400円

正社員以外 18歳以上 03020-  763701
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- 1698801
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- 1700101
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- 1710701
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
建築士資格あれば尚可 (1)8時00分～17時00分

160,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030- 1711801
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- 1712201
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- 1713501
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- 1714001
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～16時30分
143,000円～187,000円

正社員 不問 03030- 1715301
変形（1ヶ月単位）

173,600円～208,320円

正社員以外 不問 04010-28247101
交替制あり
(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- 1681201
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- 1684301
交替制あり
(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- 1686901
８トン限定中型自動車免許
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 200,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03030- 1687101
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- 1688401
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- 1690501
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- 1691001

2

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

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

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

運転手

1人

・当社車両（４ｔ車）による総合建設資材（セメ
ント、配管、住宅設備等）の配送
・配送は、田野畑村・岩泉町コース、山田町コー
ス、川井地区コース
・フォークリフトや手作業による積み込み、積み

岩手県宮古市西町一丁目
７－３２

有限会社　東北物
流運輸

雇用期間の定めなし

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

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
○シフト管理　○衛生管理

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

介護職員

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

ガソリンスタンド販売ス
タッフ

1人

ガソリンスタンドにおいて、主に給油・接客業務
及び自動車関連商品の販売業務を行って頂きま
す。給油作業・タイヤ交換・オイル交換や接客マ
ナー等は、既存のベテラン社員がしっかりとお教
えしますので安心して応募下さい。未経験・経験

宮城県名取市本郷字大門
１６１

株式会社　東日本
宇佐美　東北支店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

又は6時00分～22時00分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

森林林業の現場業務

1人

森林林業の現場業務を担当していただきます。
・森林の造成、保育、間伐、立木伐採
・林業機械の運転操作等
・その他林業に関する現場業務全般


岩手県宮古市舘合町３番
３号

宮古地方森林組合

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

現場代理人

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

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

建築経験、ワード・エクセ
ルの操作ができる

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

介護員／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

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

コンビニエンススタッフ
（山田織笠店）

1人

＊売上情報を自動的に記録できるＰＯＳレジを使
用し、商品のバーコードを読み取って商品を販売
します。
＊受入れ商品の検品、商品棚への品出し、補充、
陳列、商品の発注業務。

岩手県上閉伊郡大槌町小
鎚２７地割花輪田３番１

有限会社　たなか

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

生活相談員（清寿荘）

1人

・入所者やその家族の相談
・入所者の通院介助
・他施設との連絡及び調整　など
＊通院介助にはワンボックスカー（８人乗り）の
運転業務があります

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

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

業務経験 岩手県下閉伊郡岩泉町、他

制作ＰＣオペレーター

1人

ポスター・チラシ・冊子など印刷物のデザインを
する業務をしていただきます。
・専用ソフトを使用して、原稿作成・レイアウ
ト・デザイン編集を行い、データ版下を製作しま
す。

岩手県宮古市松山第５地
割１３番地６

株式会社　文化印
刷

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市



普通自動車免許ＡＴ 交替制あり
(1)6時00分～15時00分

141,900円～160,600円 (2)6時30分～15時30分
(3)7時00分～16時00分

正社員以外 不問 03030- 1693601
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- 1694901

(1)8時30分～18時00分
125,000円～135,000円

正社員 59歳以下 03030- 1695101
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00分
普通自動車免許一種 184,000円～345,000円

玉掛技能者あれば尚可

正社員 64歳以下 03030- 1627301
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～345,000円

正社員 64歳以下 03030- 1628601
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- 1629901
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

137,460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 64歳以下 03030- 1631801
普通自動車免許一種
中型自動車免許 (1)9時00分～17時30分
あれば尚可 150,000円～260,000円 (2)9時00分～15時00分

正社員 59歳以下 03030- 1632201
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 64歳以下 03030- 1634001
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- 1635301
普通自動車免許一種

