
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

1人 あれば尚可 400,000円～600,000円

現場経験

無期雇用派遣労働者 不問 （道路工事経験者尚可） 01010-29422901

(1)8時00分～17時00分
2人 200,000円～260,000円

正社員 不問 02050- 2057701
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

2人 148,520円～180,000円

販売経験

正社員 64歳以下 文字入力が可能なこと 03030- 2539001

(1)8時00分～17時00分
5人 140,400円～183,600円

正社員 18歳～64歳 03030- 2540901
普通自動車免許一種 交替制あり

(1)6時00分～15時00分
1人 140,000円～166,900円 (2)9時00分～18時00分

(3)10時30分～19時30分

正社員 不問 03030- 2546501
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
大型特殊自動車免許 (1)8時00分～17時00分

1人 移動式クレーン運転士 184,000円～345,000円
玉掛技能者
あれば尚可

正社員 64歳以下 03030- 2547001
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 184,000円～345,000円

正社員 64歳以下 03030- 2548301
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 211,050円～306,900円

正社員 59歳以下 塗装経験あれば尚可 03030- 2549601
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 173,250円～207,900円

正社員 59歳以下 03030- 2552801
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 230,000円～270,000円

正社員 59歳以下 03030- 2553201
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

5人 あれば尚可 138,000円～218,500円

正社員 64歳以下 03100- 2180201
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人 いずれか 180,000円～300,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 経験年数３年以上 03100- 2181501
栄養士

(1)8時30分～17時30分
1人 143,480円～202,560円

正社員以外 不問 04010-42857001
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

1人 220,000円～300,000円

正社員 64歳以下 04011- 2739801

(1)8時30分～17時15分
1人 171,200円～227,200円

正社員以外 不問 03010-16754901
普通自動車免許ＡＴ 変形（1年単位）

(1)9時00分～17時30分
1人 162,000円～162,000円

正社員以外 不問 03030- 2517901
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

2人 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- 2520201
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

5人 162,000円～216,000円

正社員 18歳～64歳 03030- 2521501
1

交通誘導警備員 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

コネクタ製造自動機・成形
機オペレータ

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

タイヤ配達及びピット作業
補助（アルバイト）

当店において下記の業務を行っていただきます。
＊配達業務
・小型トラックを運転して宮古・田老・山田地区
が中心　主に乗用車用のタイヤ
＊ピット作業補助

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 岩手県宮古市

電子カルテシステムのヘル
プデスク業務（岩手県立宮
古病院）

請負先事業所の岩手県立宮古病院において下記の
業務を行っていただきます。
・病院職員への電子カルテシステムの使い方の指
導
・問合わせ内容の記録と日報報告

岩手県盛岡市松尾町１７－
８

株式会社　アイシー
エス

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

PC操作,情報処理技術者試験
資格者(区分不問)と同等ス
キル,病院での事務又は情報

システム保守経験

（まるまつ宮古店）店長・
店長候補

・入社後、店舗業務からスタートし、接客・調理
の基本作業を覚えます。
・店舗業務をマスターした後、店舗の指導と運営
に関わる店長として仕事をしていきます。


宮城県富谷市成田９丁目２
－９

株式会社　カルラ

雇用期間の定めなし
又は10時00分～22時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市
レストランサービス・接客
業を経験の方は優遇します

情報処理技術者試験資格者
(区分不問)があれば尚可

栄養士 ◎救護施設での食事提供業務
食材の発注、検収、帳票の作成など
仕込み、調理、料理の盛り付け、配膳、食器洗浄
など


宮城県仙台市青葉区一番町
１丁目２－２５　仙台ＮＳ
ビル５Ｆ

ジー・エイチ・ホス
ピタリティフード
サービス東日本株式
会社雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上） 岩手県宮古市

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

岩手県久慈市山形町荷軽部
第３地割１８

有限会社　谷地林業
土木部門

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

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

岩手県久慈市山形町荷軽部
第３地割１８

有限会社　谷地林業
土木部門

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

土木施工管理技士 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

岩手県宮古市、他

建設作業員 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

岩手県宮古市、他

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。
・足場組立、解体補助
・養生、洗浄、コーキング等
・塗装作業補助

