
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
玉掛技能者 (1)8時00分～17時00分

2 233,000円～279,600円
人

正社員 不問 型枠大工経験がある方 03011-  425501
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
2 186,400円～233,000円
人

正社員 39歳以下 03011-  426001
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
3 186,400円～186,400円
人

正社員 35歳以下 03011-  427301
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
2 あれば尚可 140,000円～140,000円 (2)9時00分～18時00分
人 (3)10時30分～19時30分

正社員 不問 03030- 1976001

(1)8時00分～17時00分
1 190,000円～240,000円
人

正社員 不問 03030- 1978601
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

1 141,050円～184,450円
人

正社員以外 不問 03100- 1665601
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1 246,760円～461,275円
人

正社員 59歳以下 04010-33054301
普通自動車免許一種

交通誘導警備業務検定２級 (1)8時30分～17時30分
2 あれば尚可 161,700円～191,100円 (2)8時30分～17時00分
人

正社員以外 18歳以上 交通誘導警備 04010-33321401
変形（1ヶ月単位）
(1)9時30分～18時30分

2 151,632円～151,632円 (2)10時30分～19時30分
人 (3)12時00分～21時00分

正社員以外 不問 05010-11693901
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
5 182,000円～197,000円
人

正社員 64歳以下 03010-12858601
普通自動車免許一種 交替制あり

(1)8時30分～17時30分
1 136,512円～164,160円 (2)11時00分～20時00分
人 (3)6時30分～15時30分

正社員以外 不問 03030- 1948801
変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～18時00分

1 139,040円～139,040円
人

正社員 64歳以下 03030- 1949201
大型自動車免許 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
3 184,000円～276,000円
人

正社員 64歳以下 大型ダンプ運転経験者 03030- 1950001
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
1 大型特殊自動車免許 184,000円～345,000円
人 あれば尚可

正社員 64歳以下 03030- 1952601
普通自動車免許一種

(1)10時00分～21時00分
1 136,670円～250,000円
人

正社員 40歳以下 03030- 1953901
変形（1年単位）
(1)7時00分～16時00分

2 138,000円～180,000円 (2)13時00分～22時00分
人

正社員 59歳以下 03030- 1954101
普通自動車免許ＡＴ 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
1 介護福祉士 142,000円～152,000円 (2)9時30分～18時30分
人 あれば尚可 (3)17時00分～9時00分

正社員 64歳以下 03030- 1958201
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
1 151,280円～244,000円
人

正社員 不問 03030- 1959501
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（7月3日時点の内容です）

６月３０日　から　　７月３日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は７月１６日です＞

職種・雇用期間・雇用形態 求人数
仕事の内容
年　　　齢

必要な免許資格
必要な経験など

賃　　金 就業時間
所在地
就業場所

型枠大工（職人）【急募】 ビル・マンション等の集合住宅の型枠工事
型枠を作製し、現場に搬入・設置し工事を行いま
す。
※当面の現場は、県内沿岸での作業となります。


岩手県岩手郡葛巻町葛巻第
２８地割６３番地２３

株式会社　集和建
工

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

事業所名
求人番号

戸建住宅基礎工（見習い） 個人邸の住宅基礎工事の補助作業

＊入社後は現場の準備・片付けなど、
　型枠大工職人の全体的なサポートをしながら、
　ノウハウを覚えていただきます。　

岩手県岩手郡葛巻町葛巻第
２８地割６３番地２３

株式会社　集和建
工

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

型枠大工（職人見習い） ビル・マンション等の集合住宅の型枠工事

入社後は現場の準備・片付け、資材運搬など型枠
大工職人の全体的なサポートをしながら、型枠加
工・取り付け作業等のノウハウを覚えていただき

岩手県岩手郡葛巻町葛巻第
２８地割６３番地２３

株式会社　集和建
工

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

管理者代理 当社が運営するデイサービス（利用者１８人程
度）における副管理者業務に従事していただきま
す。
送迎、食事介助、トイレ介助、送迎等、その他付
随する業務を行っていただきます。

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

介護職員 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

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

現場監督補助（空調・衛生
設備）

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

岩手県宮古市、他

運転手（山田営業所） ＊産業廃棄物（木・コンクリートなど）の収集、
運搬業務を行っていただきます。範囲は主に岩手
県内となり、泊まりはありません。運転業務が主
な業務ですが、仕事の状況によっては作業員とし
て産業廃棄物の分別作業等に従事していただく場

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

販売員「バックコレクショ
ンモリタ宮古ＤＯＲＡ」

○バッグ、財布、スーツケース等の小売専門店
・接客販売および発注、品出し、ディスプレイ、
ＰＯＰ作成等の売場と商品の管理の仕事です。
＊人と人が楽しく触れ合えるやりがいのある仕事
です。あなたのセンスと笑顔でお客様に一緒に楽