大型自動車免許 (1)8時30分～17時30分
大型自動車第二種免許 200,000円～380,000円

あれば尚可

正社員 64歳以下 03030- 1639401
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- 1640201
普通自動車免許一種

危険物取扱者（丙種） (1)7時00分～16時00分
あれば尚可 180,416円～203,000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- 1642001
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- 1643301
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

145,000円～230,000円

正社員 59歳以下 03030- 1644601
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

140,000円～140,000円

正社員 39歳以下 03030- 1645901
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- 1646101
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

150,500円～172,000円 (2)20時00分～5時00分

正社員以外 18歳以上 03030- 1648701
中型自動車免許 変形（1年単位）

移動式クレーン運転士 (1)8時00分～17時00分
あれば尚可 161,000円～184,000円

正社員 不問 03030- 1649801
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- 1650301

3

訪問看護

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

土木作業員

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

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

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

ＰＣオペレーター（正社
員）

1人

・生産業務で使用している機械設備のプログラム
を、専用ソフトでパソコン入力
・サーバーやパソコン環境整備などの管理、メン
テナンス、帳票類の作成
・ＰＣオペレーターのリーダーとして行っていた

岩手県宮古市松山第６地
割４６

株式会社　ウェー
ブクレスト　宮古
工場雇用期間の定めなし

エクセル操作 岩手県宮古市

製造技術（幹部候補）

1人

・電子機器基板にチップなどの電子部品を取り付
ける実装機械操作
・またはハンダ付け等の後付け工程における設備
を操作


岩手県宮古市松山第６地
割４６

株式会社　ウェー
ブクレスト　宮古
工場雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

内装工（見習い可）

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

ガソリンスタンド販売員

1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
越第６地割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

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

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

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）

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

土木作業員

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

販売職・営業職経験 岩手県宮古市

介護職員（資格者）／赤前

1人

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
・介護（食事、入浴、排せつ介助等）となります
＊６０歳以上の方の応募、歓迎します。

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

介護員

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

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

クレーンオペレーター

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

受付・事務

1人

当院において受付・事務に従事します。
・受付、電話対応　　　　　　　　　
・会計業務、レセプト（保険料請求）事務、パソ
コン入力
＊経験がなくても大丈夫です。

岩手県宮古市西町二丁目
２－３

岩間耳鼻咽喉科医
院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

理学療法士・作業療法士・
言語聴覚士

2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

介護職員（特別養護老人
ホーム）

1人

特別養護老人ホームおよび、短期入所生活介護事
業所の利用者への介護業務全般を行います。
・利用者への食事、入浴、排泄などの介護。
・レクリエーション活動等やその他雑務等を行い
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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市



普通自動車免許一種 交替制あり
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 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- 1651601

(1)8時00分～17時00分
140,400円～183,600円

正社員 18歳～64歳 03030- 1652901
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- 1653101
普通自動車免許一種

介護職員初任者研修修了者 (1)8時00分～17時00分
ホームヘルパー２級 150,000円～190,000円

あれば尚可

正社員 64歳以下 03030- 1655701
車両系建設機械運転技能者 変形（1年単位）
小型移動式クレーン (1)8時00分～17時00分
大型自動車免許 184,800円～207,900円

玉掛け等あれば尚可

普通自動車免許一種
正社員 64歳以下 土木作業経験者 03030- 1657201

介護支援専門員
(1)8時00分～17時00分

200,000円～200,000円

正社員 64歳以下 普通自動車免許一種 03030- 1659001
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- 1662401
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- 1664801
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- 1665201
社会福祉士
介護福祉士 (1)8時00分～16時45分

精神保健福祉士 143,000円～157,000円
いずれか

普通自動車免許一種
正社員 64歳以下 03030- 1666501

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- 1668301
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

200,000円～240,000円

正社員 不問 03030- 1669601
変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分

145,900円～145,900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- 1672801
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

132,000円～145,000円 (2)20時00分～5時00分

正社員 18歳～59歳 03030- 1673201
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

132,000円～160,000円

正社員 59歳以下 03030- 1674501
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- 1675001
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- 1677601
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