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

車両系建設機械の資格が
あれば尚可

放送業務 当社において下記の放送業務全般を行っていただ
きます。
・ラジオアナウンス、ミキサー操作
・取材活動、打合せ等（社用車使用）
・原稿作成

岩手県宮古市栄町３番３５
号　キャトル５階

宮古エフエム放送
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

パソコン基本操作、ワー
ド・エクセルができる方、
放送業務の経験あれば尚可

パソコン操作（ワード・エ
クセル）の出来る方

営業兼ＣＡＤオペレーター 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

岩手県下閉伊郡山田町

クレーンオペレーター 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

警備員・交通誘導警備員
（正社員／宮古）

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

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

岩手県宮古市

型枠大工【岩手県】 ◇河川工事現場の型枠業務全般に従事していただ
きます。
・型枠組立、コンクリート打設、解体作業
・その他付随する業務
＊令和２年１０月１日から採用予定です。

青森県上北郡六ヶ所村大字
倉内字笹崎１０２６－３

アイナイ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

事業所名
求人番号

道路改良工事の土木施工管
理（岩手県田野畑村）

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

岩手県下閉伊郡田野畑村

（9月4日時点の内容です）

９月１日　から　　９月４日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は９月１７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１０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



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

正社員 40歳以下 03030- 2523301
普通自動車免許一種

(1)10時00分～21時00分
1人 136,670円～250,000円

正社員 69歳以下 フロア業務経験 03030- 2524601
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

1人 あれば尚可 160,000円～180,000円

正社員 30歳以下 03030- 2527401
普通自動車免許一種
二級自動車整備士 (1)9時00分～18時00分

2人 180,000円～220,000円

正社員 不問 03030- 2528701
変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～17時45分

1人 140,000円～180,000円 (2)8時00分～16時45分

正社員 59歳以下 03030- 2529801
普通自動車免許一種
二級自動車整備士 (1)9時30分～18時30分

1人 中型自動車免許 160,000円～210,000円 (2)9時30分～17時30分
あれば尚可

正社員 不問 実務経験あれば尚可 03030- 2530301
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 180,800円～226,000円

正社員 59歳以下 03030- 2531601
２級土木施工管理技士 変形（1年単位）
２級建設機械施工技士 (1)8時00分～17時00分

1人 いずれか 200,000円～250,000円
普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 03030- 2532901
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人 あれば尚可 138,240円～138,240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- 2533101
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

８トン限定中型自動車免許 (1)8時30分～17時30分
1人 大型自動車免許 220,000円～220,000円

フォークリフト運転技能者

あれば尚可
正社員 64歳以下 経験があれば尚可 04070- 1944001

管理栄養士 交替制あり
(1)5時00分～14時30分

1人 188,100円～198,900円 (2)10時30分～19時30分

正社員 59歳以下 03010-16582501
栄養士 交替制あり

(1)5時00分～14時30分
1人 163,100円～173,900円 (2)10時30分～19時30分

正社員 59歳以下 03010-16583001
調理師 交替制あり

(1)5時00分～14時30分
1人 146,000円～155,000円 (2)10時30分～19時30分

正社員 59歳以下 03010-16584301

(1)8時30分～17時30分
2人 131,200円～134,480円

正社員以外 不問 03030- 2489701
保育士 交替制あり

1人 176,000円～176,000円

正社員 不問 03030- 2492301
普通自動車免許ＡＴ 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 158,200円～192,100円

正社員 35歳以下 03030- 2497701
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
1人 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- 2498801

(1)8時30分～17時15分
1人 145,400円～182,300円

正社員以外 不問 03030- 2499201
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 152,100円～176,000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- 2501401
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 152,100円～176,000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- 2502701

2

介護員／紫桐苑 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

介護員／桐の花 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

事務補助（会計年度任用職
員）

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

法面作業員 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 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

保育士 家庭的保育事業所での保育業務を担当していただ
きます。
・７ヶ月～３歳までの５名の保育
・食事、排せつ、お昼寝、着替え等のお世話
・保育日誌等、報告・連絡書作成

岩手県宮古市実田１丁目３
－１６

特定非営利活動法人
輝きの和子育て支援員研修修了者

あれば尚可
雇用期間の定めなし

又は8時30分～18時30分
の間の8時間

岩手県宮古市

加工業務 社内での製品加工業務
・電線をコネクターに挿入する作業
・電線の指定された箇所にテープを巻く作業
・電線切断作業など


岩手県宮古市田鎖９－２５ 有限会社　ユーエム
アイ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理師（岩泉町） 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） 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