秋田県秋田市山王３丁目３
－９

株式会社　モリタ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

交通誘導警備業務 東北電力・ユアテック企業グループの一員とし
て、岩手県内各地において電気工事作業に伴う歩
行者や通行車両の交通誘導警備を行う仕事です。

※現場は岩手県内の複数箇所です。

宮城県仙台市宮城野区五輪
１丁目１７－４７

株式会社　トーク
ス

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

介護員／さくらつつみ 小規模多機能センター（通所・訪問）サービスに
おいて、介護業務全般に従事していただきます。
・利用者の食事介助、入浴介助、排泄介助
・レクレーション活動の企画・運営などの業務
※６０歳以上の方の応募、歓迎します。

岩手県宮古市長根４－１３
－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

簡単なＰＣ入力（エクセ
ル・ワードができれば尚

可）

重機オペレーター・作業員 当社において下記の業務を行っていただきます。
・重機による宅地造成、地盤改良作業
　また補助的作業として検査用の土採取、現場清
掃、写真撮影を行うことがあります
・冬期には除雪作業あり

岩手県盛岡市山岸３丁目２
０－８

株式会社　アイ・
クリーン

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

大型ダンプ運転手 建設現場における残土、砕石、産業廃棄物等を大
型ダンプ１０ｔ車で運転運搬に従事します。
・運搬に伴う積込みや軽作業
・主な現場は山田町、県内外
・運搬の作業がない日には現場作業に従事する場

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第１４地割３１－２

佐々総業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

エステティシャン 脱毛、痩身、フェイシャルケア、エステ等の業務
に従事していただきます。
○予約受付や電話対応、会計、店舗内掃除等
○お客様が施術中の託児も行っていただきます
○土・日・祝日勤務できる方を希望します

岩手県宮古市大通２丁目２
－４

ドゥ・ヒートライ
ズ　クリエイティ
ブ　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理スタッフ（見習い可）
／和海味処いっぷく

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

岩手県下閉伊郡山田町船越
第６地割１３４－１

株式会社　いっぷ
く

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

重機オペレーター 建設現場において
・車両系機械操作
・大型ダンプへの積み込み等の業務を行っていた
だきます。


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

岩手県宮古市宮町四丁目６
－３

サカミ水道

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

フロント・レストランサー
ビス（正社員）

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

岩手県宮古市田老字向新田
１４８

株式会社　グリー
ンピア三陸みやこ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護員または介護補助員 「グループホームひなた」において、介護業務全
般に従事していただきます。
・食事・入浴・排泄の支援
・見守り、介助、レクリエーション
・病院受診時の同行等

岩手県宮古市津軽石第１３
地割２０８番地１６０

株式会社　風和璃

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

配管工・土木作業員（正社
員）

各現場において、配管作業および土木作業に従事
します。
・下水道工事、給排水工事
・関連器具の取り付け
・水回りの修理など

◎ 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９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



大型自動車免許
車両系建設機械運転技能者 (1)7時30分～16時30分

1 あれば尚可 172,800円～259,200円
人

正社員 不問 03030- 1960601
普通自動車免許一種

1 175,391円～222,161円
人

正社員 59歳以下 03030- 1961901
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)9時00分～17時30分
1 172,400円～219,000円
人

正社員 40歳以下 03030- 1964701
看護師 変形（1ヶ月単位）
准看護師 (1)8時00分～17時00分

1 いずれか 217,280円～217,280円 (2)8時30分～17時30分
人 (3)9時00分～18時00分

正社員 59歳以下 03030- 1966201
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
1 170,000円～200,000円
人

正社員 59歳以下 03030- 1967501
管理栄養士 変形（1ヶ月単位）
栄養士 (1)8時30分～17時00分

1 161,000円～161,000円 (2)8時00分～12時00分
人

正社員 59歳以下 03030- 1969301
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～17時30分
1 132,800円～132,800円
人

正社員以外 不問 簡単なエクセル操作 03030- 1970101
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1 155,000円～250,000円
人

正社員 59歳以下 03030- 1971401
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

2 大型特殊自動車免許 260,000円～350,000円
人 車両系、いずれか

正社員以外 不問 04010-32797901
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～18時00分

1 150,000円～160,000円
人

正社員以外 不問 04010-32856701
普通自動車免許一種
１級土木施工管理技士 (1)8時30分～17時30分

5 ２級土木施工管理技士 350,000円～550,000円
人 いずれか

正社員 64歳以下 土木実務経験半年以上 15010-20196801
大型自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
2 172,800円～216,000円
人

正社員 不問 44010-15905901

(1)8時00分～17時00分
3 172,800円～280,800円
人

正社員 不問 44010-16023401
普通自動車免許一種
各種建設関係免許等 (1)8時00分～17時00分

3 あれば尚可 180,000円～300,000円
人

正社員 不問 建設・土木作業経験 02060- 2246001
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

玉掛技能者 (1)8時00分～17時00分
2 小型移動式クレーン 184,000円～253,000円
人 あれば尚可

正社員 不問 03010-13035801
普通自動車免許ＡＴ 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
2 172,500円～264,500円
人

正社員 59歳以下 03030- 1866701
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

1 150,000円～200,000円 (2)16時00分～1時00分
人 (3)0時00分～9時00分

正社員 18歳～35歳 03030- 1868201
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

1 150,000円～200,000円
人

正社員 35歳以下 03030- 1869501
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
2 136,934円～230,000円
人

正社員 59歳以下 03030- 1870601
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1 172,500円～345,000円
人