電気施行管理技士２級 (1)8時30分～17時30分
第二種電気工事士 136,934円～230,000円

あれば尚可

正社員 59歳以下 03030- 1679101
第一種電気主任技術者
第二種電気主任技術者 (1)8時30分～17時20分
第三種電気主任技術者 209,200円～285,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03010-11010801
管理栄養士 交替制あり

(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 03010-11076101

4

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

自家用電気工作物の保安業
務（県内９事業所）

2人

自家用電気工作物の保安業務（契約事業場の保守
点検・試験）を行う。
＊自家用電気工作物の工事維持・運用に係る実務
を４年以上経験していること。資格取得前の経験
は１／２に換算（８年）。実務経験の証明取得が

岩手県盛岡市向中野２丁
目１４番２１号

一般財団法人　東
北電気保安協会
岩手事業本部雇用期間の定めなし

電気主任技術者資格を有し４
年以上保安に関する実務経験 岩手県宮古市、他

電気工事作業員・技術者

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

現場管理経験または
現場作業経験

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

介護職

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

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

介護職／特別養護老人ホー
ム

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

月以上）

岩手県宮古市

乳牛飼育作業員

2人

当社において下記の業務を行っていただきます。
・朝、夕の搾乳補助
・搾乳に関連する各種業務（乳房洗浄、器具用具
の洗浄等）
・牛の飼育（牛床や通路等の掃除、乾牧草（飼

岩手県下閉伊郡田野畑村
大芦５２－２

株式会社　田野畑
牧場

雇用期間の定めなし

又は5時00分～21時00分の
間の8時間程度

岩手県下閉伊郡田野畑村

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

職業指導員兼生活支援員

1人

利用者の方（約２０名）の生活支援、作業支援を
行います。
・リサイクル回収作業、缶、古紙等の仕分け作業
・日常の生活支援
・利用者の送迎（町内でハイエースＡＴ、ＭＴあ

岩手県下閉伊郡山田町山
田第１６地割９番１０

社会福祉法人やま
だ共生会　やまだ
共生作業所雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

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

看護師（臨時職員）

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

看護師経験 岩手県下閉伊郡山田町

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。　　　※経験あれば尚可

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

歯科衛生士経験 岩手県宮古市

生活相談員

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

その他の福祉・介護関
係資格雇用期間の定めなし

社会福祉主事又は
介護支援専門員

岩手県宮古市

土木作業員

3人

当社において道路工事・宅地造成工事などの土木
工事現場において土木作業に伴う業務全般を行っ
ていただきます。
・土砂の掘削、埋め戻し、整地等
・その他付随する業務

岩手県宮古市長沢第９地
割２８８番地

株式会社　金丸組

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員

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

介護員／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

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

介護職員

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



栄養士 交替制あり
(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 03010-11077401
調理師 交替制あり

(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 03010-11078701
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
中型自動車免許 (1)8時30分～17時30分

危険物取扱者（丙種） 164,000円～190,000円
液化石油ガス設備士

あれば尚可
正社員 35歳以下 03010-11094801

普通自動車免許一種 変形（1年単位）
中型自動車免許 (1)8時30分～17時30分

液化石油ガス設備士 164,000円～190,000円
あれば尚可

正社員 35歳以下 03010-11095201
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
普通自動車免許一種 400,000円～600,000円

あれば尚可

無期雇用派遣労働者 不問 01010-18809101
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
166,000円～166,000円

正社員 64歳以下 03010-10871701
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-  704101
1,2級土木施工管理技士 変形（1年単位）

又は (1)8時00分～17時00分
1,2級建設機械施工技士 250,000円～300,000円
車両系建設機械運転技能者

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-  705401

変形（1ヶ月単位）
(1)17時00分～2時30分

147,333円～154,266円 (2)17時00分～0時00分
(3)22時00分～9時00分

正社員以外 18歳以上 03030- 1534701
大型自動車第二種免許 変形（1ヶ月単位）

又は
普通自動車第二種免許 161,200円～244,400円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03030- 1535801
普通自動車免許一種

