
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
(1)8時15分～17時15分

1人 134,800円～163,400円

正社員 18歳～59歳 03020- 1236501
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 175,750円～218,000円

正社員 59歳以下 林業経験者 03030- 2614401
普通自動車免許一種

フォークリフト運転技能者 (1)8時30分～17時00分
1人 あれば尚可 170,000円～190,000円

正社員 不問 03030- 2615701
車両系建設機械運転技能者 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 137,665円～260,400円

正社員 不問 03100- 2274401
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 246,440円～490,620円

正社員 59歳以下 04010-44446801
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

1人 250,000円～300,000円

正社員 64歳以下 １０トンダンプ運転経験 02030- 7797601

(1)8時30分～17時00分
1人 150,150円～165,165円 (2)8時30分～12時00分

正社員 不問 パソコン基本操作 03030- 2607401
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 140,000円～160,000円

正社員 59歳以下 03030- 2609801
普通自動車免許一種

高圧ガス販売主任者第2種 (1)8時30分～17時30分
1人 液化石油ガス設備士 216,500円～366,500円

２級管工事施工管理技士
あれば尚可

正社員 59歳以下 ガス業界または実務経験者 04010-44356101
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人 介護福祉士 142,000円～152,000円 (2)9時30分～18時30分

(3)17時00分～9時00分

正社員 64歳以下 03030- 2593401
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時10分

3人 127,277円～128,400円

正社員以外 64歳以下 03030- 2594701
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人 小型移動式クレーン 184,800円～207,900円

大型自動車免許
あれば尚可

正社員 64歳以下 土木作業経験者 03030- 2595801
普通自動車免許一種
移動式クレーン運転士 (1)8時00分～17時00分

3人 大型特殊自動車免許 164,800円～247,200円
玉掛け技能講習修了者尚可

正社員 不問 03030- 2596201
８トン限定中型自動車免許 変形（1年単位）

大型自動車免許 (1)8時00分～17時00分
1人 あれば尚可 180,000円～220,000円

正社員 64歳以下 03030- 2598001
調理師 変形（1ヶ月単位）

(1)12時30分～20時30分
1人 180,000円～280,000円

正社員 不問 03030- 2600201
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人 154,700円～205,000円

正社員 不問 03030- 2604601
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人 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 土木作業経験 03030- 2605901
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 161,700円～161,700円

正社員以外 不問 03030- 2583901
1

配管工補助員 水道施設設備配管、管設備、土木工事等の配管作
業全般の補助。
・給排水など衛生配管の設備配管、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１４
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 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

岩手県宮古市

配管工及び配管工見習い 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

岩手県宮古市

調理 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

清掃作業員 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

移動式クレーンオペレー
ター

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

岩手県宮古市クレーンオペレーター経験者

土木作業員 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

水産加工員 水産加工に従事していただきます。
・主にイカの冷凍加工（胴、ゲソに分別、袋詰め
等）
・鮭、ブリ等のフィレー加工（機械で捌き処理さ
れた鮭の骨、ヒレ等の取り除き、パッキング等）

岩手県下閉伊郡山田町境田
町３－１９

石山水産　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

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

営業職（ホームエネル
ギー）

地域に密着したライフラインに携わり、使命感と
充実感がある仕事です。
・家庭用を中心に、プロパンガスの販売、代金の
回収等の顧客管理
・ルートセールスを中心に住宅設備機器の販売、

宮城県仙台市青葉区国分町
３丁目１－１８

カメイ株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般事務 ・一般事務業務　タイムカードの整理、帳簿記帳
等
・電話応対
・原材料（原皮）の入荷、出荷管理
・仕上製品の出荷管理

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字合の山１２－２

アイファー株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

事務／歯科技工所 当社は歯科医院、病院より受注を受け製品の製作
納品しています
・専用ソフトを使用し製品の伝票、請求書作成
・従業員給与計算
・電話、来客対応

岩手県下閉伊郡山田町北浜
町１０４－４

マリンデンタル　株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

パソコン操作（ワード・エ
クセル・メール）

大型ダンプ運転手 １０トンダンプの運転
○建設現場において、砕石、残土、廃材合材など
を１０ｔダンプで積み込み、運搬していただきま
す。
○主として岩手県宮古市を拠点に沿岸地域での仕

青森県弘前市大字真土字前
田１５２ー５

株式会社　光カッ
ター

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

現場監督補助（土木分野） 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

岩手県宮古市、他

重機オペレーター（山田営
業所）

◆産業廃棄物の重機オペレーター
＊場内においての重機オペレーター業務が主な仕
事になりますが、状況に応じて作業員として、非
鉄金属の分別、選別作業等の軽作業も行っていた
だきます。他に、来客者のトラックへ積込み作業