正社員 64歳以下 建設現場経験者 03030- 1872101
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ダンプ運転手 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８－２
５

有限会社　リアラ
イズ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

配送・サービス業務 ・２ｔトラック、ワンボックス車を運転しタイヤ
をガソリンスタンドや取扱い店へ配送
・タイヤ交換
・倉庫整理
＊配送エリアは下閉伊地区となります

岩手県宮古市実田二丁目５
－１

ダンロップタイヤ
東北（株）　タイ
ヤランド宮古店

雇用期間の定めなし
ＰＣ操作（ワード・エクセ

ル・メール）
岩手県宮古市

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

岩手県宮古市大字田鎖９地
割６－５

株式会社　富士薬
品　宮古営業所

雇用期間の定めなし
又は9時00分～18時00分
の間の8時間

岩手県宮古市

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

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

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

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

岩手県下閉伊郡山田町山田
第１６地割９－１０

社会福祉法人　正
受会　特別養護老
人ホーム平安荘

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

医療材料の管理及び院内搬
送（請）

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

岩手県宮古市

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


岩手県下閉伊郡山田町山田
第１６地割９－１０

社会福祉法人　正
受会　特別養護老
人ホーム平安荘

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

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

宮城県仙台市若林区卸町東
３丁目２－２８

株式会社　マイ
タック　東北営業
所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 大型バックホー、ブルドー

ザー経験者
岩手県宮古市

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

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第２地割８－１

五菱工業株式会社
山田工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

土木技術者（施工管理業
務）岩手県内各現場

○国土交通省他、中央官庁、地方自治体、ネクス
コ発注による監督補助業務、積算補助業務に従
事。
（工事監督、積算業務、資料作成、各種協議等）
・勤務地は下記の通り複数あり。

新潟県新潟市中央区東大通
２－２－９－７０８

株式会社　エム
エーシー　新潟事
務所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

医療事務 ◎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

土木作業員 一般土木作業全般
・生コン打設
・重機オペレーター
・枠組み
・大型ダンプの運転

大分県大分市大字松岡５１
６２番地の１

幸大株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

大型ダンプ運転手（大分本
社または岩手支店）

「セイエイ開発　本社（大分市松岡）または岩手
支店（岩手市宮古市藤の川）」にて、大型ダンプ
（１０ｔ）運転手業務
作業現場や災害復旧現場にて、土や砕石の運搬を
行います。

大分県大分市大字松岡５１
６２番地の１

清栄開発株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木作業員（宮古市） 土木作業員として、土木作業全般に従事して頂き
ます。その他付帯業務あり。
＊現場エリア：宮古市及び近郊



岩手県岩手郡雫石町中沼７
０－２

有限会社　西部建
設工業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

現場作業員 主にフェンス・ガードレールの組立及び設置作業
に従事していただきます。初心者大歓迎！お友達
とのご応募も可能です！現場は、県内又は県外も
含め、幅広く展開しております。（現在の現場は
岩手県内で、現場へは県内の寮から各現場に出向

青森県五所川原市大字広田
字榊森２－１１

株式会社　ＬＥＡ
Ｄ　ＴＥＣ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

プラスチック成形オペレー
タ

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

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第９
地割３０番地

モルデック株式会
社　宮古工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

岩手県宮古市宮町三丁目１
０－１７

ヤマキ総業　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

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

岩手県宮古市津軽石第１０
地割３３７－１７

有限会社　赤松エ
ンジニアリング

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

生産管理 生産管理及び付随する業務全般となります。
・受発注管理（得意先・仕入れ先との製品、資
材・部材・成形材料）
・材料購買管理（納期管理、受入業務）
・工場工程管理（出荷、生産計画の立案、工程管

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

電気設備現場作業員、現場
管理（見習い可）

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

岩手県下閉伊郡山田町中央
町１０番５号

有限会社　沼崎電
気

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町、他



変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1 138,000円～180,000円
人

正社員 59歳以下 03030- 1873401
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 １級土木施工管理技士 197,700円～197,700円
人 いずれか

正社員 64歳以下 03030- 1874701
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

1 いずれか 220,000円～280,000円
人

正社員 59歳以下 03030- 1875801
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

フォークリフト (1)8時00分～17時15分
1 車両系建設機械運転技能者 170,000円～230,000円
人 大型自動車免許

正社員 64歳以下 03030- 1877501
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
準中型自動車免許 (1)7時30分～16時30分

1 135,000円～140,000円
人

正社員 40歳以下 03030- 1879301
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

2 137,400円～137,400円
人

正社員 不問 03030- 1883801
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1 192,100円～220,000円
人

正社員 59歳以下 03030- 1884201
普通自動車免許ＡＴ

介護福祉士 (1)8時00分～17時00分
1 177,750円～188,750円
人

正社員以外 不問 介護職 03030- 1885501
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時15分～17時15分
2 140,000円～185,000円
人

正社員 30歳以下 03030- 1886001
看護師 変形（1ヶ月単位）
正看護師 (1)8時30分～17時30分

1 182,400円～270,100円 (2)9時30分～18時30分
人 (3)7時30分～16時30分

正社員以外 不問 03030- 1887301
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
2 あれば尚可 157,360円～157,360円 (2)8時30分～17時30分
人 (3)9時30分～18時30分