２級土木施工管理技士 (1)8時00分～16時30分
１級土木施工管理技士 200,000円～250,000円

あれば尚可

正社員 不問 03030- 1536201

(1)8時30分～18時00分
140,000円～140,000円 (2)8時30分～12時30分

正社員以外 不問 03030- 1537501
普通自動車免許一種 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
あれば尚可 134,000円～200,000円

正社員 64歳以下 03030- 1539301
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- 1546001
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
三級自動車整備士 180,800円～339,000円

いずれか
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03030- 1547301
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
中型自動車免許 (1)8時00分～17時30分
あれば尚可 191,700円～191,700円

正社員 59歳以下 03030- 1548601
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
140,000円～200,000円

正社員 不問 03030- 1549901
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- 1550701
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
150,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03030- 1551801
普通自動車免許一種 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級建設機械施工技士 200,000円～250,000円

あれば尚可

正社員 59歳以下 03030- 1552201
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土木工事監督

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

事務／１

1人

当社事務所において下記の業務を行っていただき
ます。
・当社のＨＰの文章作成、構成、管理等（ワード
プレス使用）
・電話・来客対応

岩手県宮古市西町１丁目
７－３６

有限会社　東北ペ
イント

雇用期間の定めなし パソコン操作(ワード・エ
クセル)の出来る方、ＰＣ
による文章作成やＨＰ制作

等の経験あれば尚可 岩手県宮古市

現場作業員

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

土木作業員

3人

各現場において下記の仕事を行います。
・住宅やアパートの基礎工事、足場組立
・工作物等解体工事
・土砂等の掘削、盛り上げ工事等に従事していた
だきます。

岩手県宮古市近内６－３
－６

飯岡興業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

塗装工見習い／宮古

1人

一般住宅の外壁塗装工事を行っていただきます。
・ローラー、刷毛等での塗装作業
＊現場移動には社用車を使用していただきます。
＊中型自動車免許お持ちの方尚可
○未経験の方応募大歓迎です。

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

法面作業員

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

土木施工管理補助

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

ＰＣ操作（ワード・エクセ
ル）ができる方

岩手県宮古市、他

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

事務および受付

1人

当院において下記の業務を行っていただきます。
・受付業務
・会計
・カルテ整理
・電話応対

岩手県宮古市田の神１丁
目３－７

伊東産婦人科医院

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

医療事務経験、ワード・エ
クセル操作ができる方

岩手県宮古市

土木施工管理技士

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、PC操作
(Word,Excel)できる方

岩手県宮古市、他

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


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

警備／崎鍬ケ崎（請）

1人

当社請負先における警備業務に従事していただき
ます
・夜間受付、管内の巡回、電話受付等
・夜間緊急受付時にはパソコンを使用
・夜間に２名で勤務

岩手県宮古市長町１丁目
９－１７

リアス環境管理
株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ワード・エクセル
入力程度

岩手県宮古市

技術員

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

2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。釜石・大槌・山田・宮古での各現場（稀に大

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

セレモニープランナー（宮
古支店）

1人

○典礼会館や結婚式場のＰＲとご相談の対応、会
員募集活動、店頭イベント活動等
最初は机上研修からスタートし、冠婚葬祭の基礎
知識や礼儀作法、接遇マナー、販売テクニックな
ど、業務に必要な研修を１から丁寧に指導致しま

