
車両系建設機械運転技能者 変形（1年単位）
あれば尚可 (1)8時00分～17時00分

4人 186,400円～233,000円

正社員 59歳以下 03030- 1588811
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～17時30分
1人 147,800円～285,200円

正社員 不問 03030- 1589211
普通自動車免許一種

中型自動車免許 (1)8時00分～17時00分
3人 あれば尚可 168,000円～273,000円

土木作業経験

正社員 不問 あれば尚可 03030- 1592611
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 181,050円～276,900円

正社員 59歳以下 塗装経験あれば尚可 03030- 1594111
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)9時00分～18時00分
1人 149,100円～170,400円

正社員 59歳以下 03030- 1595711
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
液化石油ガス設備士 (1)8時30分～17時30分

1人 危険物取扱者（丙種） 160,000円～180,000円
高圧ガス販売主任者第２種

あれば尚可
正社員 59歳以下 配管工経験 03030- 1600711

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

1人 140,000円～140,000円

正社員 59歳以下 03030- 1601811
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- 1245711
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 324,200円～566,330円

正社員 59歳以下 施工管理経験：１年以上 04010-25744811

(1)8時00分～17時00分
1人 244,160円～452,810円

正社員 59歳以下 04010-25769111
普通自動車免許一種

環境計量士 (1)8時30分～17時30分
1人 170,000円～250,000円

正社員 59歳以下 03030- 1580511
普通自動車免許一種 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 140,000円～155,000円 (2)10時00分～19時00分

(3)17時00分～1時00分

正社員 59歳以下 03030- 1581411
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

測量士または測量士補 (1)8時30分～17時30分
1人 155,000円～240,000円 (2)8時30分～12時00分

正社員 不問 03030- 1584611

(1)8時15分～17時00分
2人 146,100円～182,200円

正社員以外 不問 03030- 1585911
二級自動車整備士 変形（1年単位）
三級自動車整備士 (1)8時30分～17時00分

1人 いずれか 155,000円～170,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 自動車整備経験 03030- 1586111
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
5人 200,000円～380,000円

正社員 59歳以下 14040- 7517411
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- 9935511
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

二級自動車整備士,自動車検査員 (1)9時00分～18時00分
5人 中型自動車免許あれば尚可 193,000円～243,000円

正社員 61歳以下 03010- 9936411
1

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

自動車整備工場または修理工
場での勤務経験、簡単なＰＣ入

力作業ができれば尚可

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

営業（岩手）／ノルマなし
／本社研修あり

・温泉施設、プール施設から要望に合った見積を作
成する仕事です。
・設備事務所、管財商社へのＰＲ
＊土地勘のある方優遇。営業エリアは隣県まで
※ノルマはありません。

神奈川県川崎市幸区新川崎
２－６

株式会社　ショウエ
イ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町
ワード、エクセル

触れたことがあれば可

営業、販売の経験、ワード、
エクセル、ＰＣ入力
作業ができれば尚可

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、点検整備、自動車分解整備などの作業
・車両の引き取りや納車、洗車
・その他付随する業務
＊自動車検査員資格あれば尚可

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第６地割９９－９

有限会社　山田自動
車整備工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

一般事務・窓口事務 給付事業及び福祉事業を行っており、各事業に関す
る一般事務及び窓口事務に従事して頂きます。
［給付事業］組合員及びその家族の病気、負傷、結
婚、出産、休業等不測の出費に対する短期給付、組
合員の退職、障害、死亡等に対する長期給付

岩手県下閉伊郡山田町十二
神山

防衛省共済組合山田
支部

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町
ワード・エクセル等

基本操作

測量士・測量士補 測量業務全般。土木・建築工事にあたり、土地の位
置・形状を測量する仕事です。専門の機器や技術を
使いますので、測量業務の経験がある方からの応募
をお待ちしています。また、測量データの入力など
パソコンを使う仕事もあります。＊ＣＡＤ操作でき

