
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 150,000円～165,000円

正社員 40歳以下 03010-20851401
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
中型自動車免許 (1)9時15分～17時45分

1人 あれば尚可 148,500円～199,900円

正社員 59歳以下 03010-20900501
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00分～19時00分

正社員 59歳以下 03010-20925801
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
中型自動車免許 (1)9時00分～18時00分

1人 あれば尚可 160,000円～200,000円

正社員 61歳以下 03010-20682701
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
中型自動車免許 (1)9時00分～18時00分

5人 二級自動車整備士 193,000円～243,000円
自動車検査員

正社員 61歳以下 03010-20687301
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
中型自動車免許 (1)9時00分～18時00分

5人 二級自動車整備士 160,000円～200,000円
自動車検査員

正社員 61歳以下 03010-20689901
普通自動車免許一種

(1)9時00分～17時00分
2人 130,000円～150,000円

正社員 不問 03030- 3113401
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時15分

3人 160,000円～250,000円 (2)18時15分～3時30分

正社員 18歳～64歳 03030- 3115801
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- 3116201
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 145,000円～190,000円 (2)7時30分～16時30分

正社員 35歳以下 03030- 3117501
管理栄養士

(1)8時30分～17時30分
1人 200,000円～220,000円

正社員 59歳以下 管理栄養士業務経験 03030- 3119301
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

社会福祉士 (1)8時30分～17時30分
1人 介護支援専門員 170,000円～200,000円

社会福祉主事任用資格

正社員 59歳以下 03030- 3120101
普通自動車免許一種

介護福祉士,介護支援専門員 (1)8時30分～17時15分
1人 介護職員初任者研修修了者 137,760円～164,000円

正社員以外 不問 文字入力程度の簡単PC入力 03030- 3122701
美容師 変形（1ヶ月単位）

(1)9時30分～18時30分
3人 150,000円～600,000円

正社員 不問 03030- 3124201
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 142,600円～142,600円

正社員 59歳以下 03030- 3127301
看護師
准看護師 (1)8時30分～17時30分

2人 いずれか 161,600円～240,400円

正社員以外 不問 03030- 3129901
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 161,600円～240,400円 (2)9時30分～18時30分

正社員以外 不問 03030- 3130701
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- 3094501
1

消防用設備の点検作業及び
工事（宮古営業所）

・社用車（普通車）にて、事業所（ビル、工場、
店舗）の消防用設備の点検作業及び工事全般を行
います。
・その他、指示された業務及び付随する業務。
＊基本２名体制で業務にあたっていただきます

岩手県盛岡市上堂３－６－
３３

株式会社　ダイトク

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

（11月6日時点の内容です）

１１月２日　から　　１１月６日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は１１月１９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

栄養士（宮古市） 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

岩手県宮古市

ルート営業スタッフ（釜石
店または宮古店）

取引先自動車販売店様に対するルート営業を行
い、新車・中古車の販売を通じて販売店様の販売
支援活動を行うお仕事です。
（主な内容）
・販売店様に対する販売促進支援

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

自動車検査員（正社員：二
戸、久慈、宮古、釜石、遠
野）

トヨタカローラ岩手の整備工場にて下記業務を
行っていただきます。
・車検、各種一般整備
・点検整備の電話案内、来店時の受付応対
・整備後の電話によるアフターフォロー

岩手県盛岡市上堂４丁目６
－５

トヨタカローラ岩手
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

営業スタッフ（正社員：宮
古店）

自動車という商品を通じてお客様のカーライフを
末長くサポートしていく仕事です。
・トヨタ自動車製造の新車および中古車の販売
・ご購入いただいたお客様へのアフターフォロー
・車検点検誘致、損害保険販売、割賦商品販売

岩手県盛岡市上堂４丁目６
－５

トヨタカローラ岩手
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、ＰＣ入
力作業ができれば尚可、営

業、販売の経験

簡単なＰＣ入力作業ができ
れば尚可

自動車塗装工 当社において下記の業務に従事していただきま
す。
・自動車の塗装
・その他付随する業務
○ほか納車、引取り業務もお願いする事もありま

岩手県宮古市磯鶏１丁目１
－２８

株式会社　アルティ
メットプランニング

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

自動車整備士（正社員：二
戸、久慈、宮古、釜石、遠
野）

トヨタカローラ岩手の整備工場にて下記業務を
行っていただきます。
・車検、各種一般整備
・点検整備の電話案内、来店時の受付応対
・整備後の電話によるアフターフォロー

岩手県盛岡市上堂４丁目６
－５

トヨタカローラ岩手
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他
簡単なＰＣ入力作業ができ

れば尚可

介護支援専門員 居宅支援センター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

岩手県宮古市栄町　１番４
１－２号

株式会社　ユー
キュー

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

木材加工技術者 ・一般住宅向け構造用集成材（柱や土台など）を
作る工場です
・製材部門：丸太を製材して板を作ります
・集成材部門：板を人工乾燥した後、４～５枚の
板を貼り合わせ、柱等の角材を作ります

岩手県宮古市川井第６地割
３５

株式会社　ウッティ
かわい

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）

管理栄養士 「介護老人保健施設　さくら山」にて、下記の業
務を行っていただきます。
・利用者に提供する食事の栄養管理
・栄養ケア計画の作成
・献立チェック

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

現場担当責任者（候補） フカヒレの加工作業に従事していただきます。初
めは現場作業を覚えながら、将来は現場担当責任
者を目指していただきます。原料のフカヒレの・
乾燥・選別・梱包・加工の準備・冷凍庫内作業
（冷凍品の入出庫）・資材購入（社有車：ＡＴ車

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第１３地割８０－２１

株式会社　萬平　東
北工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

支援相談員 「介護老人保健施設　さくら山」にて、以下の業
務を行っていただきます。
・利用希望者やご家族に対しての相談業務
・入所に伴う事前調査
・入所退所の調整