岩手県久慈市長内町第３７
地割１２－８

有限会社　陸中商会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

水揚げ立ち会い、一般事務 下記業務を担当していただきます。
・ほとんど毎日入港する底曳船の水揚げ立ち会い
（魚の選別等）
・年２回入港する遠洋鮪漁業の水揚げ立ち会い
・給与計算

岩手県宮古市鍬ヶ崎上町４
番６９号

金沢漁業　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市
ワード・エクセル等簡単な

操作

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

岩手県宮古市茂市第２地割
日向１９４

株式会社　小林三之
助商店　岩手工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

技術職／宮古上下水道施設
管理センター（宿直あり）

＊宮古上下水道施設管理センターに於いて、施設
の操業および維持管理業務全般に従事します。
＊下水処理施設の点検等を行うほか、町内の中継
ポンプ施設を定期的に巡回し、機械・電気設備な
どの保守点検業務を行います。

岩手県釜石市定内町４丁目
１番４７号

株式会社　テツゲン
東北支店

雇用期間の定めなし
又は17時15分～8時15分
の間の8時間程度

岩手県宮古市
ワード、エクセルのスキ

ル、知識

（9月14日時点の内容です）

９月７日　から　　９月１４日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は９月２４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

◎ 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９月１７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



看護師 変形（1ヶ月単位）
准看護師 (1)8時30分～17時30分

1人 いずれか 162,015円～190,775円

正社員 64歳以下 03030- 2584101
普通自動車免許一種 交替制あり

栄養士 (1)6時00分～15時00分
1人 150,700円～190,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

正社員 59歳以下 03030- 2585401
普通自動車免許一種

1人 147,400円～249,800円

正社員以外 不問 03030- 2587801
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

1人 132,480円～165,600円 (2)16時30分～1時30分
(3)0時30分～9時30分

正社員以外 18歳以上 03030- 2589501
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
2人 145,900円～145,900円 (2)8時30分～17時30分

(3)6時30分～15時30分

正社員以外 18歳以上 03030- 2590601
調理師 変形（1ヶ月単位）

あれば尚可 (1)7時45分～16時45分
2人 145,900円～145,900円 (2)8時00分～17時00分

(3)5時00分～14時00分

正社員以外 不問 03030- 2591901
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～16時45分
1人 あれば尚可 208,800円～255,200円 (2)8時00分～16時30分

正社員 不問 03100- 2257901
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

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

正社員 30歳以下 03100- 2258101
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人 車両系建設機械運転技能者 181,600円～181,600円

正社員 不問 重機運転経験 03100- 2239301
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人 141,050円～217,000円

正社員 不問 03100- 2252201
ガス主任技術者 変形（1年単位）

高圧ガス販売主任者第2種 (1)8時30分～17時30分
1人 液化石油ガス設備士 193,500円～326,500円

２級管工事施工管理技士
あれば尚可

正社員 59歳以下 ガス業界または実務経験者 04010-43763601
理容師 変形（1ヶ月単位）

(1)9時00分～18時30分
1人 150,000円～350,000円

正社員 不問 03010-17007901
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人 159,000円～204,000円

正社員 59歳以下 03010-17044501
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人 177,000円～222,000円

正社員 59歳以下 03010-17045001
普通自動車免許一種

看護師 (1)9時00分～17時30分
1人 助産師 215,000円～290,000円

保健師
いずれか

正社員 59歳以下 03030- 2575101
普通自動車免許一種
介護支援専門員 (1)8時00分～17時00分

1人 （ケアマネージャー） 200,000円～200,000円
その他の福祉・介護関係資格

正社員 64歳以下 03030- 2577701

(1)7時30分～17時30分
1人 168,000円～273,000円

正社員 不問 03030- 2578801
普通自動車免許一種

(1)7時30分～16時30分
1人 145,520円～171,200円

正社員以外 45歳以下 03030- 2580001
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

3人 150,000円～250,000円 (2)20時00分～5時00分

正社員 18歳～59歳 03030- 2554501
調理師 変形（1ヶ月単位）

あれば尚可 (1)6時30分～15時30分
1人 133,600円～157,500円 (2)8時00分～17時00分

(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030- 2555001

2

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

岩手県宮古市西ヶ丘４丁目
５３－８

社会福祉法人　恵心
会　特別養護老人
ホーム　慈苑

雇用期間の定めなし
調理に生かせる
経験・資格等

岩手県宮古市

看護職員／宮古 当施設内デイサービスでの看護業務全般を行いま
す。
・バイタルサインチェック
・入浴後の処置
・服薬管理

岩手県宮古市向町２番３４
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

自動機オペレーター補助 ・電子機器基板にチップなどの電子部品を取り付
ける実装機械操作の補助業務
・実装機械への部品供給、材料供給、治具等の清
掃
・その他付随する業務