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字三本松１番

有限会社　岩泉測量
設計

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

介護職員（グループホー
ム）／有資格者

以下の業務を行っていただきます。
・認知症グループホーム利用者（９名）の食事の世
話
・簡単な身体介助等の介護サービス
・調理、施設清掃、洗濯等の日常生活のお世話

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第２地割１１１番地３

株式会社　メイト

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

測量経験、パソコン操作
（ワード・エクセル）出来る
方、ＣＡＤ操作できれば尚可

環境計量士 当社において下記の業務に従事していただきます。
◇環境計量証明業務に係る環境分析全般
【分析項目】
・ＢＯＤ、ＣＯＤ等の生活項目
・金属類の健康項目

岩手県宮古市佐原２丁目１
番８号

有限会社　サンヨー
研究所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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（土木課） 建設現場における土木工事の管理業務に従事して頂
きます。　現　場：工程管理、安全・品質管理、写
真撮影等　　事務所：書類作成、写真管理、データ
入力等　ＰＣは基本操作（エクセル・ワード）が出
来れば問題ありません。

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

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

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

建設関係の資格が
あれば尚可

希望職種における経験者で
あれば尚可

ＬＰガススタッフ ＬＰガス供給業務に従事します。
・個人住宅に定期配送、定期検針（月初め）充填等
・ＬＰガスの営業活動業務（住宅メーカーや不動産
等）
・配送車は２トン

岩手県宮古市根市第２地割
３３－２

株式会社丸光商事

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ＬＰガス配管工 ＬＰガス配管工業務を行います。
・給水管引き込み、屋内配管、下水道排水設備作業
・メンテナンス業務
・ＬＰガス営業活動業務（住宅メーカーや不動産
等）

岩手県宮古市根市第２地割
３３－２

株式会社丸光商事

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務 当社事務所において下記の業務を行っていただきま
す。
・メール確認、日々の入出金の管理
・伝票起票、買掛金の支払い、売掛金の回収
・書類作成、整理、ファイリング

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

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

パソコン操作（ワード・エク
セル）出来れば尚可

土木作業員 宮古市ほか岩手県内の各現場にて下記の業務を行っ
て頂きます。
・土木作業、基礎工事　・その他付随する業務
＊中型自動車運転免許ある方は４トンダンプの運転
もあり

岩手県宮古市大通１丁目４
番８号

合同会社　ＳＫＣ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

塗装工 主に一般住宅の屋根、外壁塗装や公共施設改修工事
等に従事します。
＊高圧洗浄機を使用し屋根、壁等の洗浄（高所作
業）
＊窓ガラス養生作業

岩手県下閉伊郡岩泉町尼額
字下坪２６－１０

誠和コーティング
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

事業所名
求人番号

現場作業員 当社請負の各現場にて以下の業務時従事していただ
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）
・その他付随する業務

岩手県宮古市西町１丁目２
番２３号

恵比寿建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

（5月14日時点の内容です）

５月１０日　から　　５月１４日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は５月２７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

土木作業経験、車両系建設機
械オペレーター経験あれば尚

可

◎ 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５月２０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）
二級自動車整備士,自動車検査

員
(1)9時00分～18時00分

5人 中型自動車免許あれば尚可 160,000円～200,000円

正社員 61歳以下 03010- 9937011
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時20分
1人 187,000円～237,000円

正社員 35歳以下 03010-10046511
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 39歳以下 03011-  339811
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 233,000円～279,600円

正社員 59歳以下 型枠大工経験がある方 03011-  340411
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-  878611
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時15分～17時15分
1人 138,600円～161,700円

正社員 35歳以下 03030- 1557511
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 186,667円～233,334円

正社員 不問 03030- 1558411
普通自動車免許一種

(1)8時45分～17時45分
1人 130,000円～130,000円 (2)10時15分～19時15分

正社員以外 不問 03030- 1559011
管理栄養士 変形（1ヶ月単位）

栄養士 (1)8時30分～17時15分
1人 いずれか 150,188円～207,734円

正社員以外 不問 03030- 1560911
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～300,000円