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
パソコン操作（ワード・エ

クセル）が出来る方

看護師資格・社会福祉主事任用
資格いずれかあれば尚可

美容師 当店舗にて、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
など
・その他に電話応対、店舗清掃

岩手県宮古市和見町７番２
２号

有限会社　プレス
テージ（美容室　Ｐ
ＲＥＳＴＩＧＥ）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護員／デイサービス 通所介護事業所の介護に関する業務全般
・身の回りの世話、食事、入浴、排泄、リハビリ
等の介助や見守りなど
・レクリエーション業務等
・利用者の送迎のため社用車（施設車、主にワン

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字森の越４番地１４

社会福祉法人　岩泉
町社会福祉協議会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡岩泉町

看護職／デイサービス（フ
ル）

デイサービス利用者の看護業務です。
・利用者の記録類の作成、健康相談等の業務
・送迎添乗業務
現在１日平均２５名程度の利用者があり、看護職
員７名、介護職員１８名体制で業務にあたってい

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

水産加工品の製造 商品パック詰め工程、加工製造業務に従事しま
す。
・めかぶ、塩辛加工品ライン工程による作業
・ライン工程はパック詰め、検品、目視検査箱詰
・担当工程は交替制

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第１１地割２２－１１

株式会社　山田コー
ルドストレージ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

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

看護職／特養・短所 施設入所者（特養・短期入所者）に対する看護業
務
・バイタルチェック、巡回
・服薬準備、確認
・入所の方の記録作成、健康相談等

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

◎ 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１１月１２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30分
1人 169,500円～267,800円

正社員 64歳以下 03030- 3095001
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 自動車整備経験 03030- 3096301
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

2人 154,000円～250,000円 (2)20時00分～5時00分

正社員 18歳～64歳 経験者 03030- 3097601
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
中型自動車免許 (1)8時00分～17時00分

2人 小型移動式クレーン 195,500円～299,000円
フォークリフト

正社員以外 不問 03030- 3098901
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 195,500円～345,000円

正社員 64歳以下 03030- 3099101
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 220,300円～352,600円 (2)17時30分～8時30分

正社員 59歳以下 03030- 3101301
ホームヘルパー２級 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 あれば尚可 172,800円～221,800円 (2)7時30分～16時30分

正社員 40歳以下 03030- 3102601
変形（1年単位）
(1)8時15分～17時15分

1人 137,784円～137,784円

正社員以外 64歳以下 03030- 3103901
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
2人 175,000円～200,000円

正社員 59歳以下 介護支援専門員 03030- 3104101
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 186,400円～233,000円

正社員 不問 03030- 3106701

(1)8時30分～17時30分
1人 135,136円～197,760円

正社員以外 59歳以下 03030- 3111901
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 140,000円～200,000円

正社員 40歳以下 03030- 3065901
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

2人 車両系建設機械(解体用) 216,000円～388,800円
あれば尚可

正社員 不問 03030- 3067401
普通自動車免許一種

1人 185,000円～250,000円

正社員 64歳以下 飲食業の経験 03030- 3070301
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 200,000円～400,000円

正社員 64歳以下 建築施工管理業務経験者 03030- 3072901
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 250,000円～280,000円

正社員 59歳以下 03030- 3073101
変形（1ヶ月単位）
(1)7時20分～16時20分

1人 130,000円～130,000円 (2)9時40分～18時40分
(3)8時30分～17時30分

正社員以外 不問 ワード・エクセル操作 03030- 3076801
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時30分
2人 169,600円～212,000円

正社員 45歳以下 03030- 3077201
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

二級建築士 (1)8時00分～17時30分
1人 あれば尚可 207,900円～254,100円

正社員 不問 現場監督経験 03030- 3078501
普通自動車免許ＡＴ 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時30分
1人 173,250円～207,900円

正社員 不問 営業経験 03030- 3079001

2

住宅営業 住まいに関するお客様のニーズに応えられるよ
う、情報収集、企画、営業を行っていただきま
す。お客様の家づくり、暮らしづくりを提案する
お仕事です。
・お客様へのフォロー業務

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第１２地割１－１

上林建設　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

現場管理 新築・リフォームの現場管理・監督をメーカー、
協力関係者さんや当社社員、現場作業員と連携し
以下の業務を行っていただきます。
・安全管理
・品質管理

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第１２地割１－１

上林建設　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

伐採作業員 東北電力様企業グループユアテック様の協力会社
として、配電線路へ接近している木の伐採、下刈
り作業に従事して頂きます。現場へは、社有車で
向かいます。
＊業務に必要となる資格取得の費用を会社で負担

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字惣畑６５

有限会社　差畑林業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

窓口業務／宮古駅 宮古駅窓口対応や電話対応、切符販売、パソコン
を使用し数字等の入力、その他付随する業務を行
います。
※年度ごとの更新になります。

岩手県宮古市栄町４番地 三陸鉄道　株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

管理技術者 当社において下記の業務を行っていただきます。
・鉄骨、鉄構プラントキャド（ＣＡＤ）のオペ
レーター
・図面の作成およびキャドの作成
・生産管理補助

岩手県宮古市津軽石第１３
地割３６５番地１５

竹田工業　株式会社

雇用期間の定めなし エクセルの基本操作ができ
ること、キャド（ＣＡＤ）

の経験者 岩手県宮古市

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

商品企画、販売、製造 ＊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

重機オペレーター 各建設現場において下記の業務に従事していただ
きます。
・重機操縦による掘削、土砂の積込み、運搬等。
・現場によっては土木作業もしていただく場合が
あります。

車両系建設機械(整地・運
搬・積込用及び掘削用)

