
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
二級自動車整備士 (1)8時55分～17時55分

1人 162,000円～200,000円

正社員以外 59歳以下 03010- 7855711
変形（1年単位）
(1)9時40分～18時20分

1人 160,000円～160,000円

正社員以外 不問 03010- 7887611
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 150,000円～200,400円
二級自動車整備士

あれば尚可
正社員 59歳以下 03010- 7910811

普通自動車免許一種 変形（1年単位）
(1)9時15分～17時45分

1人 150,000円～200,400円

正社員 59歳以下 03010- 7911211
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

5人 206,785円～454,928円

正社員 59歳以下 03010- 7947411
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)9時00分～17時00分
5人 180,000円～400,000円

正社員 59歳以下 03010- 7956011
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15分～17時15分

1人 車両系建設機械運転技能者 140,000円～170,800円
大型自動車免許
あれば尚可

正社員 59歳以下 03020-  711511

(1)8時30分～17時15分
2人 146,100円～150,600円

正社員以外 不問 03030- 1272111
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- 1277411

(1)6時00分～15時00分
2人 310,800円～310,800円

正社員以外 不問 03030- 1278011
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- 1288611
大型自動車免許 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 254,220円～254,220円

正社員 59歳以下 大型車運転業務の経験 04020- 2778711
大型自動車免許 変形（1年単位）
フォークリフト (1)8時00分～17時00分

1人 あれば尚可 172,500円～172,500円

正社員 59歳以下 03030- 1261311
介護福祉士 変形（1ヶ月単位）
あれば尚可 (1)16時00分～10時00分

2人 137,000円～157,000円

正社員 59歳以下 03030- 1262611
車両系建設機械運転技能者 変形（1年単位）

フォークリフト (1)8時00分～16時45分
1人 いずれか 146,000円～146,000円

普通自動車免許一種

正社員以外 不問 03030- 1263911
普通自動車免許一種

(1)9時00分～17時30分
1人 150,000円～150,000円

ワード・エクセル基本操作

正社員 不問 住宅営業経験あれば尚可 03030- 1267211
フォークリフト 変形（1年単位）
あれば尚可 (1)8時00分～17時00分

1人 161,000円～207,000円

製材・木材加工経験者

正社員 59歳以下 あれば尚可 03030- 1269411
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 150,000円～180,000円

正社員 35歳以下 03030- 1270611
1

事業所名
求人番号

フォークリフト整備士 当社において、下記の業務を行っていただきます。
・トヨタ産業車両、フォークリフト、ショベルロー
ダー、無人搬送システム、物流環境機器等の修理
・その他、付随する業務
＊１年後に正社員登用の可能性があります。

岩手県紫波郡矢巾町流通セ
ンター南３丁目１０－１０

トヨタＬ＆Ｆ岩手
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

（4月9日時点の内容です）

４月５日　から　　４月９日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は４月２２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

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

販売事務職（宮古店担当） ・販売に付随する業務（販売、レジ業務、包装、発
注・返品、各種伝票整理、等）
・電話応対
・パルク店、アネックス店取次業務
・友の会業務（入退会、会費入金等手続き）等

岩手県盛岡市菜園１－１０
－１

株式会社　川徳

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市
Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄの
基本的な操作ができること

建設業仮設足場工事の作業
員（宮古営業所）

＊仮設足場の組立・撤去作業
＊社内での雑務、現場での写真撮り・採寸等
若年者また高齢者や足場作業主任者など無資格者は
高所作業はありません。現場内での資材運搬等など
有資格者の補助的作業となります。

岩手県盛岡市津志田２７地
割３７番地１５号【求人票
送付先指定あり】

有限会社　新鋭

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

自動車整備作業員　無資格 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

４ｔトラック運転と下水道
施設管理業務（日勤・宿直
あり）

＊宮古衛生処理センター及び宮古浄化センターから
宮古清掃センターへの４トントラックを運転しての
運搬作業。
＊宮古浄化センター（宮古上下水道施設管理セン
ター）にて施設の操業、維持管理業務全般に従事。

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

建設業仮設足場工事の営業
その他（宮古営業所）

架設足場リースの営業
・主に建設、建築、塗装業等の事業所を訪問してい
ただきます。
・社内での雑務、現場での写真撮り・採寸等。
＊業務は直行直帰が主で、週１度程度出社し報告な

