
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

5人 198,000円～220,000円

正社員以外 18歳以上 03010-13639901
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
5人 176,000円～220,000円

正社員以外 18歳以上 03010-13640701
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
5人 198,000円～220,000円

正社員以外 18歳以上 03010-13641801
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
5人 176,000円～220,000円

正社員以外 18歳以上 03010-13642201
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
5人 198,000円～220,000円

正社員以外 18歳以上 03010-13646601
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
5人 176,000円～220,000円

正社員以外 18歳以上 03010-13647901
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
三級自動車整備士 (1)8時00分～17時00分

1人 フォークリフト 150,000円～150,000円
あれば尚可

正社員 59歳以下 03030- 2045701
普通自動車免許一種

(1)7時00分～16時00分
1人 164,800円～175,100円

正社員 不問 03030- 2046801
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

調理師
1人 160,250円～330,625円

正社員 不問 調理経験 03030- 2047201
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)7時30分～16時30分

2人 あれば尚可 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- 2049001
看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
2人 204,000円～440,640円

正社員以外 64歳以下 03030- 2050901
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

2人 車両系建設機械運転技能者 161,330円～268,830円
小型移動式クレーン

あれば尚可
正社員 59歳以下 03030- 2051101

(1)8時30分～17時15分
1人 146,100円～150,600円

正社員以外 不問 03030- 2055201

(1)8時00分～17時00分
1人 244,160円～477,110円

正社員 59歳以下 04010-34503101
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 316,320円～550,100円

正社員 59歳以下 施工管理経験を３年以上 04010-34512401
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
国家自動車整備士 (1)9時15分～17時45分

1人 三級自動車整備士 148,500円～199,900円
二級自動車整備士

あれば尚可
正社員 59歳以下 03010-13545801

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

3人 177,000円～193,000円

正社員 18歳～25歳 03010-13572001
普通自動車免許一種 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
2人 あれば尚可 200,970円～249,480円

正社員 64歳以下 03030- 2038701

1

（7月10日時点の内容です）

７月６日　から　　７月１０日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は７月２２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

警備員Ａ（日給／宮古支
社）（有資格者）

交通誘導警備：道路上において工事現場での片側
交互通行など車両および歩行者の誘導業務を行っ
ていただきます。
＊社会保険・労使協定・労働安全衛生計画完備
＊経験不問。教育・資格取得制度有り。

岩手県盛岡市大通３丁目９
番１７－２０１号

株式会社　Ｍ・
Ｋ・Ｇ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

警備員検定（交通誘導警
備１級又は２級）

警備員Ａ（日給／山田支
社）（有資格者）

交通誘導警備：道路上において工事現場での片側
交互通行など車両および歩行者の誘導業務を行っ
ていただきます。
＊社会保険・労使協定・労働安全衛生計画完備
＊経験不問。教育・資格取得制度有り。

岩手県盛岡市大通３丁目９
番１７－２０１号

株式会社　Ｍ・
Ｋ・Ｇ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡山田町

警備員Ｂ（日給／宮古支
社）

交通誘導警備：道路上において工事現場での片側
交互通行など車両および歩行者の誘導業務を行っ
ていただきます。
＊社会保険・労使協定・労働安全衛生計画完備
＊経験不問。教育・資格取得制度有り。

岩手県盛岡市大通３丁目９
番１７－２０１号

株式会社　Ｍ・
Ｋ・Ｇ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

警備員検定（交通誘導警
備１級又は２級）

警備員Ａ（日給／岩泉営業
所）（有資格者）

交通誘導警備：道路上において工事現場での片側
交互通行など車両および歩行者の誘導業務を行っ
ていただきます。
＊社会保険・労使協定・労働安全衛生計画完備
＊経験不問。教育・資格取得制度有り。

岩手県盛岡市大通３丁目９
番１７－２０１号

株式会社　Ｍ・
Ｋ・Ｇ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡岩泉町

警備員Ｂ（日給／山田支
社）

交通誘導警備：道路上において工事現場での片側
交互通行など車両および歩行者の誘導業務を行っ
ていただきます。
＊社会保険・労使協定・労働安全衛生計画完備
＊経験不問。教育・資格取得制度有り。

岩手県盛岡市大通３丁目９
番１７－２０１号

株式会社　Ｍ・
Ｋ・Ｇ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡山田町

警備員検定（交通誘導警
備１級又は２級）

中古自動車卸 自動車リサイクルパーツの生産と自動車解体業務
を担当していただきます。　　　　　
○自動車用品の販売・梱包・買い取り
○トラックでの車の運搬
○必要書類の作成