管理栄養士（岩泉町） 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

中型運転手（宮古営業所） ●中型トラックでの近県配送業務
大型増トントラックにて県内又は近県より積込み
した荷物を配送します。基本は一般道路を使用し
運行します


宮城県登米市迫町北方字舟
橋前３０

株式会社　大一物流

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡田野畑村

土木工事監督 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

現場作業員 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

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

岩手県下閉伊郡山田町山田
第４地割１３番地１

株式会社　ＢＭＣ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

トリマー 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

愛玩動物飼養管理士２級
以上あれば尚可

岩手県宮古市上鼻二丁目５
－５

株式会社　ＤＯＧ１
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

自動車整備／有資格者 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 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

フロア担当／浜処いっぷく ビジネスホテル内のレストランにてフロア担当と
して勤務していただきます。
・接客、配膳
・レジ業務
・片付け、清掃等

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

造林・伐採作業員・重機オ
ペレーター

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

岩手県宮古市



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 150,150円～207,900円

正社員 18歳～50歳 03030- 2503801
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

1人 137,460円～143,440円 (2)10時00分～19時00分
(3)16時00分～9時00分

正社員 64歳以下 03030- 2505501
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

1人 137,460円～143,440円 (2)10時00分～19時00分
(3)16時00分～9時00分

正社員 64歳以下 03030- 2506001
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～17時00分
2人 164,160円～216,800円

正社員 64歳以下 03030- 2507301

(1)8時30分～17時30分
1人 134,152円～164,000円

正社員 59歳以下 03030- 2508601
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
2人 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- 2509901
普通自動車免許一種

看護師 (1)8時15分～17時15分
1人 190,000円～285,000円

正社員 64歳以下 03030- 2511801
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 138,600円～231,000円

正社員 64歳以下 03030- 2513501
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 348,000円～425,000円

正社員 59歳以下 03030- 2514001
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人 138,240円～172,800円

正社員 64歳以下 03030- 2515301
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

2人 160,000円～220,000円

正社員 35歳以下 03030- 2516601
変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～18時00分

1人 165,000円～205,000円 (2)9時00分～12時00分

正社員 59歳以下 簡単なＰＣ操作あり 04010-42370501
変形（1ヶ月単位）

1人 180,000円～180,000円

正社員以外 不問 13130-20583601
交替制あり
(1)8時30分～16時30分

3人 132,300円～132,300円 (2)16時30分～0時30分

有期雇用派遣労働者 18歳以上 03010-16455301
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

1,2級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分
1人 又は 250,000円～300,000円

1，2級建設機械施工技士
車両系建設機械運転技能者

正社員 59歳以下 あれば尚可 03020- 1115501
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 176,000円～220,000円

正社員 59歳以下 03020- 1116001
交替制あり
(1)22時00分～7時00分

1人 134,400円～134,400円

正社員以外 18歳以上 03020- 1124001
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 あれば尚可 134,400円～147,000円

配車経験・事務経験

正社員 59歳以下 基本操作（エクセル等） 03020- 1174301
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時00分

3人 保育士 173,800円～178,000円

正社員 59歳以下 03030- 2372901
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時15分
1人 150,000円～170,000円

正社員 59歳以下 金融機関経験者 03030- 2373101

3

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

岩手県宮古市向町２番４６
号

宮古信用金庫

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

保育教諭 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

配車事務【山田町】 当社山田営業所において以下の業務に従事してい
ただきます。
・配車予定表の作成、運行指示
・電話応対、来客対応
・パソコンへのデータ入力

岩手県釜石市甲子町第８地
割１２２番地１

株式会社　Ａ－ＬＩ
ＮＥ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

コンビニエンススタッフ
（山田織笠店）

＊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

作業員 ＊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。

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

技術員 ＊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

基板製造（宮古市） 派遣先の事業所において基板製造の作業を行いま
す。
【基板】電化製品等の内部に入っている板状のも
の。
・部品集め

岩手県盛岡市向中野３丁目
１８番２０号　２Ｆ　アク
エリアスビル

株式会社　エムアン
ドエム　盛岡営業所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 岩手県宮古市

ドコモショップスタッフ＜
宮古千徳店＞宮古市

ドコモショップ宮古千徳店
カウンター窓口業務
・スマートホン、タブレット、携帯電話の販売
・契約手続き（新規・変更・解約）
・端末操作案内

東京都江東区豊洲３丁目２
－２４　豊洲フォレシア

ＭＸモバイリング
株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 接客販売経験者

（アルバイト含む）
又は9時45分～19時00分
の間の7時間以上

岩手県宮古市

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］雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