正社員以外 不問 03030- 1889901
普通自動車免許ＡＴ 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
5 151,200円～183,600円
人

正社員 18歳～64歳 03030- 1890701
看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
2 245,000円～280,000円
人

正社員 59歳以下 03030- 1892201
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～17時30分
1 172,600円～198,800円
人

正社員 59歳以下 03030- 1895301
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00分
2 車両系建設機械運転技能者 191,200円～215,100円
人 いずれか

正社員 59歳以下 建設経験者 03030- 1899401
交替制あり
(1)8時30分～17時30分

3 136,000円～209,500円 (2)19時10分～4時10分
人

正社員 18歳～34歳 03030- 1900301

(1)8時30分～17時30分
1 136,000円～209,500円
人

正社員 45歳以下 03030- 1901601
交替制あり
(1)8時30分～17時30分

1 135,792円～198,720円 (2)19時10分～4時10分
人

正社員以外 18歳～59歳 03030- 1902901
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1 200,000円～400,000円
人

正社員 64歳以下 建築施工管理業務経験者 03030- 1903101
保育士 交替制あり

(1)7時30分～16時30分
1 154,100円～190,100円 (2)8時00分～17時00分
人 (3)9時00分～18時00分

正社員 64歳以下 いずれか 03030- 1906801

3

合鴨の食肉加工作業 合鴨の食肉加工作業に下記の通り従事していただ
きます。
・機械と手処理での肉の解体作業
・肉の仕分け等立ち仕事


岩手県下閉伊郡田野畑村室
場２４－４

株式会社　甘竹田
野畑

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

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

岩手県下閉伊郡山田町飯岡
第９地割２３－１

医療法人　晃生会
介護老人保健施設
さくら山

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

土木施工管理技士（正社
員）

大手ゼネコン下請や公共、民営建設現場にて、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、品質・工程・施行・
写真管理等を行ってもらいます。　


岩手県宮古市根市第６地割
７番地１

有限会社　伊藤総
業

雇用期間の定めなし
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

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

岩手県宮古市小山田二丁目
４－３

有限会社　佐々寛
商店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

運転手 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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

台船作業員 工事台船での作業に従事していただきます。
○宮古下閉伊地区の湾内（現場）での工事　　　
○工事資材や機材の運搬作業　　　
○その他、台船上における作業助手及び陸上での
土木作業

岩手県宮古市宮町一丁目３
－４３

大坂建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

岩手県下閉伊郡山田町川向
町１６８

有限会社　山崎水
産

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

機械オペレーター（超硬研
磨機）

・精密金型の部品加工をしています。加工に合わ
せて超硬研磨機で精密な加工をする工程を担当し
ていただきます。
＊担当に就く前に試用期間を設け、各工程での作
業内容や基礎を研修していただきます。

岩手県宮古市津軽石第１４
地割１００番地２

有限会社　エム
デー

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

岩手県下閉伊郡山田町船越
第６地割１００番地３

社会福祉法人　正
受会　平安荘デイ
サービスセンター

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡山田町

介護職員 特別養護老人ホーム利用者の方への介護業務を行
います。
・具体的には、日常生活の支援（移動、食事、入
浴、排せつ介助、レクリエーション等）の仕事で
す。

岩手県宮古市川井第２地割
２４－３

社会福祉法人　川
井心生会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

記録が一部パソコン入力と
なりますが初心者でも十分

入力できます 岩手県宮古市

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

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第４
地割１－２０

社会福祉法人　若
竹会　サンホーム
みやこ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

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

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第９
地割３９番地２７

医療法人　仁泉会
介護老人保健施設
ほほえみの里

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

岩手県宮古市小山田４丁目
６番３１号

有限会社　新生警
備保障

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

鳶工及び土工／正社員「建
設」

各現場において、工事作業全般に従事していただ
きます。
・鳶土工工事作業員を主としています。
・主な現場は沿岸地域となります
・現場へは会社より社用車での移動となります。

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

岩手県宮古市

介護支援専門員 ふれあい荘在宅介護支援センターでの業務
・ケアプランの作成
・公用車を使用して利用者宅への家庭訪問
・各種書類の申請、手続き
・その他、必要に応じて指示された業務に従事し

岩手県宮古市田老字養呂地
６番地２

社会福祉法人　田
老和心会介護支援専門員（ケアマ

ネージャー）
雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

品質管理業務 ・工場の検査、品質管理の指導、改善、体制づく
り

主にスマートフォンやタブレットのコネクタとそ
れらに使用される精密電子部品の知識を習得して

岩手県下閉伊郡山田町石峠
３－１７－４

和田工業株式会社
東北工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

プレスオペレーター ・プレス機械オペレーション、金型、プレス機
械、周辺機器の調整作業
・その他製品検査（顕微鏡を使って寸法測定、外
観検査）作業
＊土・日曜日勤務、夜勤が出来る方