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第１５地割２１番地１

有限会社　三陸
パーツセンター

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

警備員Ｂ（日給／岩泉営業
所）

交通誘導警備：道路上において工事現場での片側
交互通行など車両および歩行者の誘導業務を行っ
ていただきます。
＊社会保険・労使協定・労働安全衛生計画完備
＊経験不問。教育・資格取得制度有り。

岩手県盛岡市大通３丁目９
番１７－２０１号

株式会社　Ｍ・
Ｋ・Ｇ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡岩泉町

調理担当 龍泉洞温泉ホテルの厨房において、下記業務に従
事していただきます。
・宿泊客および日帰り宴会客に提供する料理、仕
出し料理等の調理全般（和食・洋食・中華全般）
・岩手県立岩泉高等学校寄宿舎の給食業務

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
又は6時00分～20時00分
の間の7時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

潜水補助員 潜水作業前の準備、潜水士と水中作業中の連絡
（インターホン）業務、ウインチ操作等になりま
す。
・水中での捨石均し、ブロック据付、水中コンク
リート施工等に従事します。

岩手県宮古市藤原２丁目７
－１９

株式会社宮古潜建

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師／日勤 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。
●パート勤務について、相談に応じます。

岩手県宮古市保久田８番３
７

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／日勤 ・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３
７

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

事務補助員／総務課（会計
年度任用職員）

宮古市役所総務課に勤務となります。
・国勢調査の準備、審査等事務補助
・調査用品の仕分け作業、不良調査票のチエック
及び電話確認、調査票の整理、調査書類の発送や
受領、説明会資料の印刷・製本など

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

土木作業員 宮古・下閉伊地区の各現場において、土木工事等
に係る業務を行っていただきます。
・主に公共工事及び民間の基礎・造成等の土木工
事作業
・現場作業において２ｔ・４ｔダンプ及び４ｔト

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

岩手県宮古市

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作ができること

現場管理補助（土木課） ※未経験・ブランクのある方も歓迎します！
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

自動車整備作業員 一般と法人事業所を対象とした自動車の車検、点
検、整備
・お客様よりお預かりした車両の点検・整備作業
（エンジンオイル交換、タイヤ交換、洗車等）及
び、作業

岩手県紫波郡矢巾町大字広
宮沢第７地割３３４番地

岩手ダイハツ販売
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

空調・衛生設備施工管理 各建設現場に伴う空調・衛生設備施工管理業務に
従事して頂きます。
・工事現場の写真管理、品質管理
・協力会社に対し、連絡指示、工程の進捗確認
・経験が豊富な方は施主対応、定例会対応も行っ

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

土木作業員および重機オペ
レーター

各工事現場において土木作業に従事します。
・道路工事や解体工事の現場が多く、主に山田町
内・宮古市内の現場
・資格のある方は主に重機を使った作業となりま
すが、現場の状況により人力での現場作業

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

警備職 営業所で総合セキュリティサービスを担当する基
幹人材を目指していただきます。
（１）施設警備：学校やオフィスビル・鉄道など
建物での巡回・出入り管理など
（２）雑踏警備：お祭りやスポーツイベント等イ

岩手県盛岡市清水町１２－
３３　リバーサイドＴＡＮ
ＴＡＮ１Ｆ

東洋ワークセキュ
リティ　株式会社
盛岡営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

◎ 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。

令和２年７月１６日発行

TEL 0193－63－8609

ハローワーク 宮古

宮古公共職業安定所

フルタイム



変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

2人 138,078円～156,984円 (2)20時30分～5時30分

正社員以外 18歳以上 03030- 2040301
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

2人 138,078円～151,920円 (2)20時30分～5時30分

正社員以外 18歳以上 03030- 2041601
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
1人 あれば尚可 192,950円～192,950円

正社員 59歳以下 ダンプ運転経験者 03100- 1755101
車両系建設機械運転技能者 変形（1ヶ月単位）

大型自動車免許 (1)5時00分～13時00分
1人 牽引免許あれば尚可 250,000円～250,000円 (2)13時00分～21時00分

正社員 59歳以下 04010-34420901
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20分～18時30分

2人 あれば尚可 160,000円～230,000円

正社員 59歳以下 03010-13420401
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)9時00分～18時00分
1人 156,000円～200,000円

正社員 40歳以下 03010-13456701
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時30分
1人 176,000円～276,000円 (2)8時30分～12時00分

正社員 39歳以下 03010-13483501
普通自動車免許一種
フォークリフト

1人 あれば尚可 160,000円～200,000円

正社員 64歳以下 03030- 2013801
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時00分
1人 150,000円～200,000円

