
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 03010-18530801

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 03010-18592001
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 03010-18598701
大型自動車免許 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
3人 184,000円～276,000円

正社員 64歳以下 大型ダンプ運転経験者 03030- 2762101
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 大型特殊自動車免許 184,000円～345,000円

あれば尚可

正社員 64歳以下 03030- 2763401
保育士 変形（1ヶ月単位）

(1)7時00分～15時45分
1人 173,520円～193,520円 (2)8時15分～17時00分

あれば尚可 (3)8時45分～17時30分

正社員以外 不問 03030- 2764701
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- 2765801
調理師

(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- 2766201
変形（1年単位）
(1)7時00分～16時00分

2人 138,000円～180,000円 (2)13時00分～22時00分

正社員 59歳以下 03030- 2768001
普通自動車免許一種 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

3人 車両系建設機械運転技能者 180,800円～271,200円

正社員 不問 型枠工事又は土木作業経験 03030- 2770101
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

交通誘導警備業務検定2級 (1)8時00分～17時00分
1人 警備員指導教育責任者 237,550円～260,150円

正社員 18歳以上 03030- 2771401
普通自動車免許一種

(1)8時15分～17時15分
1人 182,000円～232,000円

正社員 59歳以下 03030- 2772701

(1)8時15分～16時45分
1人 中学校教諭免許状(数学) 212,308円～326,680円

いずれか

正社員以外 不問 パソコン操作(基本操作) 03030- 2773801
車両系建設機械運転技能者

玉掛技能者 (1)8時00分～17時00分
3人 移動式クレーン運転士 216,000円～302,400円

あれば尚可

正社員 不問 03030- 2774201
車両系建設機械運転技能者

玉掛技能者 (1)8時00分～17時00分
3人 移動式クレーン運転士 216,000円～302,400円

あれば尚可

正社員 不問 03030- 2775501
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人 あれば尚可 172,800円～259,200円

正社員 不問 ダンプ運転経験 03030- 2777301
普通自動車免許一種

1人 175,391円～222,161円

正社員 59歳以下 03030- 2778601
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 155,000円～250,000円

正社員 59歳以下 03030- 2784001
1

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

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す。登録販売者の資格

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

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

土木作業員 土木工事現場において下記の業務に従事していた
だきます。
・重機作業の手元（補助作業）
・その他付随する業務　・資材運搬
・片付け等その他付随する業務

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字三本松１８－１

合同会社　カンキョ
ウ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

重機オペレーター 土木工事現場において重機械を操作し、下記の業
務に従事していただきます。
・残土積込　・法面整形　・掘削　・その他付随
する業務

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字三本松１８－１

合同会社　カンキョ
ウ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

中学校期限付臨時教員（数
学）

宮古市内の中学校において、臨時教員として、生
徒に対する数学の教科指導や生活指導などを行っ
ていただきます。
＊ほかに、クラブ活動の指導、学校行事対応等を
行っていただきます。

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

日雇（日々雇用または１ヶ
月未満） 岩手県宮古市

中学校教諭免許
（専修・１種・２種）

介護支援専門員 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、下記の業務に従事して頂きます。
・サービス利用に関する手続きやサービス内容の
説明
・ケアプランの作成

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

岩手県宮古市

介護支援専門員
（ケアマネージャー）
小規模多機能型サービス
等計画作成担当研修あれ

ば尚可

警備員兼警備員指導教育責
任者

復興工関連工事の公共建設土木工事等の工事車両
の交通誘導警備に従事していただきます。現場の
状況によりますが、１～２名人員体制現となりま
す。移動手段は、会社に集合し社用車で移動、又
は直行直帰もあります。＊６０歳以上の方も歓迎

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

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

土木作業員（正社員） 復興関連の建設土木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。
・土木、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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

鉄骨足場組立主任者
玉掛けあれば尚可

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

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

保育士 保育所での保育業務
・保育所に入所している児童（０～６歳児）への
保育
＊児童の年齢により対応人数は異なりますが、常
時複数で対応します。

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第１１地割３０

社会福祉法人　三心
会　織笠保育園

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡山田町

幼稚園教諭免許
（専修・１種・２種）

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。
＊現場により直行直帰の場合があります

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

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

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
＊基本給は２０～３５歳のモデル賃金です。３５
歳：２３万円＋計画達成奨励金＋各種手当　計画

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

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

※入社後、自動車整備士
２級までの育成プランあ

り

事業所名
求人番号

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

（10月2日時点の内容です）

９月２９日　から　　１０月２日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は１０月１５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１０月８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



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 137,665円～184,450円

正社員以外 不問 03100- 2357201
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人 137,665円～195,300円

正社員 59歳以下 土木作業経験者優遇 03100- 2374501
変形（1ヶ月単位）
(1)9時30分～18時30分

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

正社員以外 不問 05010-16926001
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
3人 180,000円～300,000円

正社員 不問 建設・土木作業経験 02060- 3309901
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