岩手県盛岡市津志田２７地
割３７番地１５号【求人票
送付先指定あり】

有限会社　新鋭

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、先
輩社員が丁寧に指導致します。未経験でも構いませ

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

事務補助員／選挙管理委員
会事務局（会計年度任用職
員）

宮古市役所選挙管理委員会事務局に勤務となりま
す。
・選挙物品準備（選挙機材の運搬、投票用物品の仕
分けなど）
・書類整理

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
月未満）

岩手県宮古市
パソコン（ワード・エクセ
ル）操作ができること

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歳以上の方も歓迎します

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

海藻加工 ○海藻養殖こんぶ加工を行います。
◆ボイル加工作業（４月末～５月末）◆
◆乾燥機による干しこんぶ加工作業（６月～７月
末）◆
・湯通し塩蔵加工（ボイル加工）不用部分の除去作

岩手県宮古市音部第１０地
割１６番地５

山崎海草加工

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

トラック運転手／田老工場 ７ｔトラック運搬業務全般となります。
・産業廃棄物の運搬業務
【運送範囲】
釜石市から宮古市回収、田老工場に運搬
　

岩手県宮古市港町２－４ 株式会社　丸才　宮
古営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ダンプカー運転手（１０ト
ン）

・１０トンダンプカーで残土、砕石の運搬
・１０トンダンプカー運転経験者

宮城県石巻市北村字板宮１
１－２

佐藤興業株式会社
石巻営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

介護員（夜勤専従） 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。
・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
○未経験の方応募可能です。

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
簡単なタブレット入力
（既存様式への入力）

ホイルローダー、ショベルカー、
フォークリフトいずれか運転経験

営業 輸入住宅メーカー　セルコホームの住宅販売を主に
行います。
・見込み客の集客
・資料請求をされているお客様への商品案内やご提
案

岩手県下閉伊郡山田町大沢
第２地割２６－２

陸中木材センター
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

製品梱包積込作業員 工場内において、製品梱包積込作業に従事していた
だきます
・解袋作業
・出来上がった製品（肥料や化学肥料）を２０キロ
や１ｔ用の袋詰め梱包作業（機械操作）

岩手県宮古市小山田１丁目
７番地

コープ朝日興産　株
式会社　宮古事業部

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

生産管理 コネクタ端子の受注から出荷処理を担当します。
・生産数、在庫確認、出荷指示
・生産情報処理、メール、電話対応
・パソコンでの入力処理や伝票処理
所属は６名ですが、それぞれ担当の仕事をしていま

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

製材工 当社工場内において下記の業務に従事していただき
ます。
・製材品の仕訳け及び桟組みの補佐
・その他付随する業務
＊未経験の方も従事可能です。一から指導致しま

岩手県宮古市磯鶏１丁目５
－２８

豊田木材　株式会社

雇用期間の定めなし

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３年４月１５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）
(1)8時00分～17時00分

1人 174,000円～255,200円 (2)8時00分～16時30分

正社員 64歳以下 03100-  991611
１、２級土木施工管理技士 変形（1年単位）
２級建築施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

1人 180,000円～290,000円 (2)8時00分～16時30分

いずれか
正社員 64歳以下 普通自動車免許一種 03100-  993111

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-  996211
普通自動車免許一種 交替制あり

1人 171,600円～229,900円

正社員 18歳～35歳 13040-33588111

(1)8時15分～16時45分
1人 178,900円～282,984円

正社員以外 不問 03010- 7686111

(1)8時30分～17時15分
2人 177,700円～177,700円

正社員以外 不問 あれば尚可 03010- 7735811
介護福祉士

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 165,000円～180,000円

いずれか
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 ＰＣ簡単な入力 03030- 1239611
変形（1年単位）
(1)7時00分～16時00分

2人 140,000円～160,000円 (2)17時00分～2時00分

正社員 18歳～59歳 03030- 1241211
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- 1242511
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- 1243411
栄養士 変形（1ヶ月単位）

管理栄養士 (1)8時30分～17時30分
1人 あれば尚可 150,700円～165,800円 (2)5時30分～14時30分

(3)7時30分～16時30分

正社員以外 64歳以下 栄養士あれば尚可 03030- 1244011
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)7時30分～16時30分
2人 148,400円～167,300円 (2)9時00分～18時00分

(3)12時00分～21時00分

正社員以外 64歳以下 経験あれば尚可 03030- 1245311
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 保育経験あれば尚可 03030- 1246611
２級管工事施工管理技士 変形（1ヶ月単位）

１級配管技能士 (1)8時30分～17時30分
1人 1級冷凍空気調和機器施工技能士 137,454円～230,000円

正社員 59歳以下 普通自動車免許一種 03030- 1247911
普通自動車免許一種

(1)9時00分～17時30分
1人 160,000円～270,000円 (2)9時00分～15時00分

正社員 59歳以下 03030- 1249711
普通自動車免許一種
フォークリフト

1人 あれば尚可 160,000円～200,000円

正社員 64歳以下 03030- 1250511
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 61歳以下 放電加工機経験あれば尚可 03030- 1251411
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～61歳 03030- 1252011
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 189,200円～236,500円 (2)16時00分～1時00分