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
重機オペレーター経験又は
建設現場の経験あれば尚可

岩手県宮古市

製造兼販売 自社商品の製造・販売に従事していただきます。
○清酒の製造に関わる業務
・洗米及び蒸米、製麹、酒母、もろみ、しぼり他
○びん詰め作業
・洗びん、びんの補充・検びん、包装等

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字太田３０

泉金酒造　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

検査手直し作業 顕微鏡を使いながら、歯ブラシなどを使って精密
部品の汚れを取り除いたり、手直し等をしたりす
る作業です。
＊細かい作業となります。

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

塗装工 建築物等の保護や美観に関わる塗装・吹き付け及
びそれに付随した作業全般に従事していただきま
す。
・主に一般住宅・ビル、公営住宅、病院等
・現場には事務所集合で乗合で移動

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第１４地割３２番地２２９

有限会社　サワダ建
装塗装工事関係の資格があ

れば尚可
雇用期間の定めなし 塗装工事関係の資格がない

方は建設業に従事した経験
があること 岩手県下閉伊郡山田町

介護支援専門員 愛福祉会指定居宅介護支援事業所において下記の
業務を行っていただきます。
・利用者のケアプラン作成
・介護認定調査
・利用者宅への訪問

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

水産加工員 主に生イカの加工業務を行います。
・イカの生処理作業（皮むき、腹割り等）
・刺身作り工程での計量や盛り付け
・パック・包装や箱詰め作業
加工品は冷凍商品として出荷されます。

岩手県宮古市長町２丁目３
－１

共和水産　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護補助員 外来や病棟において看護補助業務に従事します。
・消耗品及び備品の整理や、シーツ交換及び洗濯
等の看護にかかる付帯業務全般
・身体介護（清拭、入浴介助）
・診療補助（検査等）を行っていただきます

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

看護師 当院内の外来や入院病棟おいて、看護業務全般に
従事していただきます。夜勤勤務は１９床で２名
体制となります。　●経験年数等により賃金決定
●経験年数は加味いたします●日勤のみの勤務に
ついてもご相談に応じます

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

足場作業員 建設現場での足場組立・足場解体作業等の業務
（学校、商業施設、一般住宅、ビル、マンショ
ン、橋梁等）
・実務経験を積んだのち、本人の適性を見て、営
業業務、現場管理職や若手指導員等に就いていた

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

建設資材管理・機械整備・
資材運搬業務

業務内容
・建設機械の整備
・建設資材の在庫管理
・作業現場までの資材の運搬業務
未経験、経験者の方を問わず、安心して業務に就

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 溶接技能者、玉掛作業者

あれば尚可
岩手県下閉伊郡山田町

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

プレス金型メンテナンス／
山田

・プレス金型メンテナンス業務
＊超精密プレス加工を行っているため、常に金型
の微調整などを繰り返し実施することで製品の精
度を保つメンテナンス業務を行っていただきま
す。

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根７－４－１０

株式会社富士工業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

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



司書 交替制あり
司書補 (1)8時30分～17時30分

1人 いずれか 127,464円～146,584円 (2)10時15分～19時15分
普通自動車免許一種

正社員以外 不問 03030- 3080901
普通自動車免許一種

(1)9時00分～18時00分
1人 160,000円～200,000円

正社員 不問 03030- 3083701
普通自動車免許一種 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 第二種電気工事士 150,000円～300,000円
あれば尚可

正社員 59歳以下 03030- 3084801
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

3人 206,456円～206,456円 (2)20時00分～5時00分

正社員以外 18歳以上 03030- 3085201
普通自動車免許一種

(1)9時00分～18時00分
1人 180,000円～250,000円

正社員 59歳以下 営業経験あれば尚可 03030- 3086501
準中型自動車免許 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
2人 184,800円～231,000円

正社員 64歳以下 土木作業経験 03030- 3087001
普通自動車免許一種

(1)8時00分～16時30分
1人 186,250円～198,000円

正社員 不問 03030- 3088301
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

3人 139,446円～139,446円

正社員 64歳以下 03030- 3089601
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
三級自動車整備士 (1)8時00分～17時00分

1人 あれば尚可 140,000円～150,000円

正社員 64歳以下 自動車整備経験 03030- 3090401
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

5人 173,600円～217,000円

正社員 18歳～64歳 03100- 2679901
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～16時45分
3人 301,600円～348,000円 (2)8時00分～16時30分

正社員 64歳以下 伐木作業の経験者 03100- 2644901

(1)8時00分～17時00分
1人 244,160円～477,110円

正社員 59歳以下 04010-53662401

(1)8時00分～17時00分
1人 244,160円～452,810円

正社員 59歳以下 04010-53674501
普通自動車免許一種

(1)9時00分～17時00分
1人 123,000円～270,000円

正社員 64歳以下 06060- 2425601
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

5人 145,152円～172,800円 (2)22時00分～6時00分

正社員 18歳～64歳 02060- 3736001
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 不問 03020- 1457901
保育士

(1)8時30分～17時15分
5人 163,100円～192,200円

正社員以外 不問 03030- 2997101
大型自動車免許 変形（1ヶ月単位）
フォークリフト (1)8時00分～16時30分

1人 あれば尚可 133,800円～133,800円

正社員 59歳以下 03030- 2999701
薬剤師 変形（1年単位）

(1)9時00分～17時30分
2人 300,000円～350,000円 (2)9時00分～13時00分

正社員 59歳以下 03030- 3000801
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- 3001201

3

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後楽
町４－５

社会福祉法人　三心
会　山田町第一保育
所

幼稚園教諭免許
（専修・１種・２種）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡山田町

薬剤師 ・飲み合わせや副作用、用法・用量などのチェッ
ク
・患者さんに合わせた調剤、調剤に伴う事務処理
・服薬に関する説明、ＯＴＣ医薬品の販売
＊飲み合わせや副作用、用法・用量などのチェッ