正社員 40歳以下 03030- 2014201
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

3人 155,543円～155,543円

正社員以外 不問 03030- 2017301

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

正社員 不問 03030- 2020701
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

1人 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 施工管理経験 03030- 2021801
普通自動車免許一種

日商簿記３級 (1)8時30分～17時00分
1人 あれば尚可 148,500円～174,600円

正社員 59歳以下 03030- 2023501
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

1人 140,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030- 2024001
変形（1年単位）
(1)15時00分～0時00分

2人 200,000円～250,000円

正社員 18歳以上 03030- 2029401
変形（1年単位）
(1)15時00分～0時00分

2人 200,000円～250,000円

正社員 18歳以上 03030- 2030201
保育士 変形（1ヶ月単位）

(1)7時30分～16時30分
1人 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- 2035901
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 136,867円～136,867円

正社員以外 64歳以下 03030- 2036101
変形（1ヶ月単位）
(1)8時15分～17時00分

1人 141,100円～141,100円 (2)11時00分～19時45分

正社員以外 不問 03030- 2037401
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

1人 あれば尚可 137,144円～184,450円

正社員以外 不問 03100- 1746901

2

作業員（山田営業所） ＊山田営業所にて、産業廃棄物（木・コンクリー
トなど）の収集、分別作業を行っていただきま
す。
＊主に、場内や現場で分別作業となります。
＊仕事の状況により収集業務も行っていただく場

岩手県久慈市長内町第３７
地割１２－８

有限会社　陸中商
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

病棟看護助手 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

水産加工員 ・魚類の加工食品
・スケソウダラ、サバ等の前浜魚の処理作業
・イカの冷凍食品加工
・秋サケの加工
・選別ラインに沿った製造

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

岩手県宮古市

保育士又は幼稚園教諭 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

調理補助（つぼ八） 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Ａ１０
２

株式会社　マルセ
イユ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理兼ホール（つぼ八） 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Ａ１０
２

株式会社　マルセ
イユ

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

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

一般事務及び現場管理補助
業務

事務所及び作業現場等で下記の業務を行っていた
だきます。
○出納事務、帳簿の記帳（会計ソフト）、文書受
付、庶務
○パソコンを使用した書類作成（ワード・エクセ

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字天間１７－１

岩泉町森林組合

雇用期間の定めなし ワード・エクセル等の操作
ができること
一般事務経験 岩手県下閉伊郡岩泉町

土木施工管理技士 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

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

林業作業員（造林・作業道
の開設補助）

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

現場作業員（短期） サンマの箱積み作業を行います。
・選別されて流れてきた箱を分けて並べる簡単な
作業
・体力に自信がある方お待ちしています。
＊雇用期間は１１月３０日までを予定しています

岩手県宮古市藤原一丁目６
－３４

有限会社　坂栄商
店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 岩手県宮古市

車両整備 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

水産加工員 水産加工作業（ホタテ、ウニ、鮮魚）を行ってい
ただきます。あわせて、トラックで山田魚市場他
近郊の市場から事業所まで運搬業務もお願いしま
す。
＊未経験者の方も応募可

岩手県下閉伊郡山田町境田
町４９５番地１

貫長水産　株式会
社

雇用期間の定めなし
又は5時00分～15時00分
の間の6時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

営業（宮古営業所） 水道工事会社や設備会社、建設会社といった法人
へ管工機材を販売する仕事です。既存顧客への
ルート営業が主な業務（定期訪問、ヒアリング、
商材手配、納品等）です。最初は座学研修の上、
先輩社員と同行営業しながら少しずつ知識を吸収

岩手県盛岡市月が丘１－３
０－５１

新日東鋼管　株式
会社

雇用期間の定めなし
エクセル・ワードの基本的

な操作
岩手県宮古市

パーツアドバイザー（宮古
営業所）

当社営業所スタッフとして宮古営業所において下
記の業務を行っていただきます。
・電話による商品の受注及び発注業務
・商品の格納、補充業務
・営業エリア（宮古地区）における配送業務

岩手県盛岡市流通センタ―
北１丁目３－１５

日産部品岩手販売
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

サービス ＜自動車の整備全般＞
　お客様より預かった自動車の定期点検及び故障
修理等



岩手県盛岡市上堂４丁目１
１－１６

ホンダカーズ岩手
中央　（南ホンダ
自動車　株式会
社）雇用期間の定めなし ※入社後、自動車整備士２

級までの育成プランあり
岩手県宮古市、他

大型ダンプ運転手（兼任
重機オペレーター）

大型ダンプの運転・配送業務をメインに従事して
いただきますが、重機操作、主にホイールロー
ダーの運転業務にも従事していただきますので、
少なくとも３年以上のローダー経験者を募集しま
す。