正社員以外 18歳以上 03030- 1253311
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- 1254611

2

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工

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

ホール及びカウンター 店内でのお客様サービススタッフ業務に従事してい
ただきます。
〇ホール業務
・ホールでの接客、スロットコインの補充、空きパ
チンコ台の清掃　など

岩手県宮古市長町一丁目３
－２９

株式会社　セントラ
ル伸光　セントラル
宮古店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時00分～1時00分の

間の8時間程度
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

工作機械オペレータ（放電
加工）

電子部品用精密金型の部品を製造オペレータ業務
・放電加工機を操作し、±０．００１ｍｍ単位の精
度で金属加工を行っていただきます
＊今回、宮古工場にて金型部品の製造設備増強のた
め募集します　＊経験者優遇

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

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迎

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

自動車販売営業員 スズキ自動車、ダイハツ自動車の新車や中古車を販
売することが主な仕事です。
・来客応対
・見積書、契約書作成
・ギャラリー内の展示車の移動、洗車等

岩手県宮古市崎山第７地割
１番地５

有限会社　オートセ
ンター梅沢

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、業務用冷蔵庫等の

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 上記いずれかの免許・資
格所持で応募可

岩手県宮古市

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す。

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

介護支援専門員（臨時職
員）

利用者の支援、健康管理業務、ケアプランの作成、
相談業務に従事します。
・利用者への支援や関係機関への連絡調整など
・訪問外出用務の際は施設車（ＡＴ車）を利用
・シフトにより（１）～（５）の時間の交替勤務

岩手県下閉伊郡山田町山田
１－１１－３

社会福祉法人　親和
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

岩手県下閉伊郡山田町

栄養士（臨時職員） 施設利用者の食事全般の栄養指導と献立の作成を行
います。
・４施設の共同献立（朝食、昼食、夕食約３００食
他弁当）の作成と栄養指導
・食材の発注業務

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

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

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車を使用）

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

オイルシール成形オペレー
ター

合成ゴムを原料としたものをプレス機で受注製品の
型に加工する業務を行っていただきます。
・その他付随する業務となります。
・主に自動車エンジン部分に使用するものを製造し
ています。

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

デイサービス介護職員 デイサービスの介護業務に従事していただききま
す。
・利用者おおよそ３０名の介護業務
・入浴、食事、排泄介助等の身体介護
・レクリエーションの実施

岩手県宮古市山口５丁目８
番２号

株式会社　かがやき
ライフ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

牧野管理人（会計年度任用
職員）

春から秋にかけて酪農生産者より肉用牛の預託を受
け，牧野管理運営事業に係る放牧運営作業，監視人
業務を行っていただきます。主には，牧草の成長を
促進するため，農機具を使用した肥料散布等です。


岩手県盛岡市肴町２番２９
号　３階

農政課（盛岡市役
所）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

トラクター等の農業用機械の
運転ができること

岩手県宮古市

養護助教諭／産休代替（宮
古北高等学校）

岩手県立宮古北高等学校において、養護助教諭とし
て、主に保健室での業務を行っていただきます。
・救急処置および救急体制に関すること
・保健相談活動に関すること
・その他、学校保健に関する業務

養護教諭免許
（専修・１種・２種）

岩手県盛岡市内丸１０－１ 岩手県教育委員会事
務局　教職員課

上記資格が無くても看護
師、准看護師があれば応

募可
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

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。
・社宅貸与制度・食事補助制度・持株会制度・自己
啓発支援（年３回の通信教育支援・ホテル、旅行予

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～22時30分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

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

技術者 ◆管工事、土木工事の現場施工管理
・発注担当者との協議
・現場の施工管理、工程管理、安全管理等
・工事関係資料等の作成
・その他、上記に付随する業務

岩手県久慈市山形町川井第
８地割１５－７

プレステック　株式
会社

土木、管工事、建築関係
の施工管理技士資格で可雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

土木作業員、型枠大工、重
機オペレーター、配管工

◆主に久慈管内岩泉町周辺の土木、建築等の現場作
業に従事していただきます。
【主な業務内容】
・土木工事作業全般
・土砂の掘削や積み込み、埋め戻し

岩手県久慈市山形町川井第
８地割１５－７

プレステック　株式
会社建設関係の資格が

あれば尚可
雇用期間の定めなし

希望職種における経験者で
あれば尚可

岩手県下閉伊郡岩泉町、他



介護職員初任者研修修了者 変形（1ヶ月単位）
あれば尚可 (1)7時00分～16時00分

1人 144,500円～194,300円 (2)9時00分～18時00分
(3)10時00分～19時00分

正社員 64歳以下 介護業務経験あれば尚可 03030- 1255911
介護職員初任者研修修了者 変形（1ヶ月単位）

あれば尚可 (1)7時00分～16時00分
1人 148,360円～148,360円 (2)9時00分～18時00分

(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 介護業務経験あれば尚可 03030- 1256111
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