正社員 59歳以下 03030- 1563811
フォークリフト 変形（1年単位）
あれば尚可 (1)8時30分～17時00分

1人 148,000円～148,000円

正社員 59歳以下 03030- 1564211
普通自動車免許一種 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
1人 小型移動式クレーン,玉掛技能者 300,000円～350,000円

あれば尚可

正社員 不問 03030- 1565511
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時30分

1人 130,667円～163,334円

正社員 59歳以下 03030- 1566411
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 181,500円～192,500円

正社員 45歳以下 03030- 1569611
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- 1571211
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

4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- 1572511
普通自動車免許一種

自動車検査員 (1)8時30分～17時00分
1人 195,000円～225,000円 (2)8時30分～12時00分

正社員 64歳以下 03030- 1575311
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時30分

3人 133,819円～133,819円

正社員 64歳以下 03030- 1576611
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- 1577911
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 137,665円～160,000円

正社員 不問 03100- 1215511

2

営業（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。
・宮古広域圏各市町村、消防本部への消防資機材等
の営業
・民間企業への消防設備点検、機器販売の営業

岩手県紫波郡矢巾町大字広
宮沢第１１地割５０１番地
１４

互光商事　株式会社

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 自動車整備工場または修理工
場での勤務経験、簡単なＰＣ入

力作業ができれば尚可
岩手県宮古市、他

型枠大工（職人）【急募】 ビル・マンション等の集合住宅の型枠工事
型枠を作製し、現場に搬入・設置し工事を行いま
す。
※当面の現場は、県内沿岸での作業となります。そ
の他、会社が指定する現場での作業。

岩手県岩手郡葛巻町葛巻第
２８地割６３番地２３

株式会社　集和建工

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

型枠大工（職人見習い） ビル・マンション等の集合住宅の型枠工事
入社後は現場の準備・片付け、資材運搬など型枠大
工職人の全体的なサポートをしながら、型枠加工・
取り付け作業等のノウハウを覚えていただきます。
※当面の現場は、県内沿岸での作業となります。　

岩手県岩手郡葛巻町葛巻第
２８地割６３番地２３

株式会社　集和建工

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

＊工事に必要な免許資格
は働きながら取得できま

す

電工 電気設備全般に従事していただきます。
・一般住宅や公共事業の電気設備
・設計、施工、保守、管理業務
・その他付随する業務
＊移動は社用車（マニュアル）を使用

岩手県宮古市板屋３丁目２
－６

有限会社　オイカワ
設備企画

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

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。
＊現在は宮古地区（田老～岩泉）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

物産販売（さんてつや） 店舗での物産の販売などの業務に従事していただき
ます。
・店舗での物品の販売、商品のネット販売、レジ業
務
・ギフト商品の梱包、発送業務

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）

パソコン操作
（ワード・エクセル入力操作

ができること） 岩手県宮古市

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
・年１回程度、主に東北圏内の出張あり

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
ることあれば尚可 岩手県下閉伊郡山田町

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・接続の屋内工事等の業務

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

管理栄養士・栄養士 施設利用者の栄養管理業務を行います。
・栄養マネジメント業務全般、食形成・食数管理、
献立作成、発注業務、その他管理栄養士に付帯する
業務など
・パソコンを使用した業務管理

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字中家４０番地


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
（ワード・エクセル） 岩手県下閉伊郡岩泉町

工事測量技師 当社において下記の業務に従事していただきます。
建設現場において工事測量にかかる業務
測量したデーターをもとに測量ソフトを用いて図面
作成　丁張りなど木杭打ち込み作業。主は測量業務
ですが、業務がない場合は、現場で土木作業もあり

岩手県宮古市大通２丁目７
番３号

株式会社　ＮＥＸＲ
ＯＷ

雇用期間の定めなし
測量機、ＣＡＤ、
丁張り計算経験者 岩手県宮古市、他

食品加工 ・加工食品（海産物を使用したおつまみや、茎わか
め、きくらげなどの珍味）の開発・製造及び商品管
理
・機械オペレーター業務
・手作業及びフォークリフト使用により、材料や製