作業員（伐採、造林） 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

介護職員 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

営業／宮古営業所 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４
４－１

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

大工見習い 以下の業務を行っていただきます。
・新築、リフォーム作業の補助
・修理、修繕作業の補助
・サイエンスホーム宮古店での新築作業補助
＊現場は主に宮古市内

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

岩手県宮古市

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

岩手県宮古市山口２丁目３
－１３

株式会社　ファミリ
ング

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員 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

生産管理 生産・工程管理及び付随する業務全般
○部材入出庫管理（受入れ・員数確認など）
○受発注状況に応じて、生産計画の立案・納期回
答など対外折衝あり
○製品の出荷作業、ＰＣでのデータ管理、棚卸業

岩手県宮古市板屋３－１１
－１５

株式会社　エム・ア
イ・エス東北工場

Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ、Ｐ
ｏｗｅｒＰｏｉｎｔを実務
で使用できる、生産管理業

務

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護員 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

介護職員／小本 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

介護職員／向町 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

交通誘導警備員（正社員） 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



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

2人 143,438円～168,750円

正社員以外 不問 03030- 2374401
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

1人 あれば尚可 170,000円～230,000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- 2377201
８トン限定中型自動車免許

(1)8時00分～17時00分
5人 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- 2378501
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 180,000円～250,000円

正社員 不問 03030- 2379001
調理師 交替制あり

あれば尚可 (1)9時00分～19時00分
1人 150,000円～180,000円 (2)11時00分～21時00分

正社員 不問 03030- 2380901
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人 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- 2381101
大型自動車免許

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

正社員 64歳以下 03030- 2382401
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
大型自動車第二種免許

1人 普通自動車第二種免許 161,200円～244,400円
あれば尚可

正社員 64歳以下 03030- 2383701
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 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- 2384801
２級建築施工管理技士 変形（1年単位）
２級土木施工管理技士 (1)8時00分～16時30分

1人 車両系建設機械運転技能者 153,680円～226,000円
あれば尚可

正社員 不問 03030- 2385201
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 207,900円～231,000円

正社員 不問 03030- 2386501
調理師

あれば尚可
1人 185,000円～250,000円

正社員 64歳以下 飲食業の経験 03030- 2387001
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

10人 162,000円～216,000円

正社員 18歳～64歳 03030- 2391701
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 ２級土木施工管理技士 160,000円～250,000円
建築士資格等あれば尚可

正社員 64歳以下 03030- 2394501
変形（1年単位）
(1)8時10分～17時10分

1人 135,880円～135,880円

正社員 64歳以下 縫製工の経験 03030- 2395001
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
１級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

1人 250,000円～300,000円

正社員 64歳以下 経験者 03030- 2396301
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人 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- 2397601
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

5人 139,446円～139,446円

正社員 64歳以下 03030- 2398901
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時00分
1人 182,000円～312,000円

正社員 59歳以下 03030- 2400001
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

1人 145,000円～230,000円

正社員 59歳以下 03030- 2401301

4

製造技術（幹部候補） ・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） 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

水産加工員／正社員（山田
工場）

山田工場において水産物の加工を行っていいただ
きます。
・わかめの塩蔵加工（わかめを量り袋詰めなど）
・鮭、いくら、カニの加工（下処理等含む）
・さんまの冷凍食品加工、箱詰め作業　など

岩手県下閉伊郡山田町境田
町２－１

株式会社　川秀

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 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
PC操作(Word,Excel)できる

方、現場管理経験
岩手県宮古市、他

土木技術者 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

岩手県宮古市

縫製工 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


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

設計および工務 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
ワード・エクセルの操作が

できる
岩手県宮古市

警備員 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

料理長、料理長候補 ○宮古駅前のパティスリーに続き、ヤギミルクを
使ったお店を新規オープンします。朝はブーラン
ジェリー、昼はカフェ、夜はフレンチビストロ
と、時間帯によって違った雰囲気でヤギミルクの
美味しさを楽しめる、ここにしかないお店を目指

岩手県宮古市崎山第３地割
１１２－７０

グロースパートナー
ズ　株式会社

雇用期間の定めなし
又は7時00分～23時00分
の間の8時間

岩手県宮古市

ハツリ工 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 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