岩手県宮古市向町２－４０ 合資会社　健康堂薬
局

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

トラック運転手 大型トラックの運転（運行範囲：宮古市内～東北
各地）
・ベニヤ板・製材等の建築資材や肥料等の荷物の
積卸作業やトラックの整備点検


岩手県宮古市刈屋第１４地
割２０－１９

大信運送　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

保育士／こども課（会計年
度任用職員）

宮古市内保育所（公立保育所、へき地保育所）１
１か所のいずれかでの勤務となります。
・園児の日中活動の保育や記録など
・園内清掃や備品消毒など
・担当クラスや児童数は、勤務する保育所によっ

岩手県宮古市宮町一丁目１
－３０

宮古市役所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

土木作業員 震災の復旧工事および一般工事で、水門工事や土
木工事を行います。
＊現在は田老・宮守・水沢などが現場
＊作業指揮者の指示の元、大型重機や機械では対
応できない細部の作業や掘削・埋設・埋め戻し等

岩手県釜石市浜町１丁目１
番１号　釜石ビル３０８

株式会社　ダイセー

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

列車見張員（ＪＲ山田線・
盛岡～宮古間）

○ＪＲ東日本の鉄道工事現場における列車接近時
の現場作業員の安全確保が主な仕事です。現場は
ＪＲ山田線（盛岡～宮古間）となります。
＊「列車見張員」の講習に参加いただきます。
（費用は当社で負担します。）

青森県五所川原市中央２丁
目２０　パレスＫ２階

株式会社　ＺＥＮＥ
Ｏ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

家庭薬配置員【岩手営業
所】（一般配置員）

＊試用期間基本給１５万３千円～２０万３千円
＊試用期間終了後、期間中の業績により下記の賃
金となります（モデルケース）
・８０万売上の場合
基礎給１２３，０００円＋歩合給１１２，０００

山形県長井市本町２丁目１
０番６号

協同薬品工業　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

現場管理補助（空調・衛生
設備課）

※未経験・ブランクのある方も歓迎します。
・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。
・工程管理（写真撮影及び管理、作業員への作業
内容の伝達及び確認）

宮城県仙台市青葉区本町２
丁目１０－３３　第２日本
オフィスビル７階

株式会社　オンサイ
ト

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

現場管理補助（土木課） ※未経験・ブランクのある方も歓迎します。
・土木工事における管理業務補助（現場監督）を
行っていただきます。
・工程管理（写真撮影及び管理、作業員への作業
内容の伝達及び確認）

宮城県仙台市青葉区本町２
丁目１０－３３　第２日本
オフィスビル７階

株式会社　オンサイ
ト

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

伐木作業員（経験者） ◆久慈市内および岩泉町を含む周辺地域または盛
岡市藪川周辺での伐木作業業務
＊伐木作業全般
＊チェンソーを使用し木の伐採作業
＊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

警備員（宮古営業所） ＊各種現場（道路工事、建築工事、下水道工事、
イベント、駐車場内等）において、人や車両に対
しての誘導や交通整備を行い、安全を確保する仕
事となります。その他、巡回、ＪＲ列車見張等も
あります。

岩手県久慈市栄町第３７地
割７８－２

株式会社　平成ＧＵ
ＡＲＤ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

自動車整備士 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

水産加工員／正社員（宮古
工場）

水産物の加工業務として主に下記の業務を行って
いただきます。
・わかめや昆布の塩蔵加工
・加工品の選別、計量、袋詰め、ラベル貼り、箱
詰め、出荷準備

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

岩手県宮古市

普通土木作業員 土木作業業務全般に従事してます。
・道路、水路、上下水道等において手作業による
整地
・コンクリートの練りや充填
・側溝付けなどの構造物の設置作業

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

岩手県下閉伊郡岩泉町

土木作業員 ・山田町内及び宮古市内・釜石市内の当社受注工
事現場において、土砂の運搬（４ｔ車）など土木
作業全般に従事していだきます。
・免許のある方はダンプ・建設機械運転業務にも
従事していただきます。

岩手県下閉伊郡山田町石峠
第４地割３７番地１０

吉川建設　株式会社
（Ｈ２９．３．１２以降

免許取得の方）
雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

営業／宮古 一般住宅・マンション・アパート等建築物の外
壁・屋根塗装工事の営業を行っていただきます。
・チラシポスティング、契約
・ＰＣ作業（見積作成、ＨＰ等）
・集金等

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

各種機械オペレーター 携帯電話やスマートフォンで使用される電子部品
（コネクタ）製造に従事します。
・自動組立機械による組立作業
・プラスチック成形及びプレス作業
・細かな目視作業があります

岩手県宮古市赤前第２地割
２１番地２

東北ヒロセ電機　株
式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

配電工事員　通信工事員
内線工事員

○配電工事…東北電力様発注、ユアテック様一次
下請として電柱を建て架線・装柱等の業務
○通信工事…元請け発注に基づき、光ファイバー
の架線・布設・接続の屋外工事および光ファイ
バーの宅内　　　　　　　　　配線・接続の屋内

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字合の山１４－１

株式会社　岩泉電工

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

営業 損害保険、生命保険のコンサルティング営業を
行っていただきます〈主な担当業務〉
・自動車保険、火災保険など個人、企業への訪問
営業
・医療保険、生命保険などの商品提案、契約締結