岩手県宮古市津軽石第１３
地割３１６番地１

フードパック　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

自動車整備士見習い 自動車整備士を目指して業務に従事していただきま
す。
・車検や整備の補助作業
・タイヤ交換
・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 ・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す。

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

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

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

水産加工員 当社において下記の業務に従事していただきます。
・水産物の生処理等の加工作業
・箱詰め　など
＊取り扱う水産物は、イクラ、鮭、さんま、イカな
どです。

岩手県宮古市藤原一丁目６
番６号

株式会社　村木水産

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

自動車検査員 当社整備工場において下記の業務に従事します。
・自動車、バイク、トラック系や重機の車両検査
・一般整備作業
・車両の納車・引き取り等

岩手県宮古市太田１丁目１
－１

工藤ディーゼル自動
車工業株式会社

雇用期間の定めなし
文字・数字入力程度
（定型フォーム入力） 岩手県宮古市

事務員（山田営業所） ◆山田営業所にて、事務全般の仕事を行っていただ
きます。
【主な仕事内容】
・パソコンを使用した各種文書作成
・帳票管理

岩手県久慈市長内町第３７
地割１２－８

有限会社　陸中商会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

整備業務：機材センター 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,牽引免許 (1)5時00分～13時00分

1人 あれば尚可 250,000円～250,000円 (2)13時00分～21時00分

正社員 59歳以下 04010-24996211
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)9時30分～19時00分
1人 171,360円～171,360円

正社員 35歳以下 03010- 9783411
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 140,738円～140,738円

正社員以外 不問 03030- 1531511
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

5トン限定準中型自動車免許 (1)8時00分～17時00分
1人 8トン限定中型自動車免許 165,063円～165,063円

フォークリフト
あれば尚可

正社員以外 不問 03030- 1532411
普通自動車免許一種

作業療法士 (1)9時00分～17時30分
1人 理学療法士 195,000円～270,000円

正社員 59歳以下 03030- 1533011
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 160,000円～200,000円

正社員以外 不問 03030- 1534311
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

1人 140,000円～160,000円

正社員 59歳以下 経理業務経験 03030- 1537111
普通自動車免許一種

(1)6時00分～16時00分
3人 195,000円～230,000円 (2)7時00分～16時30分

正社員 不問 03030- 1538711

(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 不問 仕事内容の経験あれば尚可 03030- 1539811
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- 1540411
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

中型自動車免許,フォークリフト (1)8時00分～17時00分
1人 小型移動式クレーン,溶接技能者 184,000円～276,000円

玉掛作業者あれば尚可

正社員以外 不問 03030- 1541011
車両系建設機械運転技能者 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
2人 216,000円～388,800円

正社員 不問 03030- 1542311
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 324,000円～388,800円

正社員以外 不問 03030- 1544911
普通自動車免許一種 交替制あり

2人 180,000円～240,000円

正社員 59歳以下 03030- 1547811
車両系建設機械運転技能者 変形（1年単位）

あれば尚可 (1)8時00分～20時00分
1人 160,000円～250,000円 (2)20時00分～8時00分

正社員 18歳～64歳 03030- 1549511
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 建設経験者あれば尚可 03030- 1550311
変形（1年単位）
(1)8時10分～17時10分

1人 170,000円～170,000円

正社員 40歳以下 03030- 1551611
管理栄養士

(1)8時30分～17時30分
1人 200,000円～220,000円

管理栄養士業務経験

正社員 59歳以下 あれば尚可 03030- 1553111
大型自動車免許 変形（1年単位）

(1)8時00分～16時30分
1人 190,000円～190,000円

正社員 59歳以下 03030- 1554711
8トン限定中型自動車免許 変形（1年単位）
車両系建設機械運転技能者 (1)8時00分～16時30分

1人 あれば尚可 150,000円～170,000円 (2)16時30分～0時00分
(3)0時00分～7時30分

正社員 59歳以下 ４t車乗務経験 03030- 1555811

3

ピット作業員（宮古市） 商品管理及びピット作業員として下記の業務を行っ
ていただきます
・ピット作業補助（タイヤ交換、タイヤ洗い、交換
後のタイヤの袋詰め等）
・商品（タイヤ、カー用品）の整理