岩手県下閉伊郡山田町、他

介護職員（臨時） 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

バス乗務員及びタクシー乗
務員

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

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

岩手県宮古市田老字乙部２
４７－２８

有限会社　平内運送

雇用期間の定めなし
大型運転業務１年以上

の経験
岩手県宮古市

土木施工管理技士 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

板前兼厨房 回転寿司「海宝」において調理業務全般を担当し
て頂きます。
○魚介類の調理・仕込み
○寿司の握り・接客販売
○その他、厨房内における付随する業務

岩手県宮古市長根２丁目６
－９

海宝

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

自動車整備工員 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

土木作業員兼きのこ栽培作
業員

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１
１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

営業フロント係 ・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 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



変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

1人 140,000円～140,000円

正社員 39歳以下 エクセル操作 03030- 2402601
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)7時00分～17時00分
1人 160,000円～190,000円

正社員 45歳以下 03030- 2403901
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
1人 あれば尚可 161,000円～184,000円

正社員 不問 03030- 2405401
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 玉掛技能者 188,600円～211,600円
車両系建設機械運転技能者

小型移動式クレーン
正社員 59歳以下 大型自動車運転経験 03030- 2410601

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

1人 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- 2412101

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 256,300円～419,400円

正社員 64歳以下 大工経験者 03030- 2413401
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 150,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030- 2415801
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人 あれば尚可 134,000円～200,000円

正社員 64歳以下 整備経験のある方 03030- 2416201
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人 あれば尚可 200,000円～400,000円

正社員 64歳以下 03030- 2417501
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

1人 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- 2418001
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級建築施工管理技士 209,700円～300,000円
１級建築施工管理技士

あれば尚可
正社員 64歳以下 大工経験 03030- 2419301

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

2人 二級建築士,いずれか 180,000円～350,000円
普通自動車免許一種
現場管理経験、ＣＡＤ操作

正社員 64歳以下 パソコン操作出来る方 03030- 2420101
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 140,000円～180,000円

正社員 64歳以下 03030- 2422701
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人 130,000円～160,000円

正社員 64歳以下 03030- 2424201
変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分

2人 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- 2426001
歯科衛生士 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～18時30分
1人 167,000円～187,000円

正社員 不問 03030- 2428601
看護師 変形（1ヶ月単位）
准看護師 (1)7時30分～16時30分

1人 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 看護師経験 03030- 2429901
公害防止管理者 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時30分
1人 200,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03030- 2430701
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00分～15時45分

2人 介護福祉士 140,640円～194,720円 (2)9時00分～17時45分
いずれか (3)10時00分～18時45分

正社員以外 不問 03030- 2431801
美容師 変形（1年単位）

(1)10時00分～19時00分
2人 140,000円～250,000円

正社員 不問 03030- 2432201
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美容師 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

介護職 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番地　岩手県北
バス　岩泉病院前バス停
徒歩３分

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

水質管理員 ・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） 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

岩手県下閉伊郡山田町

歯科衛生士 ・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。※歯科衛生士経験あれば尚可

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

岩手県宮古市

介護職／特別養護老人ホー
ム

・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
※現在、特養５０名・短期２０名の施設利用者が

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

事務全般 ・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
事務経験、パソコン（ワー
ド・エクセル）出来る方

岩手県宮古市

大工見習い 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）

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） 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

岩手県宮古市

土木作業 ・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 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　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 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

整備業務：岩泉 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

岩手県下閉伊郡岩泉町

建築技術者見習い 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　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
ＣＡＤが出来れば優遇しま

す
岩手県宮古市

大工 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　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

土木施工管理技士 ・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

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

大型自動車運転手 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

土木作業員 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

鮮魚出荷 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）

・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

岩手県宮古市



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30分～17時30分

2人 電気施工管理技士２級 136,934円～230,000円
あれば尚可

正社員 59歳以下 03030- 2438101
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 195,500円～195,500円

正社員 不問 03030- 2440201
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時30分

1人 130,480円～163,100円

正社員 59歳以下 03030- 2441501
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 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- 2442001

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 車両系建設機械運転技能者 180,000円～300,000円
あれば尚可

正社員 59歳以下 土木作業 03030- 2443301
看護師 変形（1ヶ月単位）
准看護師 (1)8時30分～17時30分

2人 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- 2444601
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
1人 175,000円～220,000円