岩手県宮古市西町２丁目２
－１１

あいえむほけん株式
会社

雇用期間の定めなし
ＰＣ基本操作（ワード、エ

クセル）
岩手県宮古市

図書館事務 図書館部門に属し町立町立図書館の業務に携わっ
ていただきます。
＜主な業務＞　　　　　
・図書の貸出、返却事務
・図書の整理、装備

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字松橋２１－１

特定非営利活動法人
岩泉地域活動推進セ
ンター

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） ＰＣ基本操作、図書館での

勤務経験
岩手県下閉伊郡岩泉町



普通自動車免許一種
(1)8時30分～17時30分

1人 165,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03030- 3002501
普通自動車免許一種

調理師 (1)6時30分～15時30分
1人 あれば尚可 175,000円～175,000円

正社員 59歳以下 調理経験者 03030- 3003001
看護師 交替制あり
助産師 (1)8時30分～17時15分

1人 いずれか 145,500円～171,600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- 3004301
調理師 交替制あり

(1)8時30分～17時15分
1人 131,500円～168,900円 (2)5時30分～14時15分

(3)10時00分～18時45分

正社員以外 不問 03030- 3007101

(1)8時30分～16時30分
1人 120,790円～198,258円

正社員以外 不問 03030- 3008401
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時50分～16時50分
1人 140,000円～160,000円 (2)8時50分～17時50分

正社員 35歳以下 03030- 3009701
看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時15分～17時00分
2人 194,100円～260,300円

正社員 59歳以下 03030- 3010501
看護師
准看護師 (1)8時20分～17時20分

2人 いずれか 195,200円～195,200円
普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 03030- 3011001
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 184,000円～200,000円 (2)16時15分～0時30分

正社員 18歳～45歳 03030- 3012301
介護福祉士 変形（1ヶ月単位）

(1)8時20分～17時20分
1人 145,400円～145,400円

正社員 59歳以下 03030- 3013601
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
精神保健福祉士 (1)8時20分～17時20分

2人 181,600円～181,600円

正社員 59歳以下 03030- 3015101
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 201,230円～319,590円

正社員 59歳以下 03030- 3017701
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 201,230円～319,590円

正社員 59歳以下 03030- 3019201
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)7時30分～16時30分
1人 250,000円～250,000円

正社員 59歳以下 03030- 3020001
警備員検定試験（２級） 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～17時00分
3人 206,400円～206,400円 (2)21時00分～6時00分

正社員以外 18歳以上 警備業務 03030- 3022601
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

2人 172,000円～172,000円 (2)21時00分～6時00分

正社員以外 18歳以上 03030- 3023901
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時00分
1人 150,000円～200,000円

正社員 40歳以下 03030- 3025401
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 174,800円～197,800円

正社員 64歳以下 現場経験者 03030- 3027801
保育士 変形（1年単位）

(1)7時00分～15時30分
1人 168,750円～168,750円 (2)8時00分～16時30分

(3)10時00分～18時00分

正社員以外 不問 03030- 3028201
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人 184,800円～250,000円

現場管理経験

正社員 不問 ＰＣ操作ができれば尚可 03030- 3029501

4

土木施工管理技士 土木、舗装の各工事現場で以下の業務を行いま
す。
・施工計画立案
・管理（施工、安全、品質、工程など）
・各種書類作成

岩手県宮古市山口五丁目４
番１２号

佐藤土木工業　有限
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

保育士（臨時） 当法人が運営する保育園を利用している保育児童
（０歳～５歳）の保育業務全般を担当していただ
きます。
・令和２年度は定員６０名です。
・臨時職員から正職員への登用の可能性がありま

岩手県下閉伊郡山田町長崎
二丁目３－１

社会福祉法人　正受
会　山田中央保育園

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡山田町

土木作業員 当社請負の各現場にて以下の業務に従事していた
だきます。
・土木工事全般（各現場により作業内容が異なり
ます。）
＊現場は現在、岩泉町・田野畑村が中心となって

岩手県下閉伊郡岩泉町小本
字鈩３０５－１

株式会社　佐藤組

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

車両整備 当社において車両整備業務に従事します。
・軽自動車からトラックまでの、点検および車検
整備、一般修理　
・洗車や車両の引取り、納車等　　
・その他付随する業務　　　　　　　　　　

岩手県宮古市上鼻２丁目４
－１

有限会社　千徳自動
車整備工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

警備員 地域の各地で安全サービスを提供する仕事です。
・交通誘導：工事現場や店舗駐車場などの周辺で
通行車両や歩行者が交通事故に合わないよう安全
に誘導
・踏切警備：イベントや祭り会場での事故を防ぐ

岩手県宮古市宮町４丁目５
番１６号

東洋ワークセキュリ
ティ株式会社　宮古
営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

警備員（資格者） 地域の各地で安全サービスを提供する仕事です。
・交通誘導：工事現場や店舗駐車場などの周辺で
通行車両や歩行者が交通事故に合わないよう安全
に誘導
・踏切警備：イベントや祭り会場での事故を防ぐ

岩手県宮古市宮町４丁目５
番１６号

東洋ワークセキュリ
ティ株式会社　宮古
営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

コンクリート試験係 コンクリートプラント試験係を担当していただき
ます。
・当社試験室での試験、試験結果等書類作成（パ
ソコンを使用）、データ管理
・品質管理

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
パソコン基本操作（ワー

ド・エクセル等）
岩手県下閉伊郡山田町

建築技術者 建設部での業務に従事していただきます。
・現場の施工管理、工程、安全管理業務
＊店舗・事務所などの改修から、学校・施設など
の公共事業（木造建築から鉄骨建築）まで幅広く
請け負っています。

岩手県宮古市宮町１丁目３
－５

陸中建設　株式会社

雇用期間の定めなし
ワード・エクセルができる

方、土木工事
岩手県宮古市

土木技術者 土木部での業務に従事していただきます。
・現場の施工管理、工程、品質、安全管理業務
＊主に公共事業（道路・港湾・河川）ですが、一
部民間事業も請け負っています。
＊現場は、主に宮古市内となり、移動は社有車を