岩手県盛岡市津志田町一丁
目５－２１

株式会社　ブリヂス
トンリテール岩手

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

重機オペレーター ・出荷先が増大してきており、生産量を上げるた
め、即戦力として活躍可能な人材を募集します。
・プラント場内において、ホイールローダー、バッ
クフォーなどを運転し、土砂、砕石の運搬・積込・
投入作業に従事していただきます。

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

雇用期間の定めなし
ホイールローダーなどの
運転経験が３年以上ある方

岩手県下閉伊郡岩泉町

水産食品加工員／重量物取
扱あり

水産品の製造加工等、下記の業務に従事していただ
きます。
～　冷凍業務用商材と末端製品の製造　～　
・鮭、イカ、サバ、汐子、いくら、ウニ、海草類な
ど多くの魚種を取扱います。機械使用のほか手作業

岩手県宮古市新川町５－６ 株式会社　佐幸商店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

水産食品加工員 水産品の製造加工を行います。
～　冷凍業務用商材と末端製品の製造　～
・鮭、イカ、サバ、汐子、いくら、ウニ、海草類な
ど多くの魚種を取扱います。機械使用のほか手作業
もあります。

岩手県宮古市新川町５－６ 株式会社　佐幸商店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

製造作業員 当社作業場において下記の業務に従事していただき
ます。
・半導体材料であるガリウム、インジウムの製造工
程を担当していただきます。
・製造現場においての原料の前処理工程、溶解工

岩手県宮古市小山田１丁目
７番地

ラサ工業株式会社
宮古事業所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

作業療法士・理学療法士 在宅療養する患者さんのご自宅に訪問し、リハビリ
業務を行います。
・１日の訪問件数は平均４～５件
・主に機能回復訓練や指導・援助等
・訪問後は報告書作成（パソコン入力）

岩手県宮古市宮町２丁目２
番１９号

株式会社　メディケ
ア・システム

雇用期間の定めなし 作業療法士または理学療
法士のどちらかあれば応

募可
岩手県宮古市

製造スタッフ／営業・販売
事務スタッフ

下記の業務に従事していただきます。
製造スタッフ　＜２名＞　　　　
○ミルク・乳製品の製造、発送等
営業・販売事務スタッフ　＜１名＞
○製品の発送・受注管理　○電話・来客・メール対

岩手県下閉伊郡岩泉町上有
芸字水堀２８７

農業生産法人　株式
会社企業農業研究所営業・販売事務スタッフにおい

て…基本操作(Word,Excel),簡
単な文書作成(簡易的な送付状
などが作成できること),その他
ソフト(パワーポイント等)操作

経験

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

経理事務 主に製品製作に関わる材料等の支払い業務、手形作
成等を行います。
・支払業務は専用端末があり、事務所内での操作で
銀行等の来店はありません
・社員の保険手続き

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

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

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
・その他付随する業務

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

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。

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
または建設現場の経験

あれば尚可 岩手県宮古市

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、安心して業務に就い
ていただけるよう、不明な点があればその都度、先

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） 資材管理、資材運搬経験者あ

れば尚可
岩手県下閉伊郡山田町、他

酪農業（牛の飼育・生乳の
生産）

当社において下記の業務を行っていただきます。
・朝、夕の搾乳補助
・搾乳に関連する各種業務（乳房洗浄、器具用具の
洗浄等）
・牛の飼育（牛床や通路等の掃除、乾牧草（飼料）

岩手県下閉伊郡田野畑村大
芦５２－２

株式会社　田野畑牧
場

雇用期間の定めなし
又は5時00分～21時00分
の間の8時間程度

岩手県下閉伊郡田野畑村

現場管理者 土木工事現場において管理業務に従事していただき
ます。
・現場の施工管理（施工の調整などの監督・指揮）
・世話役（作業員への作業内容の伝達および確認
等）