正社員 59歳以下 経験者 03030- 2445901
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

2人 いずれか 203,000円～262,000円

正社員 59歳以下 03030- 2446101
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

1人 140,000円～165,000円 (2)16時00分～9時00分

正社員 59歳以下 介護経験３年以上 03030- 2447401
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時30分
1人 161,700円～300,300円

正社員 64歳以下 03030- 2449801
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

2人 言語聴覚士 205,000円～320,000円
いずれか

正社員 64歳以下 03030- 2450301
歯科衛生士

(1)8時30分～18時00分
1人 150,000円～180,000円 (2)8時30分～12時00分

正社員 不問 実務経験３年以上 03030- 2456801
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

1人 138,078円～168,800円 (2)20時30分～5時30分

正社員以外 18歳以上 03030- 2458501
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 ホームヘルパー２級 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- 2459001
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人 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- 2460901
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 147,300円～300,000円

正社員 不問 03030- 2461101
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 145,000円～230,000円

正社員 35歳以下 03030- 2462401
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

5人 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- 2465201
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
2人 210,000円～252,000円

大工経験者

正社員 不問 （経験３年以上） 03030- 2470401
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
2人 136,933円～136,933円

正社員 64歳以下 03030- 2473201
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運転手 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

建築大工 一般住宅や公共工事における建築現場における大
工作業
・会社に集合してから社用車にて現場に向かいま
す
・主な現場は、宮古市内

岩手県宮古市田鎖第９地割
２３－１

福沢建設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

警備員 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

営業 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

現場作業員 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）

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

介護員 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

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

岩手県宮古市田鎖９地割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

歯科衛生士 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

岩手県下閉伊郡山田町

理学療法士・作業療法士・
言語聴覚士

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
＊通所リハビリテーション営業日：月曜日～金曜
日

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

木造大工（見習い可） 木造大工に従事します。
・木造住宅の新築、増改築の大工工
・住宅新築、増改築の基礎工事
・現場内での清掃作業
・２ｔ車・軽トラ車による材料の運搬

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字中野４５－１１

有限会社　佐藤工務
店５トン限定

準中型自動車免許
雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

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

岩手県下閉伊郡山田町飯岡
第９地割２３－１

医療法人　晃生会
介護老人保健施設
さくら山

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

リハビリ職員 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

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）

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

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

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

看護師又は准看護師 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

土木作業員 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

配管工 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

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

岩手県下閉伊郡岩泉町小本
字小成１３０－１

有限会社　竹下水産

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

ダンプ・重機運転手 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

電気工事作業員・技術者 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
現場管理経験または
現場作業経験

岩手県宮古市



普通自動車免許ＡＴ
言語聴覚士 (1)8時30分～17時30分

2人 240,000円～500,000円

正社員 64歳以下 03030- 2474501
普通自動車免許ＡＴ

理学療法士 (1)8時30分～17時30分
2人 240,000円～500,000円

正社員 64歳以下 03030- 2475001
普通自動車免許ＡＴ

作業療法士 (1)8時30分～17時30分
2人 240,000円～500,000円

正社員 64歳以下 03030- 2477601
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
1人 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- 2478901
准看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時20分～17時20分
1人 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- 2479101
作業療法士

(1)8時20分～17時20分
1人 201,500円～258,700円

正社員 59歳以下 03030- 2480801
理学療法士

(1)8時20分～17時20分
1人 201,500円～258,700円

正社員 59歳以下 03030- 2481201
車両系建設機械運転技能者 変形（1年単位）
大型特殊自動車免許 (1)8時00分～17時00分

5人 あれば尚可 158,200円～226,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03030- 2482501
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

2人 137,263円～156,375円

正社員以外 59歳以下 03030- 2483001
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
1人 184,800円～346,500円

正社員 64歳以下 03030- 2484301
普通自動車免許ＡＴ 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時30分
1人 155,000円～155,000円

正社員 59歳以下 03030- 2485601
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
1人 143,000円～187,000円

正社員 不問 03030- 2486901
普通自動車免許一種 交替制あり

看護師 (1)8時30分～17時15分
2人 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- 2487101

(1)8時30分～17時15分
2人 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- 2488401
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

看護師 (1)8時15分～17時15分
1人 142,600円～239,700円 (2)10時15分～19時15分

正社員 64歳以下 03030- 2493601
普通自動車免許一種

(1)8時15分～17時15分
1人 174,800円～219,700円

正社員 64歳以下 03030- 2494901
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

1人 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- 2496401

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

正社員 64歳以下 03080- 2647501
大型自動車免許 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 202,030円～202,030円