二級ガソリン自動車整備士 (1)8時00分～17時00分
2人 二級ジーゼル自動車整備士 140,000円～200,000円

二級自動車整備士

正社員 59歳以下 03010-18294901
調理師 変形（1ヶ月単位）

あれば尚可 (1)8時30分～17時30分
1人 140,000円～162,000円 (2)9時45分～18時45分

(3)5時00分～14時00分

正社員以外 不問 03030- 2700301
看護師 変形（1ヶ月単位）
准看護師 (1)8時00分～17時00分

1人 いずれか 158,700円～270,100円 (2)8時30分～17時30分
普通自動車免許一種

正社員以外 不問 03030- 2701601
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 小型移動式クレーン 134,000円～200,000円

玉掛け技能講習修了者
あれば尚可

正社員 64歳以下 03030- 2702901
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- 2703101
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 59歳以下 施工管理経験 03030- 2705701
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 59歳以下 03030- 2706801
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- 2708501
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～17時00分
1人 156,000円～234,000円

正社員 59歳以下 03030- 2712401
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 137,454円～230,000円

正社員 59歳以下 03030- 2714801

(1)8時45分～17時30分
1人 160,000円～230,000円

正社員 59歳以下 03030- 2715201
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 172,500円～345,000円

正社員 64歳以下 建設現場経験者 03030- 2716501
足場の組立て等作業主任者 変形（1ヶ月単位）
車両系建設機械運転技能者 (1)8時00分～17時00分

2人 いずれか 191,200円～215,100円
普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 建設経験者 03030- 2717001
普通自動車免許一種

フォークリフト運転技能者

1人 あれば尚可 160,000円～200,000円

正社員 64歳以下 03030- 2718301
２級土木施工管理技士 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 いずれか 324,750円～394,040円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03030- 2719601
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 207,900円～300,300円

正社員 64歳以下 03030- 2720401

2

土木作業員 ・各現場において、土木作業に従事していただき
ます。
・屋外作業となります。
・当社では社員との連携やコミュニケーション、
協調性を大切にする方を希望します。

岩手県宮古市根市第６地割
７番地１

有限会社　伊藤総業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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。　
＊当社は、コミュニケーションや協調性も重視い

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 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　＊早朝勤務得意な方歓

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

鳶工及び土工／正社員 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

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

建築・設備設計業務 事業所所在地において下記の設計補助業務を担当
していただきます。　　　　　　　　　
・見積書作成、図面作成
・確認申請書類作成
・設計図作成

岩手県宮古市保久田７－８ 株式会社　赤沼設計

パソコン操作(ｗｏｒｄ、Ｅ
ｘｃｅｌ)、ＣＡＤ操作、建
設又は建設業務経験、設備

設計業務経験

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

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、建設事務経験
岩手県下閉伊郡岩泉町

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

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　・作業工程における監督や指

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 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

運転手：岩泉 レンタル用建設機械器具の配達に従事していただ
きます。
・８ｔ平ボデータイプのトラックの運転
・有資格者の方は建設重機、小型移動式クレーン
（ユニック）の操作があり

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

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

調理員 介護老人保健施設ほほえみの里において、ご利用
者様の食事の調理業務全般を担って頂きます。食
事は、朝：９０食・昼：１８０食・夕：１１０食
程度の提供で、ご利用者様の状況に応じた調理と
なります。また、下ごしらえや食器の洗浄、その

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

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
○車の引取り・納車、洗車、書類作成、その他付

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

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。

青森県五所川原市大字広田
字榊森２－１１

株式会社　ＬＥＡＤ
ＴＥＣ各種建設関係免許等

あれば尚可
雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

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

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

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



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- 2721701
普通自動車免許ＡＴ 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
2人 172,500円～264,500円

正社員 59歳以下 03030- 2723201
看護師
准看護師 (1)8時15分～17時15分

1人 いずれか 182,000円～232,000円

正社員 59歳以下 03030- 2724501
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

1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- 2725001
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

1人 150,000円～200,000円

正社員 35歳以下 03030- 2726301
交替制あり
(1)8時30分～17時30分

3人 136,000円～209,500円 (2)19時10分～4時10分

正社員 18歳～34歳 03030- 2728901
交替制あり
(1)8時30分～17時30分

1人 135,792円～198,720円 (2)19時10分～4時10分

正社員以外 18歳～59歳 03030- 2729101
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人 135,000円～140,000円

正社員 40歳以下 03030- 2730801
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 161,000円～207,000円

正社員 30歳以下 03030- 2731201
普通自動車免許ＡＴ

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

正社員以外 不問 介護職 03030- 2732501
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人 140,000円～185,000円

正社員 30歳以下 03030- 2733001
看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
1人 182,400円～270,100円 (2)9時30分～18時30分

(3)7時30分～16時30分

正社員以外 不問 03030- 2739701
介護職員初任者研修修了者 変形（1ヶ月単位）
介護福祉士あれば尚可 (1)7時00分～16時00分

2人 157,360円～157,360円 (2)8時30分～17時30分
(3)9時30分～18時30分

正社員以外 不問 03030- 2741001
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 151,200円～183,600円

正社員 18歳～64歳 03030- 2742301
普通自動車免許一種

(1)10時00分～21時00分
1人 137,453円～250,000円

正社員 40歳以下 03030- 2743601

(1)8時00分～17時30分
1人 169,500円～267,800円

正社員 64歳以下 03030- 2745101
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
1人 あれば尚可 140,000円～140,000円 (2)9時00分～18時00分