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

上記資格無い場合：
土木現場監督管理経験

１０年以上
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

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歓迎
です。必須資格取得費用は会社で負担します。

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

発電維持・運搬作業（ボイ
ラー管理）

木質バイオマス発電所内において
・機械への燃料の投入作業
・構内での木材の運搬作業
・バックホー、ローダー等の運転
・装置の運転、操作、点検、保守等の業務

岩手県宮古市川井第６地割
３５

株式会社　ウッティ
かわい

※資格が無い場合も相談
に応じます。雇用期間の定めなし

ボイラー運転経験
あれば尚可

岩手県宮古市

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

ミシン保全兼裁断工 ミシン７０台の保全と裁断工程を行います。
・ミシンの修理調整
・メーカーに問合せ（必要時）
・ロール状（２０～３０キロ）の生地を自動裁断機
セット

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

運転手 ４ｔトラックでの、木材製品（主にチップ）等の運
転業務となります。　　　　　　　
・運搬範囲は宮古市内で藤原埠頭から磯鶏地区まで
の運行となります。
～資格取得のバックアップします～

岩手県宮古市磯鶏２丁目４
－２３

株式会社　カクヒロ
陸運

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

運転手（タンクローリー） タンクローリーの運転に従事していただきます。
・化学薬品の運搬業務となります。
（宮古市から下記運搬地）

　

岩手県宮古市磯鶏２丁目４
－２３

株式会社　カクヒロ
陸運

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）
危険物取扱者（乙種） (1)8時00分～17時00分

1人 危険物取扱者（丙種） 138,000円～140,000円
あれば尚可

正社員 59歳以下 03030- 1556211
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- 1176511
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～16時45分
1人 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- 1207511
変形（1ヶ月単位）
(1)10時30分～19時30分

1人 146,200円～146,200円

正社員以外 不問 13130-10612411
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

臨床検査技師 (1)9時00分～17時45分
1人 175,000円～240,000円 (2)10時30分～19時15分

正社員 59歳以下 03010- 9724511
変形（1年単位）
(1)7時00分～16時00分

2人 140,000円～240,000円 (2)8時30分～17時30分
(3)13時00分～21時00分

正社員 59歳以下 基本的なパソコン操作 03030- 1493411
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- 1494011
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- 1497911
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- 1499711
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
1人 137,000円～164,000円

正社員 59歳以下 自動車整備あれば尚可 03030- 1500611
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 140,000円～140,000円

正社員 59歳以下 03030- 1501911
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

正社員 不問 ＰＣ操作ができれば尚可 03030- 1502111
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- 1503711
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- 1507411
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 193,200円～193,200円

正社員 59歳以下 03030- 1508011
普通自動車免許一種

２級土木施工管理技士 (1)8時30分～17時15分
1人 183,800円～230,600円

正社員以外 不問 03030- 1510111
介護福祉士 変形（1ヶ月単位）

(1)8時20分～17時20分
1人 147,400円～147,400円

正社員 59歳以下 03030- 1511711
看護師

准看護師 (1)8時20分～17時20分
2人 いずれか 197,100円～257,000円

普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 03030- 1512811
美容師 変形（1ヶ月単位）

(1)9時00分～18時00分
2人 176,000円～250,000円

正社員 64歳以下 美容業務経験あれば尚可 03030- 1513211
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 185,334円～231,667円

正社員 不問 土木作業経験 03030- 1515411

4

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。＊就業場所は、宮古市周辺・大槌町～岩泉町と

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

ガソリンスタンド販売員 ・お客様のガソリン、軽油、灯油の給油業務
・車の窓ふき、洗車
・簡単な車の整備、タイヤ交換
・市内の軽油・灯油配達（注文・定期配達）
※スタンドではセルフ給油を行っておりません。

岩手県宮古市実田一丁目５
－１９

有限会社ミヤコ石油

雇用期間の定めなし
又は7時00分～20時00分
の間の8時間

岩手県宮古市

カスタマーサービス職（三
陸営業所）宮古市（長期）

＊お客様からのお問い合わせや集荷依頼などの受
付、その他、パソコンの簡単な入出力
＊Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌできる方、歓迎致します