正社員 不問 ダンプ運転経験者 03100- 2057101
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
１級建築施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

1人 256,700円～505,600円

正社員 不問 03100- 2058401
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建築施工管理技士（１級） ◆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、パソ
コンでの写真管理経験あれ

ば尚可 岩手県宮古市、他

運転手 ◆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、砂などを現場へ運搬

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

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

山田町商工会　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

岩手県下閉伊郡山田町

生活相談員（清寿荘） ・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

主任介護支援専門員／正社
員

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

看護師／正社員（清寿荘） 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

看護補助員 ・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 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

森林林業の現場業務 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
○未経験者歓迎します。初めての方でも研修を受

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

制作ＰＣオペレーター ポスター・チラシ・冊子など印刷物の写真補正や
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

現場代理人 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
パソコン操作ができる方
現場管理業務の経験者

岩手県宮古市

水産加工員 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

土木作業員 公共工事・舗装工事・道路維持等の土木作業に従
事していただきます。
・現場は岩泉町・田野畑村・宮古市・葛巻町
・現場へは、社用車にて相乗りまたは直行直帰で
の移動

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
建設機械運転等、
土木作業員経験

岩手県宮古市、他

理学療法士 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 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 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

電気工事士 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

作業療法士 ・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

理学療法士 ・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

言語聴覚士 ・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



普通自動車免許一種
(1)8時00分～17時00分

1人 245,440円～459,520円

正社員 59歳以下 04010-41634301
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)10時00分～19時00分
3人 155,000円～160,600円

正社員 64歳以下 04010-41950901
大型自動車免許

(1)8時00分～17時00分
2人 218,000円～218,000円

正社員 不問 運転経験者 04080- 2779001
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
2人 233,250円～318,150円

正社員 不問 業務経験 05040- 3663701
交替制あり

1人 136,320円～136,320円

正社員以外 不問 06030- 6117501
交替制あり

1人 176,000円～256,000円

正社員 35歳以下 13040-80959401

8

接客・販売／店舗責任者／
マリンコープ宮古店

店長候補としてモスバーガーの店舗運営をお任せ
します。レジ操作・商品製造など一から丁寧に教
えるので未経験の方でも安心です。
・車通勤可・社宅貸与制度・食事補助制度・自己
啓発支援（年３回の通信教育支援・ホテル、旅行

東京都品川区大崎２－１－
１
ＴｈｉｎｋＰａｒｋ　Ｔｏ
ｗｅｒ４階

株式会社　モススト
アカンパニー（モス
バーガー）

雇用期間の定めなし
又は8時00分～21時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

販売（レジ、商品陳列）
【１００円ショップ宮古長
町店】

◯商品陳列やレジ
（１００円商品の陳列やレジでの接客応対）
※雇用期間は、【６ヶ月毎の契約更新】を行って
おり、更新時期は毎年４月と１０月になります。

山形県飽海郡遊佐町比子字
白木２３－３６２

本間物産　株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は9時30分～20時30分

の間の8時間程度
岩手県宮古市

建設業全般作業員【現場：
岩手】

＊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
ろし後の排雪作業もしていただきます。

秋田県大仙市大曲金谷町１
９－３

株式会社　ａｒｍｓ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

大型ダンプ運転手 〇大型ダンプによる運搬業務に従事して頂きま
す。
・大型ダンプ（１０ｔ）で土砂や砕石等の運搬業
務
・主な現場：岩手県普代村、田野畑村、岩泉町、

宮城県気仙沼市最知北最知
１９７－９

株式会社　ナダベ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

イエローハット店頭販売ス
タッフ

・カー用品の販売、レジ業務、簡単な事務処理業
務
・作業の受付、接客、品出し、発注、売場作り等
※自動車についての難しい知識がなくても大丈夫
未経験の方にも親切に指導いたします。

宮城県仙台市太白区西多賀
４丁目４－１７

株式会社　ホットマ
ン

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

施工管理補助（空調・衛生
設備課）

未経験の方でも歓迎致します。建設現場での現場
監督の補佐（空調・衛生設備）に従事して頂きま
す。
・デジカメ等を使用した写真の管理・整理
・ＰＣを操作（Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ）し、書類

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