3人 135,000円～145,000円 (2)20時00分～5時00分

正社員 18歳～59歳 03030- 1257711
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- 1258811
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
現場管理経験２年以上

正社員 64歳以下 デキスパートあれば尚可 03030- 1259211
変形（1年単位）
(1)9時45分～19時00分

1人 170,000円～200,000円 (2)10時45分～20時00分

正社員 35歳以下 04010-19488211
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 04010-19512011
交通誘導警備業務検定２級

あれば尚可 (1)8時30分～17時30分
2人 161,700円～191,100円 (2)8時30分～17時00分

正社員以外 18歳以上 交通誘導警備あれば尚可 04010-19575111
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 338,640円～581,200円

正社員 59歳以下 施工管理経験を３年以上 04010-19595511
交替制あり
(1)8時30分～17時30分

1人 137,600円～154,800円

正社員以外 不問 04010-19769711
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)9時00分～18時00分
1人 156,000円～200,000円

正社員 40歳以下 03010- 7478911
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)9時00分～18時00分
1人 156,000円～200,000円

正社員 40歳以下 03010- 7479111

(1)8時15分～16時45分
1人 147,400円～183,800円

正社員以外 不問 03030- 1201511
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

あれば尚可 (3)17時00分～9時00分

正社員 64歳以下 03030- 1202411
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

介護福祉士 (1)7時30分～16時30分
1人 介護職員初任者研修修了者 138,800円～165,800円 (2)9時00分～18時00分

あれば尚可 (3)12時00分～21時00分

正社員以外 64歳以下 介護職経験あれば尚可 03030- 1203011
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

1人 いずれか 200,000円～300,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 施工管理経験 03030- 1204311
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 217,280円～217,280円 (2)8時30分～17時30分
(3)9時00分～18時00分

正社員 59歳以下 03030- 1210411
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 170,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03030- 1211011
管理栄養士 変形（1ヶ月単位）
栄養士 (1)8時30分～17時00分

1人 いずれか 161,000円～161,000円 (2)8時00分～12時00分

正社員 59歳以下 03030- 1212311
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- 1213611

3

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

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


岩手県下閉伊郡山田町山田
第１６地割９－１０

社会福祉法人　正受
会　特別養護老人
ホーム平安荘

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

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

岩手県下閉伊郡山田町山田
第１６地割９－１０

社会福祉法人　正受
会　特別養護老人
ホーム平安荘

介護支援専門員
（ケアマネージャー）

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

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

岩手県下閉伊郡山田町山田
第１６地割９－１０

社会福祉法人　正受
会　特別養護老人
ホーム平安荘

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

土木施工管理技士 当社請負の各現場において下記業務を行っていただ
きます。
・土木工事の現場施工管理業務
・安全管理、品質管理、工程管理、出来形管理、原
価管理

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

支援員・介護職（臨時） 利用者の支援及び介護業務を行います。
・日常の食事、入浴、レクレーション等の介助
・施設車を運転し送迎（各施設により使用車は異な
りますが、軽自動車、ハイエースなど）
・シフトにより（１）～（４）の時間の交替勤務

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

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

就学支援金事務補助 ・就学支援金事務の補助
・電話、来客対応、郵便物等の配布
・パソコンを使用したデータ入力・文書作成等

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第８地割６番地２

岩手県立山田高等学
校

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 基本的なＰＣ操作（ワード・

エクセル）ができる方 岩手県下閉伊郡山田町

パーツアドバイザー（宮古
営業所）

当社営業所スタッフとして宮古営業所において下記
の業務を行っていただきます。
・電話による商品の受注及び発注業務
・商品の格納、補充業務
・営業エリア（宮古地区）における配送業務

岩手県盛岡市流通センター
北１丁目３－１５

日産部品岩手販売
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

アシスタントパーツアドバ
イザー（宮古営業所）

当社営業所スタッフとして宮古営業所において下記
の業務を行っていただきます。
・電話による商品の受注及び発注業務
・商品の格納、補充業務
・営業エリア（宮古地区）における配送業務

岩手県盛岡市流通センター
北１丁目３－１５

日産部品岩手販売
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

院内売店　販売員／Ｙ
ショップ宮古山口病院店

病院内売店における販売業務全般
（レジ業務・商品陳列・発注・清掃など）
が主な業務となります。
週１回台車を使用した病棟へのオムツ配達有


宮城県仙台市青葉区上愛子
字上遠野原９－５１

ワタキューセイモア
株式会社　東北支店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

土木施工管理 各建設現場に伴う土木施工管理業務に従事して頂き
ます。
・工事現場の写真管理、品質管理
・協力会社に対し、連絡指示、工程の進捗確認
・経験が豊富な方は施主対応、定例会対応も行って