宮城県仙台市青葉区本町１
丁目１３－２２　仙台松村
ビル７Ｆ

フコク資材　株式
会社

雇用期間の定めなし 大型ダンプ及びホイールロー
ダーの運転経験が３年以上あ

る方
又は8時00分～16時00分
の間の時間

岩手県下閉伊郡岩泉町

運転手 ◆宮古市、山田町、大槌町、釜石市の現場にて、
１０ｔダンプ運転業務を行っていただきます。
・現場から発生する残土の運搬
・現場内での土の運搬
・採石場から、採石

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

岩手県宮古市、他

コネクター製造オペレー
ター

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

岩手県宮古市田鎖９地割５
５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

生産技術業務 当社において精密コネクター製造に関する業務と
なります。
＊精密コネクターを製造する金型や自動組立機
等、設計から部品加工、プログラム作成や組み付
けまで全てを行います。

岩手県宮古市田鎖９地割５
５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



普通自動車免許一種 交替制あり
(1)9時00分～18時00分

1人 199,000円～199,000円

正社員 64歳以下 35020- 7048601
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)9時00分～17時00分
5人 180,000円～400,000円

正社員 59歳以下 03010-13311601
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

5人 206,785円～454,928円

正社員 59歳以下 03010-13342501
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
第二種電気工事士 (1)8時00分～17時00分

3人 あれば尚可 156,000円～240,000円

正社員以外 不問 03010-13391801
調理師

あれば尚可 (1)10時30分～21時30分
1人 180,000円～300,000円

正社員 18歳以上 調理、ホール経験 03030- 2000601
調理師

あれば尚可 (1)10時30分～21時30分
1人 180,000円～300,000円

正社員 18歳以上 調理、ホール経験 03030- 2001901
臨床工学技士 変形（1ヶ月単位）

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

正社員 59歳以下 03030- 2004701
栄養士 変形（1ヶ月単位）

管理栄養士 (1)8時30分～17時30分
1人 あれば尚可 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 栄養士経験 03030- 2005801
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)7時30分～16時30分
2人 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 経験 03030- 2006201
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

介護福祉士 (1)7時30分～16時30分
1人 介護職員初任者研修修了者 138,800円～165,800円 (2)9時00分～18時00分

あれば尚可 (3)12時00分～21時00分

正社員以外 不問 経験 03030- 2007501
変形（1年単位）

2人 210,000円～210,000円

正社員 35歳以下 14010-30655801
調理師 変形（1ヶ月単位）

(1)5時15分～14時15分
1人 142,300円～142,300円 (2)8時15分～17時15分

(3)10時00分～19時00分

正社員 59歳以下 03030- 1982201
準中型自動車免許 変形（1年単位）

(1)9時00分～17時30分
1人 148,400円～148,400円 (2)9時00分～18時00分

正社員以外 不問 03030- 1985301
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

1人 あれば尚可 255,600円～255,600円

正社員 59歳以下 塗装工の経験 03030- 1988101
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 158,200円～271,200円

正社員以外 60歳以上 03030- 1991501
普通自動車免許一種
２級土木施工管理技士 (1)7時30分～16時30分

1人 １級土木施工管理技士 160,000円～250,000円
あれば尚可

正社員 不問 施工管理経験 03030- 1994601
普通自動車免許一種

(1)7時30分～16時30分
2人 160,000円～250,000円

正社員 不問 03030- 1995901
普通自動車免許ＡＴ

介護職員初任者研修修了者

2人 ホームヘルパー２級 165,000円～175,000円
いずれか

正社員 64歳以下 03030- 1996101
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)7時00分～16時00分
1人 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- 1997401
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 158,200円～339,000円

正社員 64歳以下 03030- 1998701

3

土木作業員 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

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

介護職員／正社員 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

ホームヘルパー（正社員・
地域ヘルパー）

市内に住む利用者様のご家庭を訪問し（１日に対
応する利用者は平均６人程です）以下の業務を
行っていただきます。
・食事、入浴、排せつの介助や、炊事
・掃除、洗濯といった日常生活の手助けなど

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
又は6時00分～19時00分
の間の8時間

岩手県宮古市

舗装技能員 ◇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

岩手県宮古市金浜第６地割
２１－６０　２Ｆ

株式会社　宮古日
舗

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

施工管理 ◇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

岩手県宮古市金浜第６地割
２１－６０　２Ｆ

株式会社　宮古日
舗

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木作業員 復興関連の公共建築工事や大手ハウスメーカーの
建築工事を請負っています。以下の業務を行って
いただきます。
・住宅基礎、型枠工事等
・その他付随する業務