岩手県盛岡市津志田南３
丁目１４番６５号

株式会社　サン
ファミリー　（愛
グループ）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

道路改良工事の土木施工管
理（岩手県田野畑村）

1人

道路改良工事の土木施工管理業務に従事していた
だきます。
・工事スケジュールの作成、管理
・現場での測量、丁張、図面の作成・修正（ＣＡ
Ｄ使用）

北海道札幌市中央区北２
条東１７丁目２番地

株式会社　アイエ
ンジニアリングス
タッフ雇用期間の定めなし

現場経験
（道路工事経験者優遇）

岩手県下閉伊郡田野畑村

設備工事（宮古支店）

2人

・ガス器具等、付帯設備器具の取付工事
・配管設備工事、水道設備工事
＊工事対象は一般家庭からアパート・マンショ
ン、ビル等も含みます。　　　　　　　　　　
＊作業習得期間中は資格を有する従業員と同行し

岩手県盛岡市内丸１４－
４

泉金物産　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業（宮古支店）

2人

＊ＬＰガスの販売（検針、集金、配送等）
＊灯油の販売（宮古近隣地域、ＭＴ車による）
＊ガス器具等、付帯設備器具の販売
＊配管設備工事
＊顧客先消費設備機器点検調査等の業務がありま

岩手県盛岡市内丸１４－
４

泉金物産　株式会
社

雇用期間の定めなし

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



普通自動車免許一種 変形（1年単位）
２級建築施工管理技士 (1)8時00分～16時30分
２級土木施工管理技士 153,680円～226,000円

正社員 不問 あれば尚可 03030- 1553501
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- 1554001
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
中型自動車免許 (1)8時00分～17時30分
あれば尚可 255,600円～255,600円

正社員 59歳以下 03030- 1555301
車両系建設機械運転技能者

普通自動車免許一種 (1)7時00分～16時30分
小型移動式クレーン 432,000円～648,000円
ガス溶接作業主任者
玉掛等あれば尚可

正社員 64歳以下 重機車両等の修理経験 03030- 1558101
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- 1559401
普通自動車免許一種

(1)9時00分～18時00分
250,000円～300,000円

正社員 59歳以下 03030- 1560201
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

足場の組立て等作業主任者 (1)8時00分～17時30分
あれば尚可 191,700円～255,600円

正社員 59歳以下 03030- 1562001
大型自動車免許 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
187,050円～187,050円

正社員以外 不問 03030- 1563301
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時00分

保育士 173,800円～178,000円

正社員 59歳以下 03030- 1565901
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時30分
145,000円～153,000円 (2)5時00分～17時00分

正社員 不問 03030- 1566101
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- 1568701
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
中型自動車免許 (1)6時30分～15時00分
あれば尚可 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- 1569801
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- 1570301
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- 1574401
車両系建設機械運転技能者 変形（1年単位）

玉掛技能者 (1)8時00分～17時00分
小型移動式クレーン 216,000円～388,800円

あれば尚可

正社員 不問 03030- 1575701
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- 1577201
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- 1578501
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

２級土木施工管理技士 175,000円～225,000円
あれば尚可

正社員 不問 03030- 1580901
大型自動車免許 変形（1年単位）

車両系建設機械運転技能者 (1)8時00分～17時00分
あれば尚可 195,500円～195,500円

正社員 不問 03030- 1581101
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- 1582401
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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。
※現場では、トランシット・レベルなどをお願い

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

ダンプ・重機運転手

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

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

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

土木作業経験 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
＊社有車を使用（オートマチック限定は不可）

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

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

建設作業員および現場責任
者

3人

下記の業務に従事していただきます。
・宮古市、岩泉、田野畑地区を含む三陸北部沿岸
の各現場（現場状況次第で変更あり）
・主に舗装工事全般
・経験者および有資格者においては職長などの現

岩手県宮古市磯鶏沖８－
２５

有限会社　リアラ
イズ

雇用期間の定めなし

建設現場の経験あれば尚可 岩手県宮古市、他

土木技術者

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

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

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、接客の経験

あれば尚可 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

野菜栽培スタッフ（正社
員）

1人

野菜（トマト、イチゴ、ピーマン、ブロッコ
リー、キャベツ白菜、ネギ、ほうれん草、トウモ
ロコシ、サツマイモ、カボチャなど）の栽培、収
穫、出荷調整作業や市内の産地直売所、ＪＡ、
スーパーへの出荷業務となります。