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

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

宮城県仙台市宮城野区五輪
１丁目１７－４７

株式会社　トークス

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

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、書類の
作成

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

ａｕショップスタッフ（宮
古市）

ａｕショップ店内業務全般
・商品説明
・新規申込・機種変更に関する手続き
・その他アフターサービス
※未経験者ＯＫ（研修制度があるので安心です）

宮城県仙台市若林区沖野２
丁目５－５

東北テレメディア開
発　株式会社

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た

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

成形・組立オペレーション
作業

電子機器部品（コネクター）の個品（部品）や製品
の成形・組立オペレーター業務をしていただきま
す。
・勤務形態として約３ヶ月間の昼勤での業務実習
後、昼夜の交代勤務のシフトあり

岩手県宮古市津軽石第１６
地割９－１

株式会社　中村電子

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職／介護職員 福祉施設内における介護業務全般を行っていただき
ます。
・施設入所者数５０名、ショートステイ８名の方へ
の身の回りの世話、食事、排泄、入浴の介助など
＊勤務シフトは業務によって若干の変更がありま

岩手県下閉伊郡田野畑村田
野畑１２０番１８

社会福祉法人　寿生
会

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

介護職／正社員 福祉施設内における介護業務全般を行っていただき
ます。
・施設入所者数５０名、ショートステイ８名の方へ
の身の回りの世話、食事、排泄、入浴の介助など
＊勤務シフトは業務によって若干の変更がありま

岩手県下閉伊郡田野畑村田
野畑１２０番１８

社会福祉法人　寿生
会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村



普通自動車免許一種
(1)8時30分～17時30分

1人 210,000円～280,000円

正社員 64歳以下 03030- 1217811
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- 1218211
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
準中型自動車免許 (1)8時00分～17時00分

2人 フォークリフト 180,000円～210,000円
あれば尚可

正社員 40歳以下 03030- 1219511
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
3人 184,800円～277,200円

正社員 74歳以下 03030- 1220311
交替制あり
(1)8時30分～17時30分

1人 135,136円～197,760円 (2)19時10分～4時10分

正社員以外 18歳～59歳 03030- 1222911
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- 1223111

(1)8時30分～17時30分
1人 136,000円～209,500円

正社員 59歳以下 03030- 1224711
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- 1225811
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- 1226211
介護職員初任者研修修了者

ホームヘルパー２級
2人 いずれか 165,000円～175,000円

普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03030- 1228411
普通自動車免許一種

介護職員初任者研修修了者 (1)8時00分～17時00分
1人 介護福祉士、社会福祉士 190,000円～240,000円

あれば尚可

正社員 64歳以下 03030- 1229011
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)8時45分～17時45分
1人 139,400円～294,500円

介護福祉士、社会福祉士

正社員 64歳以下 03030- 1235511
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
フォークリフト (1)7時00分～15時00分

1人 あれば尚可 150,000円～220,000円

正社員 64歳以下 03030- 1237011
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- 7817011
変形（1ヶ月単位）
(1)9時30分～18時15分

1人 180,000円～180,000円 (2)10時30分～19時15分
(3)12時15分～21時00分

正社員 44歳以下 13040-32065711
変形（1ヶ月単位）
(1)9時30分～18時15分

1人 162,750円～260,400円 (2)10時30分～19時15分
(3)12時15分～21時00分

正社員以外 不問 13040-32067211
変形（1年単位）

1人 210,000円～210,000円

正社員 35歳以下 14010-16681011

(1)8時00分～17時00分
1人 133,000円～155,000円

正社員 40歳以下 03030- 1171411
保育士 変形（1ヶ月単位）

(1)7時00分～15時45分
1人 181,600円～201,600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- 1172011
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 69歳以下 03030- 1174611

4

調理スタッフ（見習い可）
／和海味処いっぷく

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

岩手県下閉伊郡山田町船越
第６地割１３４－１

株式会社　いっぷく

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

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

縫製 当工場において下記の業務に従事していただきま
す。
毛皮の縫製作業
・裁断・ミシン・ネーリング（＊）・型入れ・まと
めミシン・裏地取付等

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

（正）ドコモショップ宮古
店・携帯電話の接客販売ス
タッフ

ショップ運営に関する様々な業務に携わって頂きま
す。
・携帯電話販売や各種手続き業務
・お客様からのご相談対応
・販売促進の為のポップ作成、ディスプレイ変更

神奈川県横浜市西区南幸１
丁目１番１号　ＪＲ横浜タ
ワー２６階

アイ・ティー・エッ
クス　株式会社

雇用期間の定めなし
又は9時30分～19時30分
の間の8時間

岩手県宮古市

ジュエリー販売スタッフ
（宮古店）

マリンコープＤＯＲＡ内にあるジュエリーショップ
でジュエリーの提案・販売及び店舗事務作業をお願
いします。貴方のセンスを活かして、お客様にお似
合いのジュエリーをおススメして下さい！
・充実の研修制度有、未経験でも安心！