岩手県下閉伊郡山田町石峠
３－１７－４

和田工業株式会社
東北工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

建築技術者 ＊公共工事や一般住宅建築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

岩手県宮古市八木沢三丁目
１１－５
バス停「八木沢団地」から
徒歩２分

株式会社　菊地建
設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

自動機及び成形オペレー
ター

主に下記業務を行っていただきます。
・自動機へのワーク供給及び完成品のトレイ収
納、ユニットを分解しメンテナンスを行う
・ＰＣでの生産履歴・現品票の作成、測定データ
入力

岩手県下閉伊郡山田町石峠
３－１７－４

和田工業株式会社
東北工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

児童厚生員 重茂児童館の児童厚生員に関わる業務全般
・日中活動における保育全般、それに伴う記録
・園内の清掃、環境整備など付帯する業務
＊２歳から就学前までの幼児（４０人程度）の保
育業務

岩手県宮古市西町１丁目２
番１３号

特定非営利活動法
人　ふれあいス
テーション・あい

幼稚園教諭免許（専修・
１種・２種）

雇用期間の定めなし 小学校・中学校・高等学
校教諭免許 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

1 145,000円～148,000円 (2)10時00分～19時00分
人 (3)16時30分～9時30分

正社員 59歳以下 03030- 1907201
美容師 変形（1ヶ月単位）

(1)9時00分～18時00分
1 176,000円～250,000円
人

正社員 64歳以下 美容業務経験 03030- 1911101
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1 194,650円～343,500円
人

正社員 64歳以下 03030- 1913701
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

2 228,000円～300,000円
人

正社員 64歳以下 03030- 1915201
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
3 184,000円～299,000円
人

正社員 64歳以下 車両系建設機械運転 03030- 1916501
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
3 172,500円～195,500円
人

正社員 64歳以下 03030- 1917001
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

4 130,350円～130,350円
人

正社員以外 不問 03030- 1918301
普通自動車免許一種

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

正社員以外 不問 03030- 1922801
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
アーク溶接技能者 (1)8時00分～17時00分

2 ２級鉄工技能士 190,000円～260,000円
人

正社員 64歳以下 鋼材加工・組立及び溶接の経験 03030- 1923201
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
2 170,000円～220,000円
人

正社員 40歳以下 03030- 1924501
精神保健福祉士

(1)8時30分～17時15分
1 196,400円～256,500円
人

正社員 59歳以下 03030- 1926301
看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時15分～17時00分
2 194,100円～260,300円 (2)16時00分～22時00分
人 (3)21時30分～8時30分

正社員 59歳以下 03030- 1927601
准看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時15分～17時00分
2 166,700円～239,200円 (2)16時00分～22時00分
人 (3)21時30分～8時30分

正社員 59歳以下 03030- 1928901
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

介護職員初任者研修修了者 (1)8時20分～17時20分
1 ホームヘルパー２級 142,300円～142,300円 (2)16時30分～0時30分
人 あれば尚可 (3)0時30分～9時30分

正社員 59歳以下 03030- 1929101
薬剤師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時20分～17時20分
1 218,500円～275,700円
人

正社員 59歳以下 03030- 1930801
看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時20分～17時20分
1 195,200円～255,100円 (2)16時30分～0時30分
人 (3)0時30分～9時30分

正社員 59歳以下 03030- 1931201
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時30分

1 143,000円～180,600円
人

正社員 59歳以下 03030- 1934301
変形（1年単位）
(1)8時00分～19時00分

1 152,000円～189,600円 (2)20時00分～7時00分
人

正社員 59歳以下 03030- 1935601
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時30分

1 143,000円～180,600円
人

正社員 59歳以下 03030- 1936901
変形（1ヶ月単位）
(1)8時15分～17時30分

1 137,600円～137,600円
人

正社員以外 不問 03030- 1938401

4

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

岩手県宮古市大通２丁目２
－４

ドゥ・ヒートライ
ズ　クリエイティ
ブ　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員／正社員（有料老
人ホーム）

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

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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木現場代理人 土木技術者として、当社請負現場に係る業務に従
事します。
・公共工事、土木工事の施工計画立案
・作業現場での工程管理


岩手県宮古市田の神一丁目
２－３７

株式会社　佐々木
建設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般土木作業員 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
バス停「八木沢団地」から
徒歩２分

株式会社　菊地建
設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木普通作業員 ・道路工事、公共工事（復旧、復興関連）土木工
事、一般住宅や公営住宅の基礎工事の現場作業
・取得免許によりトラック２ｔ車や社用車の運転
あり
・初心者の方でも体力に自信がある方を希望

岩手県宮古市田の神一丁目
２－３７

株式会社　佐々木
建設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

重機オペレーター ・主な工事は道路工事、復旧・復興関連の公共工
事、土木工事、一般住宅や公営住宅の基礎工事
・重機運転等
・現場は宮古市内、山田町、大槌町、釜石市を予
定

岩手県宮古市田の神一丁目
２－３７

株式会社　佐々木
建設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

一般事務 当協同組合の総務課または業務課の事務を行って
いただきます。
・パソコンを使用した書類作成、伝票整理、電算
入力
・電話・来客対応等

岩手県下閉伊郡田野畑村羅
賀１９２－１１４

田野畑村漁業協同
組合

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作可能な方、入力程

度 岩手県下閉伊郡田野畑村

水産加工員 サケ・タラ等鮮魚の水産加工作業をしていただき
ます。
○時期的に水揚げとなった魚を取り扱い、手捌き
で切り身・開き等の加工処理
○４～６月は若布ボイルと箱詰め作業、又サンマ