岩手県宮古市花輪第１１
地割１０番地

上山農園

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

保育教諭

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

幼稚園教諭免許（専
修・１種・２種）

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

生コン車運転手

1人

生コン車の運転をしていただきます。
・現場は宮古市内または山田町内がメイン
・生コン車未経験の方は、研修を予定しており、
経験者が同乗いたします
＊毎年１月１日からの１年更新、正社員登用制度

岩手県宮古市大字津軽石
第１０地割字向川原３５
－３７

岩手三八五流通株
式会社　宮古支店

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

足場作業員／宮古

2人

当社において下記の作業を行っていただきます。
・当社保有のクサビ足場を使用し、お客様宅の足
場仮払工事を行います。
・主に足場組立、解体の作業
・その他付随する業務

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

足場の組立・解体の経験
あれば尚可

岩手県宮古市

営業／宮古

1人

一般住宅・マンション・アパート等建築物の外
壁・屋根塗装工事の営業を行っていただきます。
・チラシポスティング、契約
・ＰＣ作業（見積作成、ＨＰ等）
＊営業移動には社用車（ＭＴ車）を使用

岩手県宮古市西町１丁目
７－３６

有限会社　東北ペ
イント

雇用期間の定めなし
パソコン操作（ワード、エ
クセル）、営業経験あれば

尚可 岩手県宮古市

配管工及び配管工見習い

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

機械修理工及び鍛冶工

1人

当工事現場において下記の業務を行っていただき
ます。
・トンネル工事中の坑内及び坑外にて、重機車両
等他機械類のトラブル等の対応
・保守、点検等

岩手県宮古市川井第１地
割６０－１４

吉田西豊建設株式
会社　川井出張所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

塗装工／宮古

1人

一般住宅の屋根・外壁塗装工事を行っていただき
ます。
・ローラー・刷毛等での塗装作業
・洗浄、養生、コーキング等
＊現場移動には社用車を使用して頂きます。

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

塗装工の経験 岩手県宮古市

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・建設作業員

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



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- 1583701
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
中型自動車免許 (1)8時00分～17時00分

180,000円～300,000円

あれば尚可
正社員 59歳以下 土木作業 03030- 1584801

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- 1585201
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
中型自動車免許 (1)8時00分～17時00分

車両系建設機械運転技能者 180,000円～300,000円
２級管工事施工管理技士

あれば尚可
正社員 59歳以下 配管工経験 03030- 1586501

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～250,000円

正社員 不問 03030- 1587001
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

車両系建設機械運転技能者 188,600円～211,600円
小型移動式クレーン
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- 1588301
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
180,000円～220,000円

正社員 64歳以下 03030- 1589601
愛玩動物飼養管理士 変形（1ヶ月単位）
２級以上あれば尚可 (1)9時00分～17時45分

140,000円～180,000円 (2)8時00分～16時45分

正社員 59歳以下 03030- 1590401
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

玉掛け技能講習修了者尚可

正社員 不問 03030- 1591701
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- 1592801
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- 1593201
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- 1594501
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- 1595001
普通自動車免許一種 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
あれば尚可 200,000円～400,000円

正社員 64歳以下 03030- 1596301
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
準中型自動車免許 (1)8時00分～17時00分

２級土木施工管理技士 160,000円～250,000円
あれば尚可

正社員 64歳以下 03030- 1597601
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- 1598901
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- 1599101

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- 1600001
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 59歳以下 03030- 1601301
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- 1602601

7

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

大工見習い

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

建築施工管理・土木施工管
理（見習可）

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）

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

土木作業

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

土木技術者

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

建築技術者見習い

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

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

ユニック車運転手及びとび
土工

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

土木施工管理技士

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

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

トリマー

1人

トリマー業務及びペットホテル・ペットショップ
業務全般に従事していただきます
【トリミング（小型犬～大型犬、猫）】
　ナノバブルオゾンクワトロシステム・ドラゴン
ペッカリー等　設備を充実させることで、わん