(3)10時30分～19時30分

正社員 64歳以下 03030- 2746401
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 145,900円～145,900円 (2)6時00分～15時30分

(3)6時30分～15時30分

正社員以外 不問 03030- 2747701
看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
2人 245,000円～280,000円

正社員 59歳以下 03030- 2750001
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30分～17時30分

いずれか (3)9時00分～18時00分

正社員以外 64歳以下 保育経験 03030- 2753901

3

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）

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

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

生活支援員 ・当施設利用者の生活支援に係る業務となりま
す。
・日中活動ではコーヒー豆の焙煎、施設内外の環
境整備、余暇活動等を一緒に行っていただきま
す。

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第４
地割１－１１

社会福祉法人若竹会
自立支援センターウ
イリー

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 簡単なＰＣ入力（ワード・

エクセル）
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

菌床椎茸の栽培等／正社員
１

菌床椎茸の栽培、集出荷にかかる作業に従事して
いただきます。
・収穫、箱詰め、パック詰め、箱作り
・菌床の製造、培養にかかる作業
※経験のない方には丁寧に指導いたしますので、

岩手県下閉伊郡岩泉町浅内
字下栗畑６８－１１

株式会社　岩泉きの
こ産業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

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。社用車（軽ワ
ゴン等）にて、配達や食材の買い出しをお願いす

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

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

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

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。採用後に徐々に

慣れてもらいます。

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 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

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

配管工及び土木・現場作業
員

当社において下記の業務に従事していただきま
す。
・新築及び改築工事に伴う給排水給湯衛生設備工
事
・給水管の本管引き込み工事

岩手県下閉伊郡山田町船越
第１０地割３６－４

篠澤管工業　有限会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

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

（Ｈ２９．３．１２以降
免許取得の方）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

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

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

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

看護師 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に従事して頂きます。
・看護業務およびそれに伴う報告書の作成
・介護業務全般
・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

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

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



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 あれば尚可 200,100円～220,800円

正社員 59歳以下 05041- 1427601
大型自動車免許

車両系建設機械技能講習 (1)8時00分～17時00分
3人 あれば尚可 172,800円～280,800円

正社員 不問 44010-22275501
大型自動車免許

(1)8時00分～17時00分
2人 205,200円～216,000円

正社員 不問 44010-22277301
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時00分
1人 170,000円～220,000円

正社員 59歳以下 03030- 2696601
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00分～17時00分
5人 あれば尚可 180,000円～260,000円

正社員 64歳以下 03030- 2699401
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 246,760円～466,275円

正社員 59歳以下 ＰＣ基本操作必須 04010-46568401
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 246,760円～466,275円

正社員 59歳以下 ＰＣ基本操作 04010-46724501
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時15分
1人 201,000円～270,000円

正社員 59歳以下 03010-18129501
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時15分
1人 162,700円～176,900円

正社員以外 不問 03030- 2689901
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- 2694001
普通自動車免許一種

(1)8時30分～18時00分
1人 183,000円～219,000円

正社員 62歳以下 営業経験 04010-46476301

4

営業職 営業職
・麺、めんつゆ等の納品
・麺、めんつゆ等の販売先の開拓（目標設定のみ
あり）
※エリア主に岩手県内。自宅駐在勤務。

宮城県仙台市青葉区折立２
丁目３－１

株式会社　だい久製
麺

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

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

生活指導員／松山荘 救護施設松山荘の退荘者や在宅で生活保護を受け
ている方等に対してのサポート業務
・通所による日中活動（作業等）の提供
・在宅者への訪問による生活相談
・パソコンを使用しての業務報告など

岩手県宮古市松山第８地割
１９－１

社会福祉法人　岩手
県社会福祉事業団
松山荘

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 簡単なパソコン操作

（文書入力程度）
岩手県宮古市

営業（ルート営業、資料作
成）（宮古営業所）

宮古営業所において、下記の業務を行っていただ
きます。
・岩手県内の官公庁や設計事務所、大手ゼネコン
等へ積水樹脂株式会社製品のＰＲ営業を担当して
いただきます。また、得意先建設会社等との物件

岩手県滝沢市木賊川４０９
－３

協積産業　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

現場監督補助（電気設備分
野）

電気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

配管工 当社において下記の業務に従事していただきま
す。
・一般住宅や公共工事等の給排水工事
・上下水道、衛生配管工事
・その他付随する業務

岩手県宮古市西ヶ丘三丁目
３－８

アート工業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

葬祭スタッフ 葬祭業に関する業務全般
・霊柩搬送（病院から自宅・会館への移動）
・葬儀施行に関する葬家との打合せ
・祭壇の設営及び撤去作業
・納棺式の施行

岩手県下閉伊郡山田町中央
町１－５

有限会社　町民葬祭

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

大型ダンプ運転手（大分本
社または岩手支店）

「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 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　・鳶、足場組立
・その他雑務　等
＊作業現場は大分県内＊県外（岩手県）での作業

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

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