岩手県宮古市宮町１丁目３
－５

陸中建設　株式会社

雇用期間の定めなし ワード・エクセルができる
方、道路・港湾・河川等の

施工管理 岩手県宮古市

精神保健福祉士 当法人の医療相談室において、以下の業務に従事
していただきます。
・患者さまや、ご家族様からの各種相談対応
・関係機関との連絡調整　など
＊まれに外出用務をしていただく場合がありま

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

介護福祉士 ・患者さまの入浴、排せつ、着替え、食事などの
身体的介助
・食事の準備、部屋の掃除、レクリエーション等
の生活サポート　
・メンタルケア、相談、指導、助言など

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

カウンター及びホールス
タッフ

パチンコ、スロット店のスタッフとして、お客様
に快適に遊技をしていただくためのサービスを提
供する仕事となります。管理者候補としての採用
となります。
・カウンター業務

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字中家２６－１

株式会社　ＪＥＣ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

看護師（訪問） 宮古山口訪問看護ステーションにおける診療の補
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
＊状況により雑務等も行います。

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

看護師／日勤 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

事務及び教習指導員候補 【事務】・パソコンを使用しお客様情報の入力、
各種書類作成、教習の予約受付、窓口対応
【教習指導員候補】・指導員資格取得前は、送迎
バスの運転などをしながら指導員の資格取得を目
指す・資格取得後は、初心者の育成（実技教習及

岩手県宮古市田鎖第１２地
割２５番地

株式会社　宮古ドラ
イビングスクール

雇用期間の定めなし
ＰＣの簡単な基本操作
（ワード・エクセル等）

岩手県宮古市

介護認定調査員／町民課 町民課において、介護認定調査員に従事していた
だきます。
・介護保険のサービス利用希望者を訪問
・聞き取り調査等による介護保険の認定調査業務
・調査内容を整理点検

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字惣畑５９番５

岩泉町役場
認定調査員研修を修了して
いる者（研修未修了の場合
は、就業開始後に認定調査
員研修を受けていただきま
す）、パソコン基本操作

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡岩泉町

調理師（会計年度任用職
員）

入院患者さん（約２００名）と職員分の給食調理
業務に従事していただきます。
・主に下ごしらえ、調理、盛り付け
○７～８人体制となります。
○食器洗浄業務はありません。

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

看護師又は助産師１（会計
年度任用職員）

当院内において看護業務又は助産師業務全般を
行っていただきます。
・２交替制、または３交替制による勤務となり、
夜間勤務が可能な方を募集
・主に入院病棟での業務

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

厨房係 浄土ヶ浜レストハウスにおいて、下記の業務に従
事していただきます。
・和食を中心とした食材の仕込み（魚捌き等）、
盛り付け、料理提供までの一連の調理業務
・食材の仕入れや、厨房の片づけ等もあり

岩手県宮古市宮町一丁目１
番８０

一般社団法人　宮古
観光文化交流協会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売及びイベント運営 ・各物産展等の催事への出展参加業務
・レストハウスでの商品管理、発注、販売、接
客、レジ等の業務
・イベント運営にかかる業務（テント設営等）も
あります

岩手県宮古市宮町一丁目１
番８０

一般社団法人　宮古
観光文化交流協会

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
岩手県宮古市



車両系建設機械運転技能者 変形（1ヶ月単位）
大型自動車免許 (1)8時00分～17時00分

1人 あれば尚可 203,150円～215,100円

正社員 59歳以下 重機運転経験 03030- 3030601
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時00分
1人 160,000円～300,000円 (2)8時30分～12時00分

正社員 不問 03030- 3031901
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時30分
1人 169,500円～180,400円

正社員 64歳以下 03030- 3032101
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 165,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03030- 3033401
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人 あれば尚可 139,500円～235,400円 (2)8時45分～17時45分

(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030- 3034701
管理栄養士 変形（1ヶ月単位）

(1)8時45分～17時45分
1人 179,000円～203,500円

正社員 64歳以下 03030- 3035801
栄養士 変形（1ヶ月単位）

(1)8時45分～17時45分
1人 162,000円～162,000円

正社員以外 不問 03030- 3036201
看護師又は 変形（1ヶ月単位）
准看護師 (1)7時00分～16時00分

2人 160,000円～260,000円 (2)8時45分～17時45分
(3)10時00分～19時00分

正社員 64歳以下 03030- 3037501
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

正社員以外 18歳以上 03030- 3038001
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
警備員検定試験２級 (1)8時00分～17時00分

1人 190,000円～229,800円

正社員 18歳以上 03030- 3039301
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

2人 153,000円～250,000円 (2)20時00分～5時00分

正社員 18歳～35歳 03030- 3040101
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 139,416円～165,400円 (2)22時00分～5時00分

正社員 18歳～45歳 03030- 3042701
臨床検査技師

(1)8時30分～17時15分
1人 162,700円～221,300円

正社員以外 不問 03030- 3044201
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

2人 138,078円～151,920円

正社員以外 不問 03030- 3045501
保育士

1人 138,700円～219,600円

正社員 59歳以下 03030- 3048601

(1)8時15分～17時00分
1人 140,000円～200,000円

正社員 35歳以下 03030- 3049901
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
3人 140,000円～200,000円

正社員 不問 03030- 3051801
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 174,750円～256,300円

正社員 64歳以下 建設経験者 03030- 3052201
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 158,200円～271,200円

正社員以外 60歳以上 型枠工事又は土木作業経験 03030- 3053501
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 140,000円～180,000円

正社員 59歳以下 03030- 3060201
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一般事務 本社事務所での一般事務作業を担当していただき
ます。
・ＰＣによる書類作成・データ入力作業
・電話・来客応対、書類の整理・ファイリング等
・簡易的な事務所等の清掃