岩手県宮古市上鼻二丁目
５－５

株式会社　ＤＯＧ
１ハートフル

雇用期間の定めなし

トリマーとして勤務経験が
１年以上あること

岩手県宮古市

清掃作業員

1人

清掃作業全般を担当していただきます。
・事業所、店舗、一般家庭のレンタルマットや
モップ等の交換作業
・自社リサイクルセンターで空き缶等選別作業
・産業廃棄物の収集運搬作業

岩手県宮古市藤の川１３
－２３

宮古環境管理株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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。
・主に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

自動車整備工員

1人

車検チェーン全国５００店舗以上の「車検のコ
バック」でのお仕事になります。
・車検、法定点検、一般整備、オイル交換、タイ
ヤ交換
・洗車、納車、その他付随する業務

岩手県下閉伊郡田野畑村
和野１５－２４

有限会社　佐々木
自動車整備工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

配管工

1人

水道施設設備配管、管設備、土木工事等の配管作
業全般。
・給排水など衛星配管の設備配管、管工事など
＊一般住宅から公共工事まで幅広く行っていま
す。

岩手県宮古市津軽石第１
４地割３８－４

有限会社　山舘設
備工事

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木作業員兼きのこ栽培作
業員

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

土木作業員

1人

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

岩手県宮古市津軽石第１
４地割３８－４

有限会社　山舘設
備工事

雇用期間の定めなし 車両系建設機械（基礎
工事用）運転技能者

岩手県宮古市

土木作業員

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）
＊１チーム３～５人で土木現場を完成させる仕事

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



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- 1603901

(1)8時30分～17時15分
145,400円～182,300円

正社員以外 不問 03030- 1604101
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～235,000円

正社員 59歳以下 03030- 1606701
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- 1608201

(1)8時00分～17時00分
147,000円～189,000円 (2)8時00分～16時20分

正社員 40歳以下 03030- 1610601
普通自動車免許一種
三級自動車整備士 (1)9時00分～18時00分

あれば尚可 160,000円～180,000円

正社員 30歳以下 03030- 1611901
二級自動車整備士
普通自動車免許一種 (1)9時00分～18時00分

180,000円～220,000円

正社員 不問 03030- 1612101
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- 1613401
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

162,000円～216,000円

正社員 18歳～64歳 03030- 1615801
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 64歳以下 03030- 1616201
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- 1617501
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
147,300円～300,000円

正社員 不問 03030- 1618001
介護職員初任者研修修了者 変形（1ヶ月単位）
ホームヘルパー２級 (1)8時30分～17時30分
普通自動車免許ＡＴ 135,880円～147,440円 (2)15時00分～0時00分

(3)0時00分～9時00分

正社員以外 不問 03030- 1621401
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

介護福祉士 (1)8時30分～17時30分
あれば尚可 145,000円～168,000円 (2)9時00分～18時00分

(3)7時00分～16時00分

正社員 64歳以下 03030- 1622701
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

162,000円～216,000円

正社員 18歳～64歳 03030- 1623801
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
200,000円～320,000円

正社員 40歳以下 03040- 2416901
１級土木施工管理技士 変形（1年単位）
２級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

いずれか 251,500円～353,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03040- 2417101

(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- 1854601
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

256,700円～455,600円

正社員 59歳以下 03100- 1358001
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
197,100円～328,500円

正社員以外 不問 04010-26978401
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土木作業員

2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２ＦＢ

東日本建設　株式
会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

土木工事作業の経験ある方 岩手県宮古市、他

建築施工管理技士（１級）

1人

◆建築施工管理技士業務全般
・公共土建築工事現場等の施工管理業務になりま
す。
・建築工事の施工管理、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
建築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、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

土木施工管理技士

2人

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

岩手県花巻市東和町安俵
２区１１番地

株式会社　大久保
建設

雇用期間の定めなし

現場施工管理経験のある方 岩手県宮古市、他

工事作業員

2人

◎主に橋梁補修工事の現場作業を行います。
・未経験者でも指導致します。
・資格取得制度あります。費用は会社で負担しま
す。
　資格取得の意欲のある方を希望します。