岩手県宮古市光岸地４番４
０号

宮古漁業協同組合

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

鉄骨製作工・溶接工／トラ
イアル雇用併用

当社は、建築鉄骨やステンレス製品などの設計・
製作をしております。工場製作９割、現場組立１
割の工程になります。
・工場内で鉄骨加工、レーザー加工機操作し切断
工、組立工

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

岩手県宮古市

鉄骨製作および溶接 当社は、建築鉄骨やステンレス製品などの設計・
製作をしております。工場製作９割、現場組立１
割の工程になります。
・工場内で鋼材加工、レーザー加工切断、組立
・溶接、刷毛やエアースプレー塗装

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 溶接技能者,半自動溶接・
ティグ溶接のいずれか

岩手県宮古市

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

岩手県宮古市板屋１丁目６
番地３６

医療法人財団　正
清会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

岩手県宮古市板屋１丁目６
番地３６

医療法人財団　正
清会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

岩手県宮古市山口五丁目３
番２０号

社団医療法人　新
和会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

岩手県宮古市板屋１丁目６
番地３６

医療法人財団　正
清会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師 ・山口病院または介護老人保健施設における診療
の補助、療養上の世話
・医療器具の準備、服薬管理、生活の見守り
・医師の指示による看護業務全般
・状況により雑務等あり

岩手県宮古市山口五丁目３
番２０号

社団医療法人　新
和会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

岩手県宮古市山口五丁目３
番２０号

社団医療法人　新
和会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

製造職オペレーター 当工場において下記の業務に従事していただきま
す。
・木材・木製品の生産製造設備のオペレーター
・生産に付随する作業全般

岩手県宮古市大字磯鶏１丁
目６－３６

北上プライウッド
株式会社　宮古工
場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

技術職（営繕スタッフ） 当工場において下記の業務に従事していただきま
す。
・木材・木製品の生産製造設備の修理、メンテナ
ンス


岩手県宮古市大字磯鶏１丁
目６－３６

北上プライウッド
株式会社　宮古工
場

雇用期間の定めなし
機械の修理メンテナンス経

験
岩手県宮古市

クリンクルー（崎鍬ヶ崎）
１（請）

請負先施設内において、以下の業務を行っていた
だきます。
・掃除機・モップ・ホーキ・タオル等を使って廊
下、階段、各部屋（病室含む）等の掃除、ゴミの
回収を行います

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） 岩手県宮古市

技術職（電機スタッフ） 当工場において下記の業務に従事していただきま
す。
・工場内や製造機械の電機系メンテンナンス、修
理、保守作業
○その他状況に応じ、木製品製造補助を行う場合

岩手県宮古市大字磯鶏１丁
目６－３６

北上プライウッド
株式会社　宮古工
場

雇用期間の定めなし
業務用電機系メンテナン

ス、修理経験
岩手県宮古市



普通自動車免許一種 変形（1年単位）
大型自動車免許 (1)7時30分～16時30分

1 178,400円～200,700円
人

正社員 59歳以下 大型運転経験者 03030- 1939701
中型自動車免許 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 あれば尚可 167,250円～200,700円
人

正社員 59歳以下 建設業で働いた経験 03030- 1940501
普通自動車第二種免許 交替制あり

大型自動車免許 (1)7時00分～16時00分
1 あれば尚可 136,512円～136,512円 (2)8時00分～17時00分
人 (3)9時00分～18時00分

正社員 59歳以下 乗務員経験 03030- 1941001
普通自動車第二種免許 交替制あり

大型自動車免許 (1)7時00分～16時00分
1 あれば尚可 136,512円～136,512円 (2)8時00分～17時00分
人 (3)9時00分～18時00分

正社員 64歳以下 乗務員経験 03030- 1942301
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時30分
2 130,000円～218,450円
人

正社員 不問 給排水工事経験者 03030- 1943601
普通自動車運転免許 変形（1ヶ月単位）

看護師 (1)8時00分～17時00分
1 准看護師 158,700円～270,100円 (2)8時30分～17時30分
人 いずれか

正社員以外 不問 03030- 1946401

(1)9時15分～17時00分
2 180,000円～240,000円 (2)9時15分～16時15分
人

正社員 64歳以下 03080- 2151801
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
2 165,000円～187,000円
人

正社員以外 不問 03080- 2164601
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
5 158,900円～181,600円
人

正社員以外 不問 経験あれば尚可 03100- 1614001
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 １級土木施工管理技士 256,700円～410,200円
人 あれば尚可

正社員 59歳以下 03100- 1616601
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
3 あれば尚可 200,100円～220,800円
人