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 岩手県宮古市

公立小中学校事務（臨時職
員）

宮古市立田老第一中学校において、学校事務に従
事していただきます。
・学校職員の給与事務、旅費事務、市町村費予算
の支出事務、学校集金事務
・来客受付、応対

岩手県宮古市五月町１－２
０　宮古地区合同庁舎内

宮古教育事務所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） パソコン操作（ワード・エ

クセル）できる方
又は8時00分～17時30分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

調理員 当施設利用者の給食調理業務となります。
・給食（朝、昼、夕食）１回約１１０食分の調理
・食器洗浄
・清掃　等
○未経験者の方大歓迎

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

生活支援員 生活支援に係る業務全般となります。
・当施設利用者の日中活動（軽作業）や通院、買
い物（２～３名）の付き添いなど
＊社用車（ＡＴ車）の運転があります。
○未経験者の方大歓迎

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

伐木作業員 ◆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

集材作業（オペレーター） ◆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

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、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

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

重機オペレーター（建設現
場）

◆久慈管内、宮古方面の各工事現場にて建設機械
（バックホー、タイヤローラー、タイヤショベ
ル、グレーダー等）の運転業務を行っていただき
ます。
※現場の状況によっては、上記運転の他に土木作

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

理容師（宮古店） 『理容・美容クイック宮古店』において、理容業
務全般に従事していただきます。注文に応じて、
カット、シャンプー、顔そり、カラー等を行いま
す。お客様の対応や会計など、その他付随する業
務を行っていただきます。＊未経験者でも応募可

岩手県盛岡市西松園４丁目
２６－１４　

株式会社　クォール

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ＬＰガス保安サービス職 ＬＰガスを供給するお客様に、安全に安心してガ
スを使用していただけるよう、各種法律に則って
点検、修理、交換等を実施します。
・法定期間毎の点検
・設備器具、給湯器、コンロ等の交換、修理作業

宮城県仙台市青葉区国分町
３丁目１－１８

カメイ株式会社

雇用期間の定めなし

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

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

生活相談員 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

雇用期間の定めなし
社会福祉主事または
介護支援専門員

岩手県宮古市

訪問看護 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

工具修理・取付・整備 当社において下記の業務に従事して頂きます。
・電動工具、エンジン工具、石油ストーブ等の取
付、修理、整備等
・店舗内およびお客様宅へ訪問し作業
・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４３番地６
ホームワンサトー

有限会社　サトー
（ホームワン　サ
トー）

雇用期間の定めなし
又は9時30分～18時30分
の間の8時間程度

岩手県宮古市、他

塗装工 各種塗装工事全般に従事します。
＜主な業務＞
・橋などのサンドブラスト工事の補助作業
・構造物の塗装作業
＊泊まりを伴う出張があります（県内・東北）

岩手県宮古市松山第５地割
７番地７

有限会社　伊香塗装

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理員／紫桐苑 当法人が運営する特別養護老人ホームやデイサー
ビスセンターにおいて、調理業務に従事していた
だきます。
・朝夕９０食程度、昼１１０食程度の調理となり
ます。

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

プレスオペレーター パソコンやスマートフォン通信機器などに組み込
まれているコネクター端子を製造します。
・高速プレス機を操作
・コネクター端子のプレス加工
・生産情報の入力

岩手県宮古市津軽石１４ー
９７－２

ジュピター工業　株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市



変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

1人 150,000円～178,000円 (2)7時00分～16時00分
(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030- 2556301
介護福祉士 変形（1ヶ月単位）
あれば尚可 (1)8時15分～17時15分

2人 147,000円～172,000円 (2)7時00分～16時00分
(3)10時00分～19時00分

正社員 59歳以下 03030- 2557601
普通自動車免許一種 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

1人 １級建築施工管理技士 350,000円～350,000円

正社員 不問 現場管理の経験 03030- 2561201
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
3人 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 建設現場の経験あれば尚可 03030- 2562501
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時50分

1人 135,683円～135,683円

正社員 40歳以下 03030- 2563001
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時50分