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第１６地割３－３１

株式会社　宇野ビ
ルド建設・重機関係の資格が

あれば尚可
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市、他

型枠工事または
土木作業経験

塗装工／宮古 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

岩手県宮古市

配送業務 ブリヂストンタイヤ岩手販売株式会社宮古営業所
において、配送業務を担当していただきます。
・タイヤ、自動車用品等の配送業務
・配達エリヤは宮古市（全域）、山田町、岩泉
町、田野畑村管内

岩手県宮古市実田１丁目８
－１０

ブリヂストンタイ
ヤ岩手販売株式会
社　宮古営業所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 岩手県宮古市

調理師 調理業務全般　　　　　　　　　　　　　　　
・病院内における入院患者様や入居者様の給食の
調理、配膳、食器等の片付け、清掃など
・山口病院では、概ね３００人の調理を１７名で
担当

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

（正）ドコモショップ宮古
店・携帯電話の接客販売ス
タッフ

ショップ運営に関する様々な業務に携わって頂き
ます。
・携帯電話販売や各種手続き業務
・お客様からのご相談対応
・販売促進の為のポップ作成、ディスプレイ変更

神奈川県横浜市西区みなと
みらい２－３－３
クィーンズタワーＢ２６階

アイ・ティー・
エックス　株式会
社

雇用期間の定めなし
又は9時30分～19時30分
の間の8時間

岩手県宮古市

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

岩手県下閉伊郡山田町山田
１－１１－３

社会福祉法人　親
和会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

介護支援専門員（臨時職
員）

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

岩手県下閉伊郡山田町山田
１－１１－３

社会福祉法人　親
和会介護支援専門員（ケアマ

ネージャー）
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡山田町

栄養士（臨時職員） 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

臨床工学士 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

岩手県盛岡市津志田２７地
割３７番地１５号【求人票
送付先指定あり】

有限会社　新鋭

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理補助・ホール／のらく
ら

厨房内において調理の補助的作業及びホールにお
いて接客業務を行っていただきます。
○厨房内において調理の補助的作業
・調理者の指示により、野菜カットや調理の下ご
しらえ、準備、盛付け、飲み物作り、食器・調理

岩手県宮古市八木沢第４地
割９７－７

ビツクベル　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理補助・ホール 厨房内において調理の補助的作業及びホールにお
いて接客業務を行っていただきます。
○厨房内において調理の補助的作業
・調理者の指示により、野菜カットや調理の下ご
しらえ、準備、盛付け、飲み物作り、食器・調理

岩手県宮古市八木沢第４地
割９７－７

ビツクベル　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

電気工事作業補助（野田
村）

当社において外配線工事全般の作業補助を担当し
ていただきます。
・主に三陸沿岸道路（田野畑⇔普代間）のトンネ
ル内およびＩＣに電源ケーブルを敷設する工事に
なります。

岩手県盛岡市本宮字大宮４
０－１

Ａｄｖａｎｃｅ
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、他

フラワーコーディネート
【フラワー愛　宮古】

〇典礼会館にてお葬儀で使用するフラワーの作成
や会場のコーディネート、祭壇の装飾、管理、配
送等
〇お花が好きな方、お花を通してお客様の心に残
るサービスを提供したい方大歓迎です☆

山口県下関市王喜本町６丁
目４番５０号

株式会社　トレー
ダー愛

フラワーの経験がある方
※経験がない方は、パート
ナー採用の可能性がありま

す

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

建設業仮設足場工事の作業
員（宮古営業所）

＊仮設足場の組立・撤去作業
＊社内での雑務、現場での写真撮り・採寸等
若年者また高齢者や足場作業主任者など無資格者
は高所作業はありません。現場内での資材運搬等
など有資格者の補助的作業となります。

岩手県盛岡市津志田２７地
割３７番地１５号【求人票
送付先指定あり】

有限会社　新鋭

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

建設業仮設足場工事の営業
その他（宮古営業所）

架設足場リースの営業
・主に建設、建築、塗装業等の事業所を訪問して
いただきます。
・社内での雑務、現場での写真撮り・採寸等。
＊業務は直行直帰が主で、週１度程度出社し報告



普通自動車免許ＡＴ 交替制あり
介護福祉士 (1)9時00分～18時00分

1人 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 64歳以下 03030- 1999801

4

訪問介護 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