東京都港区虎ノ門４－３－
１３　ヒューリック神谷町
ビル５Ｆ

Ａｓ－ｍｅエステー
ル　株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

ジュエリー販売スタッフ
（宮古店）

ジュエリー、アクセサリーの提案・販売及び店舗事
務作業。６５周年を越え、親しみやすい地域密着型
の店舗にて沢山のお客様にご愛顧いただいていま
す。プチプライスのアクセサリーから一生もののハ
イクラスジュエリーまで、幅広い商品を取り揃えて

東京都港区虎ノ門４－３－
１３　ヒューリック神谷町
ビル５Ｆ

Ａｓ－ｍｅエステー
ル　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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、Ｐ
ＯＰ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しく

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

水産物小売業務従業員 正社員として水産業務全般を担当していただきま
す。
○切り身、刺身等の加工
○パック詰め、陳列
○発注、利益管理など

岩手県下閉伊郡山田町船越
第６地割５２番地２６

有限会社　金澤水産

雇用期間の定めなし スーパーマーケット等水産部
門経験者、魚をさばける方

岩手県下閉伊郡山田町

支援相談員 ・ふれんどりー岩泉の入所利用者と家族、行政、医
療機関との連絡調整
・在宅に利用者が復帰できるよう各種支援及び相談
業務
＊対応する入所者は８５名程度

岩手県下閉伊郡岩泉町乙茂
字上９－１２

社団医療法人　緑川
会介護支援専門員

（ケアマネージャー）
雇用期間の定めなし

上記いずれか、又は社会
福祉主事あれば尚可

岩手県下閉伊郡岩泉町

管理者代理 当社が運営するデイサービス（利用者１８人程度）
における副管理者業務に従事していただきます。
・送迎、食事介助、トイレ介助、介護請求等、その
他付随する業務を行っていただきます。
＊無資格でも経験のある方であれば応募可能です。

岩手県宮古市田鎖３－８ 株式会社　みやこ
ケアセンターみやこ

雇用期間の定めなし
介護職の経験、介護保険請求

の経験いずれか 岩手県宮古市

ホームヘルパー（正社員・
地域ヘルパー）

市内に住む利用者様のご家庭を訪問し（１日に対応
する利用者は平均６人程です）以下の業務を行って
いただきます。
・食事、入浴、排せつの介助や、炊事
・掃除、洗濯といった日常生活の手助けなど

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
又は6時00分～19時00分
の間の8時間

岩手県宮古市

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
・その他、ダンプ３ｔ車及び軽トラで資材運搬


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

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

プレス金型技術者 精密プレス金型の部品を組み込んで、金型を仕上げ
る仕事に従事していただきます。
・金型部品の調整、研磨、寸法出し、プレス操作を
します。


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
精密プレス金型の製作・仕
上・調整の経験がある方 岩手県下閉伊郡山田町

プレス作業 ・プレス機械の操作、金型の取り付け、周辺機器の
調整作業
・製品の検査（顕微鏡を使って長さを測定、外観の
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

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

土木作業員（見習い可） 主に道路の土工、側溝のすえ付け等土木作業全般に
従事。
・現場へは会社より乗合で移動
・未経験者は先輩社員の補助作業から
・土木作業経験、車両系建設機械免許があれば採用

岩手県宮古市川井第８地割
７６番地

有限会社　西澤組

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護支援専門員 ・利用者のケアプラン作成
・介護認定調書
・利用者宅への訪問
・相談業務などを主に行っていただきます。


岩手県宮古市田鎖３－８ 株式会社　みやこ
ケアセンターみやこ介護支援専門員

（ケアマネージャー）
雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

運搬および水産加工（冷
凍・鮮魚）

運搬及び水産加工業務に従事します。
・魚市場から当社工場や田老工場へ鮮魚等を２ｔト
ラックで運搬します。
・工場内での出荷作業や選別、包装など水産加工及
び鮮魚業務にも従事していただきます。

岩手県宮古市日立浜町８番
２３号

株式会社　おがよし

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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ヶ月単位）
中型自動車免許 (1)8時00分～17時00分

2人 あれば尚可 183,200円～217,550円

正社員 不問 土木作業経験あれば尚可 03030- 1177711
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 161,600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- 1178811
普通自動車免許一種