岩手県下閉伊郡田野畑村和
野１５番地２４

県北運輸有限会社

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 復興関連の公共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
＊現場は主に山田町内および近隣の沿岸市町村

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第１６地割３－３１

株式会社　宇野ビル
ド建設・重機関係の資格が

あれば尚可
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市、他

足場組立作業員 各建設現場において、
・足場の組立、解体作業
・基礎工事、土木作業等
主な現場は山田町、宮古市などの沿岸地域となり
ます。資格、実務経験がなくてもやる気のある方

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第１２地割３－７２

北成興業　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 各現場において下記の仕事を行います。
・住宅やアパートの基礎工事、足場組立
・工作物等解体工事
・土砂等の掘削、盛り上げ工事等に従事していた
だきます。

岩手県宮古市近内６－３－
６

飯岡興業　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

機械オペレーター 当社において下記の業務を行っていただきます。
・金型用パーツ部品の加工（研磨、プロファイ
ル、ワイヤー、細穴放電、フライス）
＊立ち仕事になります。
＊未経験でも一人で作業ができるまでベテランの

岩手県宮古市田鎖第３地割
１４番地

株式会社　ＧＵＰ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

保育士 田野畑村内の下記において保育業務に従事しま
す。
・若桐保育園（未満児２４人、以上児２６人の計
５０人定員）
・たのはた児童館（保育型児童館、以上児６５人

岩手県下閉伊郡田野畑村田
野畑１２０－１

社会福祉法人　田野
畑村社会福祉協議会

雇用期間の定めなし
又は7時15分～18時30分
の間の8時間程度

岩手県下閉伊郡田野畑村

精密部品の検査 空調の効いた明るい工場内で座って作業して頂き
ます。拡大鏡や顕微鏡を使用し携帯電話、デジタ
ルカメラなどに用いられる精密電子部品（コネク
タ）の検査をして頂きます。細かい作業が得意な
方に最適なお仕事です。◆未経験者でも１～３ヶ

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

臨床検査技師（会計年度任
用職員）

臨床検査科において臨床検査技師業務を行ってい
ただきます
・検体検査・生理検査・病理検査等
・その他診療に用いる機器、器具等の管理
・その他付随する業務

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

製造職（機械ＯＰ） 工場屋内にて、電子部品取付の機械操作を行いま
す。最初は、補助作業を行いながら徐々に覚えて
スキルアップして頂きます。
＊未経験でも指導のもと、習得可能です。


岩手県宮古市大字津軽石１
９－１８

株式会社　宮古マラ
ンツ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

プレスオペレーター／山田 コネクター用プレス端子加工および金型設計・製
作を主要とした業務を行っておりますが、その
内、プレスオペレーターを募集します。
・主にプレス機械に材料の取付け、製品の取出し
・実体顕微　鏡を使用して外観検査など

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根７－４－１０

株式会社富士工業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

交通誘導警備員（正社員／
幹部候補）

幹部候補として交通誘導警備に従事します。将来
は新人の研修も行ってもらいます。
・主な現場は建設現場工事現場の交通誘導
・現場へは直行直帰または乗合、社用車の貸与も
可。

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

交通誘導警備業務２級以
上及び警備員指導教育責

任者２号
雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

交通誘導警備員 交通誘導警備に従事します。
・主な現場は建設現場工事現場の交通誘導
現場へは直行直帰または乗合になります。
また場合によっては、社用車の貸与も可能です。
（自家用車使用の際ガソリン支給）

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、他

看護師・准看護師 ふれんどりー岩泉の利用者への看護業務を行いま
す。
・入居者約８５名、通所登録者４０名（１日平均
２７名通所）に対するバイタルチェック等看護業
務

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

栄養士 ふれんどりー岩泉利用者の献立を作成していただ
きます。
・発注業務
・献立作成

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡岩泉町

管理栄養士 ふれんどりー岩泉利用者の栄養管理を行っていた
だきます。
・栄養ケア計画の作成
・献立作成

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

介護員 入所や通所高齢者や心身に障がいの有る介護サー
ビスに従事します。対応する入居者は８５名程度
です。
・食事、入浴、排せつ、移動、散歩、趣味活動等
の介助

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡岩泉町

ＬＰＧ販売スタッフ及びＳ
Ｓスタッフ／正社員

・ＬＰガスの配送作業、保安点検、検針、ガス工
事等　　　　　・配送エリアは岩泉町内と田野畑
村となります　　　　　　・ガソリン給油所にお
いて給油作業、洗車、灯油、タイヤ交換等


岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字村木１８－１

泉金商事　株式会社

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

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

一般事務／正社員 当社において下記の業務を行っていただきます。
・一般事務
・請求書、その他資料等作成
・来客、電話応対
・外出用務（銀行・役場・宮古市内）

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
パソコン（ワード・エク
セル）操作できる方

岩手県下閉伊郡岩泉町

歯科技工士 歯科技工業務全般　義歯、硬レ（差し歯）、クラ
ウン・ブリッジ作業【必要な経験・資格につい
て】下記の１か２に該当する方　１）歯科技工士
の資格をお持ちの方　２）無資格だが業務経験の
ある方

岩手県下閉伊郡山田町北浜
町１０４－４

マリンデンタル　株
式会社仕事の内容欄に記載され

ている要件を満たす方
雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

重機オペ運転手及びとび土
工

各工事現場において以下の業務を行っていただき
ます。
・重機による掘削等土工事
・とび、土工作業員として工事作業全般
＊主な工事現場は沿岸地域となります

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



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

2人 １級土木施工管理技士 250,000円～300,000円
１級建築士あれば尚可

正社員 64歳以下 03080- 3291801
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 重機資格あれば尚可 155,260円～170,100円 (2)8時00分～16時30分