正社員 59歳以下 05041- 1025401
普通自動車免許一種
２級土木施工管理技士 (1)8時30分～17時30分

3 １級土木施工管理技士 400,000円～550,000円
人

正社員以外 不問 27010-32282501
普通自動車免許一種
２級土木施工管理技士 (1)8時30分～17時30分

3 １級土木施工管理技士 300,000円～400,000円
人

正社員 不問 27010-32303801
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

二級ジーゼル自動車整備士 (1)9時00分～17時30分
2 159,000円～204,000円
人

正社員 59歳以下 03010-12659201
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)9時00分～17時30分
2 177,000円～222,000円
人

正社員 59歳以下 03010-12660001
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時15分
1 194,400円～194,400円
人

正社員以外 不問 03010-12669501
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時15分
1 194,400円～194,400円
人

正社員以外 不問 03010-12670601
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時15分
4 194,400円～194,400円
人

正社員以外 不問 03010-12672101
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

2 148,520円～180,000円
人

正社員 64歳以下 03030- 1856401
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
1 154,000円～154,000円
人

正社員 不問 簡単なエクセル操作 03030- 1863901

5

土木作業・重機オペレー
ター

・一般土木作業に従事
・トラック運転業務（重機等の回送作業）
・有資格者の方は重機（バックホー）の運転作業
業務
資格がない方は土木作業での応募も可、入社後取

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

岩手県宮古市、他

生コン車運転手 ・お客様から注文を受け、生コン車の運転業務
・構内の清掃、道路維持
・車両点検、洗車等
・運搬範囲は山田町内


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

岩手県下閉伊郡山田町

タクシー乗務員 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

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

岩手県下閉伊郡山田町

タクシー乗務員 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

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
又は15時00分～0時00分
の間の8時間

岩手県宮古市

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

岩手県宮古市崎山第５地割
９４

社会福祉法人　若
竹会　わかたけ学
園

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

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

岩手県宮古市八木沢第７地
割５６－１

有限会社　池田水
道

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

岩手県大船渡市盛町字田中
島２７‐１

株式会社　佐賀組

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

宮古商工会共済・福祉制度
推進スタッフ

・商工会議所（商工会）会員企業に対する、生命
保険による従業員の福利厚生制度（退職金、忌慰
金）のコンサルティング営業
・経営者のリスク管理や事業承継、資産管理など
のアドバイスや保険設計

岩手県大船渡市盛町字中道
下２‐２５
大船渡商工会議所会館１階

アクサ生命保険
株式会社　盛岡支
社　大船渡営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

岩手県久慈市山形町川井第
９地割３２番地２

蒲野建設　株式会
社

雇用期間の定めなし
土木施工管理経験者,パソコン
での写真管理経験あれば尚可 岩手県宮古市、他

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

岩手県久慈市山形町川井第
９地割３２番地２

蒲野建設　株式会
社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市、他

土木技術者（建設コンサ
ル）「盛岡市、宮古市、陸
前高田市」

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

大阪府大阪市中央区谷町２
－３－２　森居幸ビル９Ｆ

株式会社　ファイ
ンテクノ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

発注者支援業務等の実務経
験、土木施工管理業務の実

務経験 岩手県宮古市、他

土木作業員　【盛岡営業
所】

○土木作業に従事していただきます。
土砂の掘削や埋め戻し、コンクリート製品の敷
設、土管などの設置や埋設などを行ないます。
＊就業場所は主に盛岡市内や雫石町等の現場にな
ります。

秋田県仙北市角館町下川原
４６９

有限会社　三幸商
会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

自動車整備士（自動車電
機）

トラックやバスの一般整備及び車検整備業務を行
います。
・三菱自動車のトラック、バス等の整備業務とな
ります。
・車検業務もあります。

岩手県滝沢市大釜中道３８
－２

岩手三菱ふそう自
動車販売　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木技術者（建設コンサ
ル）「盛岡市、宮古市、陸
前高田市」

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

大阪府大阪市中央区谷町２
－３－２　森居幸ビル９Ｆ

株式会社　ファイ
ンテクノ

雇用期間の定めなし 発注者支援業務等の実務経
験、土木施工管理業務の実

務経験 岩手県宮古市、他

事務局運営に係る業務復興
支援員／宮古市勤務「２」

（１）三陸地域のコミュニティの再生や復興のま
ちづくり推進支援
（２）三陸の人・モノの交流の活性化及び創造的
な地域づくりの支援
（３）三陸の復興推進事業及びプロジェクトの連

岩手県盛岡市内丸１０－１
岩手県ふるさと振興部地域
振興室内

いわて定住・交流
促進連絡協議会会議資料等を作成できるPCの

基本的スキル(Word・Excel・
PowerPointなど),ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞや
SNS(Twitter等)などICTを活用
した情報発信に関するスキル

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

営業 当社において、大型・中型・小型トラック及びバ
スの新車販売等の営業業務を行っていただきま
す。
・見積り作成からお客様との商談、受注、販売、
納車、アフタセールス等の活動

岩手県滝沢市大釜中道３８
－２

岩手三菱ふそう自
動車販売　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

事務局運営に係る業務復興
支援員／宮古市勤務「１」

（１）三陸地域のコミュニティの再生や復興のま
ちづくり推進支援
（２）三陸の人・モノの交流の活性化及び創造的
な地域づくりの支援
（３）三陸の復興推進事業及びプロジェクトの連