(1)9時00分～16時00分
1人 127,380円～148,720円

正社員以外 不問 03030- 1180011
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 不問 03030- 1183911
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- 1184111
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 施工管理経験あれば尚可 03030- 1185711
交替制あり
(1)8時00分～17時00分

9人 152,700円～152,700円 (2)20時00分～5時00分

正社員 18歳～59歳 03030- 1186811
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

調理師
1人 160,250円～330,625円

正社員 64歳以下 調理経験あれば尚可 03030- 1187211

(1)8時30分～17時15分
1人 152,700円～152,700円

正社員以外 不問 03030- 1188511
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
2人 138,667円～140,400円 (2)9時00分～17時30分

(3)9時30分～18時00分

正社員以外 不問 03030- 1189411
変形（1ヶ月単位）
(1)13時30分～22時00分

2人 143,867円～156,000円

正社員以外 不問 03030- 1190611
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 玉掛技能者,小型移動式クレーン 172,500円～241,500円

あれば尚可

正社員 64歳以下 03030- 1191911
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

1人 いずれか 210,000円～310,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03030- 1192111
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時00分

2人 132,231円～132,231円

正社員 69歳以下 03030- 1195211
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時45分

3人 133,819円～133,819円

正社員以外 67歳以下 03030- 1197411
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時45分

1人 168,750円～168,750円

正社員以外 67歳以下 03030- 1198011
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 158,900円～181,600円

正社員以外 不問 経験あれば尚可 03100-  904211
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 256,700円～410,200円
あれば尚可

正社員 59歳以下 03100-  908311
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 59歳以下 03100-  909611
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

3人 あれば尚可 198,000円～286,000円 (2)8時00分～15時00分

正社員 不問 現場経験者優遇 03100-  910811

5

現場作業員 ◆東北全般をエリアとし、主に久慈管内での作業全
般業務を行っていただきます。
＊最初の業務は１ヶ月程度軽度な補助作業として、
作業員に付いての指導しながらセメント運び、穴掘
り、吹付後の清掃、高所作業から落ちてきた土掃

岩手県久慈市川崎町１６番
２７号

株式会社　東北法面
工業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

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、安全管理など工事

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、ＰＣでの
写真管理経験あれば尚可 岩手県宮古市、他

土木施工管理技士 ◆土木施工管理技士業務全般
・公共土木工事現場等の施工管理業務になります。
・土木工事の施工管理、積算見積業務
・施工計画を作成し、工程管理、安全管理など工事
施工に必要な技術等の管理を行う。

岩手県久慈市山形町川井第
９地割３２番地２

蒲野建設　株式会社

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

土木作業員 ◆土木工事現場における土木作業全般
＊現場作業（作業手元）＊資材の準備、運搬等
＊片づけ、作業支持者によるその他の付随する作業
※就業場所が岩手県内となるため、宿泊を伴う出張
の可能な方を募集します。　　

岩手県久慈市山形町川井第
９地割３２番地２

蒲野建設　株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

販売員／魚菜市場店 魚菜市場店において、下記の業務に従事していただ
きます。
・鮮魚、水産食品の販売、商品のパック詰め
・接客応対、会計、伝票の記入、清掃
・その他店内の業務全般

岩手県宮古市藤原１丁目３
番４号

有限会社　三上商店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

水産物加工員 当社加工場において、水産食品の製造・加工業務に
従事していただきます。
・サンマ・鮭・サバ・イカなど（時季により変動し
ます）を扱います。
・鮮魚だけでなく、冷凍処理した魚を加工してみり

岩手県宮古市藤原１丁目３
番４号

有限会社　三上商店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

食品加工員 当社において下記の業務に従事していただきます。
〇冷凍食品の製造過程において、魚の捌き、衣つ
け、フライ、箱詰
〇ラインにおいては包装業務
通勤の際は、送迎用バスを利用していただきます。

岩手県宮古市田老字古田７
５番地８

有限会社　宮古食品

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木施工管理技士 当社において下記の業務を行って頂きます。
・現場での測量
・公共工事等の施工計画立案、管理（施工、工程、
品質安全等）
・パソコンでの書類作成

岩手県下閉伊郡田野畑村巣
合２５

横田建設株式会社

雇用期間の定めなし
ＰＣ操作(Word,Excel等)
現場管理の実務経験 岩手県下閉伊郡岩泉町、他

土木・建設作業員 当社において土木工事、建設工事等の業務に従事し
て頂きます。
・土砂の掘削や埋め戻し作業
・左官、基礎工、ブロック積等
・コンクリート打設

岩手県下閉伊郡田野畑村巣
合２５

横田建設株式会社

雇用期間の定めなし
重機オペレーター経験

建設現場の経験あれば尚可 岩手県下閉伊郡岩泉町、他

飲食サービス係 龍泉洞温泉ホテルにおいて主に下記業務に従事して
いただきます。
・宴会、夕食の会場準備
・給仕、配膳等
・後片付け

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）

岩手県下閉伊郡岩泉町

レストハウス全般 龍泉洞レストハウスにおいて、以下の業務を行って
いただきます。
・レジ操作　
・商品の品出し
・発注作業、食材仕入れ

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）

岩手県下閉伊郡岩泉町

病院受付事務 病院において受付事務を行います。
・窓口受付、会計、来院者の感染対策対応（体温
チェックや聞き取り）等業務
・電話、来客対応
・ＰＣ操作、書類作成（ワード・エクセル）