1人 135,683円～135,683円 (2)17時00分～1時50分

正社員 18歳～40歳 03030- 2564301
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時50分

1人 135,683円～135,683円 (2)17時00分～1時50分

正社員 18歳～40歳 03030- 2565601
大型自動車免許 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 200,900円～200,900円

正社員 64歳以下 大型ダンプ経験者 03030- 2567101
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人 あれば尚可 184,800円～184,800円

正社員 64歳以下 土木作業経験 03030- 2568401
看護師 変形（1ヶ月単位）
准看護師 (1)8時30分～17時30分

1人 いずれか 200,000円～260,000円 (2)7時00分～16時00分

正社員 59歳以下 03030- 2570501
普通自動車免許一種 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

2人 ２級土木施工管理技士 250,000円～300,000円
いずれか

正社員 59歳以下 パソコン操作 03030- 2571001
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人 180,000円～220,000円

正社員 59歳以下 03030- 2572301
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 137,270円～148,000円

正社員 64歳以下 03030- 2573601
普通自動車免許ＡＴ 変形（1年単位）

看護師 (1)8時30分～17時15分
1人 准看護師 250,000円～320,000円

いずれか

正社員 不問 03020- 1213301

3

介護職員 介護老人保健施設ほほえみの里にて、御利用者様
に対する介護サービスの提供・生活支援全般をお
願いいたします。
・主な仕事は、食事、排せつ、入浴業務のみなら
ず、旅行、外食、買い物等の同行援助や充実した

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

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

岩手県宮古市田の神２丁目
４－２８

小規模多機能ホーム
あすも　グループ
ホームあすも

雇用期間の定めなし
簡単なタブレット入力（既

存様式への入力）
岩手県宮古市

土木、建築現場管理 土木は公共工事の施工管理業務に従事していただ
きます。
建築は見積りから図面作成（ＣＡＤ）、施工管理
を行っていただきます。
・現場監督、安全管理、写真管理

岩手県下閉伊郡田野畑村浜
岩泉２１６－８

有限会社　熊谷住建

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

建設作業員および現場責任
者

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８－２
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

外観検査・仕上げ（山田） 当社三陸工場において、下記の業務を行っていた
だきます。
・工業製品に使用されるゴムパッキンの汚れ、形
状等の外観を検査する業務
・目視でパッキンの選別を行い、カッターやハサ

岩手県下閉伊郡山田町大沢
第４地割２０－１４０

ツインスターテクノ
ロジー株式会社

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（山
田）

当社三陸工場において、ゴムパッキンの製造業務
に従事していただきます。　　　　　　　　　　
製造機械に材料（ゴム）を流し込んでプレスし、
製品になって出てきたものを取り込む作業です。


岩手県下閉伊郡山田町大沢
第４地割２０－１４０

ツインスターテクノ
ロジー株式会社

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（岩
泉）

当社岩泉工場において、ゴムパッキンの製造業務
に従事していただきます。
製造機械に材料（ゴム）を流し込んでプレスし、
製品になって出てきたものを取り込む作業です。

岩手県下閉伊郡山田町大沢
第４地割２０－１４０

ツインスターテクノ
ロジー株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

ダンプ運転手 当社請負現場において、ダンプ運転手業務に従事
していただきます。
・主に土砂、採石等の運搬
・大型ダンプ車の車両点検や洗車
・その他付帯する業務

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第４地割１１５－２０

富山建設　有限会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

作業員 当社請負現場において、土木作業に従事していた
だきます。
・公共工事等の現場（山田町、宮古市他）
・現場へは社用車にて乗合、または直行直帰
・資格お持ちの方にはバックホー等重機作業をお

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第４地割１１５－２０

富山建設　有限会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

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

岩手県下閉伊郡山田町飯岡
第９地割２３－１

医療法人　晃生会
介護老人保健施設
さくら山

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

土木施工管理技士 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

土木作業員 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

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

岩手県下閉伊郡山田町船越
第９地割２１５番地１

株式会社丸一水産

雇用期間の定めなし
パソコン操作（ワード、エ

クセル）出来る方
岩手県下閉伊郡山田町

看護師（山田町） ◇訪問看護業務にかかる業務全般
＊利用者宅でのバイタルチェック、栄養管理、薬
の管理、家族への介護指導等を担当します。
＊医師と看護師スタッフで患者の情報を共有し、
看護記録の作成、また引き継ぎ・申し送り業務。

岩手県釜石市大町２丁目２
番２４号

株式会社　ウェル
ファー

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町