岩手県盛岡市内丸１０－１
岩手県ふるさと振興部地域
振興室内

いわて定住・交流
促進連絡協議会会議資料等を作成できるPCの

基本的スキル(Word・Excel・
PowerPointなど),ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞや
SNS(Twitter等)などICTを活用
した情報発信に関するスキル

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

事務局運営に係る業務復興
支援員／宮古市勤務「３」

（１）三陸地域のコミュニティの再生や復興のま
ちづくり推進支援
（２）三陸の人・モノの交流の活性化及び創造的
な地域づくりの支援
（３）三陸の復興推進事業及びプロジェクトの連

岩手県盛岡市内丸１０－１
岩手県ふるさと振興部地域
振興室内

いわて定住・交流
促進連絡協議会会議資料等を作成できるPCの

基本的スキル(Word・Excel・
PowerPointなど),ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞや
SNS(Twitter等)などICTを活用
した情報発信に関するスキル

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

医療材料の管理及び院内搬
送

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

岩手県宮古市

販売員（大通） 鮮魚類、加工品の店頭販売業務を行っていただき
ます。
・商品の説明、レジ業務
・袋詰め、品出し、陳列など
・接客業務をメインとした店内業務を担当

岩手県宮古市大通３丁目６
－４５

株式会社　佐々由

雇用期間の定めなし
ＰＣスキル文字入力が可能

なこと、販売経験
岩手県宮古市



普通自動車免許一種
(1)8時15分～17時15分

1 135,000円～145,000円
人

正社員 59歳以下 03030- 1867801
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

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

社会福祉主事任用資格
正社員 64歳以下 いずれか 03030- 1897901

大型自動車免許 変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

2 200,000円～270,000円
人

正社員 不問 03030- 1904401
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1 183,300円～217,300円
人

正社員 40歳以下 03030- 1912401
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 いずれか 300,000円～430,000円
人

正社員 64歳以下 現場管理の経験 03030- 1932501
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

1 224,000円～235,200円
人

正社員 64歳以下 03030- 1933001
２級ガソリン自動車整備士 変形（1年単位）
２級ジーゼル自動車整備士 (1)8時00分～17時00分

2 ２級自動車整備士 140,000円～200,000円
人 普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 03010- 12714801
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)7時30分～17時00分
1 137,144円～195,300円
人

正社員 59歳以下 土木作業経験者優遇 03100- 1648301
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～17時00分
1 156,000円～234,000円
人

正社員 不問 03030- 1955401
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
３級自動車整備士 (1)8時00分～17時00分

1 140,000円～150,000円
人

正社員 40歳以下 03030- 1956701
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支援相談員及び介護員 ふれんどりー岩泉の通所リハビリ利用者（概ね２
８名程度）の支援相談と介護業務に従事します。
・利用者と家族からの相談を受けサービスの説明
やケアプラン申請など行政・居宅介護支援事業所
との連絡調整

岩手県下閉伊郡岩泉町乙茂
字上９－１２

社団医療法人　緑
川会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

一般事務 当協会において下記の業務を行っていただきま
す。
・地域安全活動
・共済募集事業事務
・総会資料作成（ＰＣ操作）

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字太田１９番地

一般社団法人　岩
手県交通安全協会
下閉伊郡北支部

雇用期間の定めなし
パソコン操作

（ワード・エクセル）
岩手県下閉伊郡岩泉町

一般事務・運行管理補助 岩泉自動車運輸株式会社において、一般事務、運
行管理補助に従事していただきます。
・パソコンを使用してのデータ入力
・路線バス、タクシーの売上金の精算
・電話・来客対応

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

パソコン操作
（ワード・エクセルを使っ
て定型フォームへの入力が

できること）

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

運転手 大型ダンプカーの運転業務に従事していただきま
す。
・主に災害復旧関連の建設現場において、土砂・
砂利等の運搬を行います。
・現場は宮古地区及び、岩泉町内がほとんどで

岩手県下閉伊郡岩泉町袰野
字赤鹿１０８

小本運送　有限会
社

雇用期間の定めなし
大型または

トラック運転経験者
岩手県下閉伊郡岩泉町

土木施工管理技士 各種土木工事、施工管理、監督の仕事
・現場の施工管理全般
・申請書類及び現場管理に係る書類作成
・各関係機関への申請手続き
・安全管理等

岩手県下閉伊郡岩泉町小本
字中野５２

工藤建設　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）可能な方 岩手県下閉伊郡岩泉町

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

岩手県下閉伊郡岩泉町門字
中瀬５１番地１４

株式会社　畑中組

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

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

岩手県久慈市湊町第１９地
割２０－５

清和建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

自動車整備（オートサービ
ス）

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

岩手県盛岡市向中野２丁目
１９番３８号【求人票郵送
先指定あり】

株式会社　ミナカ
ワ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

自動車整備士（見習い可） 当社において自動車整備業務に従事していただき
ます。
・軽自動車から大型自動車までの車検・点検・整
備
・お客様への説明

岩手県下閉伊郡岩泉町小本
字大牛内６７－５

工藤建設株式会社
陸中サービスセン
ター

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

事務職員 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
ワード・エクセル操作可能

な方
岩手県下閉伊郡岩泉町