岩手県宮古市板屋１丁目６
番地３６

医療法人財団　正清
会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） ＰＣ基本操作、

事務経験あれば尚可
岩手県宮古市

調理担当 龍泉洞温泉ホテルの厨房において、下記業務に従事
していただきます。
・宿泊客および日帰り宴会客に提供する料理、仕出
し料理等の調理全般（和食・洋食・中華全般）
・岩手県立岩泉高等学校寄宿舎の給食業務

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
又は6時00分～20時00分
の間の7時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

製造機械オペレーター／正
社員（トライアル併用求
人）

当社は電化製品などに使用される「コネクタ」とい
う電子部品を製造している会社です。コネクタを製
造するために使う成形機、組立機械の操作を担当し
ていただきます。機械の構造や仕組みを学びシーケ
ンス制御などの資格取得につながったり、スキル

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第２地割３１－１

株式会社　エフビー

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

施工管理 ◇道路舗装工事業の最大手である（株）ＮＩＰＰＯ
（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導

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

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

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　○正社員への登用制度あり

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

一般事務 まちづくり事業。大川地域におけるまちづくり（地
域づくり）活動に係る一般事務業務を行います。
●地域活動の企画・運営
●自主防災の取組みに係る支援活動
●コミュニティタクシーの運営

岩手県下閉伊郡岩泉町大川
字下町１１７番地４

おおかわむら地域振
興協議会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） パソコン（ワード・エクセ

ル）操作できる方
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

土木作業員 一般土木作業全般に従事していただきます。
・側溝、歩車道、境界ブロック、排水工、Ｌ型擁壁
・掘削、砕石の敷き均し
・その他雑工　など
・２ｔ、４ｔダンプの運転あり（免許に応じて）

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第９地割１２番地４

株式会社　越田土建

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他



普通自動車免許一種 変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

4人 201,600円～336,000円

正社員 64歳以下 03100-  919711
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

1人 いずれか 250,000円～420,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 経験あれば尚可 03100-  922011

(1)8時00分～17時00分
3人 224,300円～270,200円

正社員 64歳以下 04010-19095311
普通自動車免許一種

２級電気工事施工管理技士 (1)8時30分～17時15分
1人 １級電気工事施工管理技士 253,030円～475,210円

第二種電気工事士

正社員 59歳以下 05010- 7668111
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電気技術者（工事監督支援
業務）【宮古営業所】

◎国土交通省等、官公庁から民間の建設会社へ発注
された道路・河川・ダム等の工事が適切に行われて
いるか、発注者側の立場になって管理します。
●工事数量のとりまとめや設計図書等の資料作成及
び修正

秋田県秋田市川尻大川町１
－２５　アップヒル２１
Ａ－２号室

株式会社　スタッド
東北支店　秋田営業
所

雇用期間の定めなし
技術士・技術士補・
ＲＣＣＭ（電気電子）

岩手県宮古市

土木施工管理補助（経験３
年以内）

〇土木施工管理補助（経験３年以内）〇
・現場管理、写真管理、出来形管理、測量・丁張り
等
・主にゼネコンの１次・２次下請け工事現場の施工
管理補助、各種土木工事

宮城県仙台市青葉区一番町
２丁目２－１３　仙建ビル
３階

株式会社　クランク

雇用期間の定めなし ワード、エクセル等基本操
作、施工管理経験あれば尚可

岩手県宮古市、他

土木施工管理技士【宮古
市・岩泉町・山田町・田野
畑村】

◆測量及び施工管理業務
【主な仕事内容】
・国道工事、護岸工事、砂防工事に係る施工管理、
工程管理安全管理
・発注者との打ち合わせ、日程調整等

岩手県九戸郡野田村大字野
田第２７地割１６０－１

株式会社　さくら綜
合企画

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

一般作業員（土木・解体）
【宮古市・岩泉町・山田
町・田野】

◆土木工事・解体作業工事における作業全般
【主な仕事内容】
・一般的な土木作業、解体作業（有資格の方には、
重機等の操作あり）
・資材運搬、片づけ、清掃等

岩手県九戸郡野田村大字野
田第２７地割１６０－１

株式会社　さくら綜
合企画

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他