岩手県花巻市東和町安俵
２区１１番地

株式会社　大久保
建設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

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

介護職員

2人

地域密着型特別養護老人ホームと併設ショートス
テイ利用者の介護を担当していただきます。
・入浴、食事、排泄、更衣、口腔ケア、レクリ
エーション、アクティビティー、看取り介護、認
知症ケア、施設内環境　整備、見守り、利用者・

岩手県下閉伊郡田野畑村
奥地１３番地

社会福祉法人　山
栄会　特別養護老
人ホーム　リアス
倶楽部

雇用期間の定めなし

又は7時00分～22時00分の
間の8時間

岩手県下閉伊郡田野畑村

介護員

1人

介護サービス提供を行います。
・食事介助、排泄介助、入浴介助
・レクリエーションの企画、運営
・利用者の送迎、健康管理
介護員６名で施設利用者１５名の介護を行ってい

岩手県宮古市実田一丁目
７番２８号

有限会社　ライフ
ネットワーク

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

現場作業員

1人

一般住宅の給排水設備工事全般及び地盤調査。
・一般住宅（新築及びリフォーム物件）の上水
道・下水道に関連する水回りの給排水工事
・住宅建築に伴う土地の状態調査を行っていただ
きます。

岩手県宮古市田鎖第５地
割３４－７

有限会社ジオニッ
ク・フロント

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員／正社員以外（有
料老人ホーム）

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
※１年更新

岩手県宮古市刈屋第１２
地割３番地

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

介護職員

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

警備員

10人

警備業務に従事します。
・主に宮古市、山田町の道路、建設、水道、電気
工事等の工事現場での交通誘導
・イベント会場等での警備、駐車場警備、誘導業
務

岩手県宮古市千徳第１４
地割１－１

株式会社　ＳＳＰ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

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

自動車整備／有資格者

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、修理、カスタマイズなど
・洗車や車両の引き取り、納車等

岩手県宮古市根市第２地
割３５－９

ライトニング
サービス工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

自動車整備

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、修理、カスタマイズなど
・洗車や車両の引き取り、納車等
＊三級自動車整備士資格あれば尚可

岩手県宮古市根市第２地
割３５－９

ライトニング
サービス工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

造林・伐採作業員・重機オ
ペレーター

1人

当組合において下記の作業を行っていただきま
す。
・地拵、植林、下刈等の造林作業
・チェンソーで立木を切り、重機で造材、集材、
はい積み

岩手県宮古市川井第２地
割１７０番地１

川井地区国有林材
生産協同組合

雇用期間の定めなし

造林経験 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。
―　就業時間：相談に応じます　―

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

溶接工（宮古工場）

1人

弊社工場内での各種プラント機器の溶接作業及び
製缶作業に従事して頂きます。
・鋼材等を取り扱うため力仕事等あり
・業務に慣れて来たら、将来は工場内で製作した
製缶品の据え付け

岩手県宮古市小山田１丁
目７

五菱工業　株式会
社　宮古作業所

雇用期間の定めなし

溶接経験・溶接資格 岩手県宮古市

事務補助（会計年度任用職
員）

1人

職員の指示のもと、用地補償に係る独自システム
の入力や書類作成、ＣＡＤソフトを使用した図面
の作成、登記簿調査、権利者追跡調査及び電話・
来客対応等の業務に従事していただきます。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字松橋２４－３

沿岸広域振興局
土木部　岩泉土木
センター雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
パソコン操作の（ワード・
エクセル等）の出来る方 岩手県下閉伊郡岩泉町

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）

長距離経験 岩手県宮古市



普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

197,100円～328,500円

正社員 64歳以下 04010-26985101
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 04010-27188301
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 04010-27193201
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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

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

土木作業員

3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２ＦＢ

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