正社員以外 不問 03100- 2568201
車両系建設機械運転技能者 変形（1ヶ月単位）

大型自動車免許 (1)5時00分～13時00分
1人 牽引免許あれば尚可 200,000円～250,000円 (2)13時00分～21時00分

正社員以外 不問 04010-52706901
車両系建設機械運転技能者 変形（1ヶ月単位）

(1)5時00分～13時00分
1人 180,000円～250,000円 (2)13時00分～21時00分

正社員以外 不問 04010-52708401
普通自動車免許一種
中型自動車免許 (1)8時30分～17時30分

1人 準中型自動車免許 170,000円～180,000円
いずれか

正社員以外 不問 04010-52900101
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 154,000円～216,500円

正社員 40歳以下 04080- 3535801
普通自動車免許一種

車両系建設機械運転技能者 (1)8時00分～17時00分
2人 玉掛技能者 194,400円～237,600円

あれば尚可

正社員 64歳以下 土木作業経験者優遇 05041- 1567901
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

4人 259,200円～302,400円

正社員 18歳～59歳 建設土木作業経験 13120-15121301
普通自動車免許一種

車両系建設機械運転技能者 (1)8時00分～17時45分
3人 あれば尚可 250,000円～250,000円

正社員以外 不問 22020-21757701
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時45分
1人 250,000円～250,000円

正社員以外 不問 22020-21919701
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建方作業及び建方作業の指
揮・指導（岩手県）

建方作業及び建方作業の指揮・指導
入社後、当社研修施設にて当社基準・ルールに
則った建方工事方法を習得して頂きます。その後
実際の建築現場にて建方作業等に従事して頂きま
す。一年を通じて同県内で安定した仕事が出来ま

静岡県浜松市西区大久保町
１２２７－６

株式会社　一条工務
店建設業界の経験もしくは木

造建築物の組立等の作業経
験５年以上(免許取得の為)
【歓迎】職長教育修了者※

経験年数応相談

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市、他

新築戸建て住宅基礎工事一
式（岩手県）

当社新築戸建住宅の基礎施工。
一年を通じて同県内で安定した仕事が出来ます。
（作業着貸与・作業靴貸与）



静岡県浜松市西区大久保町
１２２７－６

株式会社　一条工務
店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

住宅基礎工事経験(5年以
上)、車両系建設機械(整地)

経験(年数不問) 岩手県宮古市、他

建設土木作業員／宮古市 被災地復興エリアにおいて、土木工事を中心とし
た基礎工事（高所作業・玉かけ等含む）全般を
行っていただきます。
※現在の現場は、久慈市内です。


各種建設土木関係免許・
資格あれば優遇

東京都墨田区墨田４－４５
－５　メゾンノース１０１

都市建設工業　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

重機オペレーターおよび土
木作業員【県外】

○河川改修及び道路工事などの土木作業及び重機
オペレーターに従事していただきます
＊被災地復興現場もあります
＊現場作業所に泊り込んで作業します。毎週日曜
日には帰省します（土曜日作業終了後、帰って来

秋田県仙北市田沢湖神代字
戸伏松原４０－３

株式会社　森元組

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

営業（山田営業所） ○屋根工事（瓦屋根等）で工務店中心にルート
セールス及び現場監理業務に従事して頂きます。
※初めは営業責任者につき補助作業を行って頂き
ますので、安心してご応募ください。
※営業エリア：就業場所より周囲５０ｋｍ圏内

宮城県気仙沼市松川前１３
５番地

株式会社　ヤマサカ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

業務営業職 ■食品パッケージを中心とする包装資材（ト
レー、ラップ、ラベル等）のルート営業■
・食品加工業者などへの食品包装資材の販売・配
送
・入社後１～２年間は、仕事の流れや商品の種類

宮城県仙台市宮城野区扇町
７丁目４－２０

株式会社　高速

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡山田町

重機オペレーター（ロー
ダー積込経験者）

ホイールローダーの運転業務に従事して頂きま
す。プラント内において、材料運搬や積込作業が
主な内容となります。また、受入口への土砂等の
投入業務となります。


宮城県仙台市青葉区本町１
丁目１３－２２　仙台松村
ビル７Ｆ

フコク資材　株式会
社車両系建設機械運転技能

講習お持ちの方・関連有
資格者雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上） ホイールローダーの運転経験
が３年以上ある方

岩手県下閉伊郡岩泉町

プラント場内運転（大型ダ
ンプ・ホイールローダー）

・プラントにおいて、大型ダンプもしくはホイー
ルローダーを運転し、場内での土砂、砕石の運搬
作業に従事していただきます。大型ダンプは運搬
をメインにホイールローダーは積込、投入業務を
していただくこととなります。

宮城県仙台市青葉区本町１
丁目１３－２２　仙台松村
ビル７Ｆ

フコク資材　株式会
社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

大型ダンプ及びホイールロー
ダーの運転経験が３年以上あ

る方 岩手県下閉伊郡岩泉町

伐採作業員 ・下刈作業及び伐採作業
（チェンソー及び刈払機を使用します）
・場合により、運搬作業を行なっていただく可能
性があります。
・高所作業有り（高所車両を使用）

岩手県久慈市山根町下戸鎖
第５地割２７番地１

山根林産企業組合

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡岩泉町、他

建築施工管理技士又は土木
施工管理技士

県内沿岸（宮古市～陸前高田市）の各建設現場に
おいて、建築又は土木建築工事に係る設計・工程
及び施工管理等の業務を行って頂きます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　

岩手県大船渡市盛町字田中
島２７‐１

株式会社　佐賀組

雇用期間の定めなし
建築施工管理又は土木施工

管理の実務経験者
岩手県宮古市、他