東京都江東区新砂２－１－
１７

佐川急便株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

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

フロント業務 フロント業務全般
・宿泊等の入館手続き、お客様案内、料金精算、電
話対応、顧客データ入力
・売店、喫茶の対応など
・その他付随する業務

岩手県下閉伊郡田野畑村羅
賀６０－１

株式会社　陸中たの
はた

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

検査業務（宮古市） 宮古臨床検査センターにおいて下記の業務を行って
いただきます。
・臨床検査（血液検査等）
・食品加工場、学校給食センター等から依頼を受け
た食品検査（細菌検査等）

岩手県盛岡市羽場１３地割
３０－３

株式会社　盛岡臨床
検査センター

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

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

自動車整備 ・車検・点検に伴う整備及び修理
・故障車の診断・修理
・車両の引き取り納車
・その他上記に付随する作業

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字三本松４１－５

有限会社　岩泉モー
タース

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

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、移動は社有車を使

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

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
＊公共工事が主となります

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 現場管理経験(施工管理でき
ればブランクある方可)

岩手県宮古市

事務員（正社員） 経理、労務、人事業務の書類作成を担当していただ
きます。
・主にパソコンを使ってデータ入力、一般会計、給
与計算、予算決算、税務関係に関わる書類作成
・資材生産管理に係る事務処理

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
パソコン（エクセル）

操作のできる方
岩手県宮古市

ホームヘルパー（正社員・
地域ヘルパー）／昭和の家

新規開所の昭和の家に勤務します。市内に住む利用
者様のご家庭を訪問し以下の業務を行っていただき
ます。（１日に対応する利用者は平均６人程の予定
です）
・食事、入浴、排せつの介助や、炊事

岩手県宮古市田鎖３－８ 株式会社　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

教習指導員候補 【教習指導員候補】・指導員資格取得前は、パソコ
ンを使用し受付簿、教習手帳等書類作成、電話対
応、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
教習及び学科教習）、車両整備、所内整備などに従

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

会計年度任用職員（技術補
助）

県管理河川の維持管理を行う監督職員の補助業務
・工事現場の確認、巡回、報告等
・巡回時には運転あり
・パソコンでのデータ入力や報告書の作成

岩手県宮古市五月町１番２
０号

岩手県沿岸広域振興
局土木部宮古土木セ
ンター

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ワード、エクセル、
２級土木施工管理技士受験資

格の実務経験 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（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

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

土木作業員 以下の業務を行っていただきます。
・土木、舗装の各工事現場での土木作業全般
＊公共工事が主となります
＊宮古市内が中心で、他に下閉伊地区の現場となり
ます

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

美容師／スタイリスト 当店において下記の業務を行っていただきます。
・カット、カラー、パーマ、メイクアップ等の美容
業務全般
・その他付随する業務（電話対応、店舗清掃等）
○店内の座席数は４席で、予約を優先しておりま

岩手県宮古市大通２丁目２
－４

ドゥ・ヒートライズ
クリエイティブ　株
式会社

雇用期間の定めなし

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- 1516011
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- 1518611
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 194,792円～343,750円

正社員 64歳以下 03030- 1520711
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- 1521811
保育士

1人 157,400円～259,800円

正社員 59歳以下 03030- 1523511
保育士
看護師

3人 准看護師 154,100円～192,100円

正社員以外 不問 03030- 1528911
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- 1529111
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
5人 200,000円～380,000円

正社員 59歳以下 14040- 7324611
普通自動車免許一種 交替制あり

(1)9時00分～18時00分
1人 フラワーの経験がある方 199,000円～199,000円

正社員 64歳以下 35020- 5031811

5

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

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

一般土木作業員 公共工事が主体の道路や林道の築造・補修、砂防堰
堤の築造などの土木作業に従事していただきます。
※建設業は多くの資格や免許が必要になりますが、
その場合は会社で支援しますのでキャリアアップが
できます。

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

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

保育士 若桐保育園において、０～５歳児の各クラスの担任
補助として、食事、排せつ、手洗い、うがい、午
睡、日中活動の保育や遊具・おもちゃの消毒、園内
清掃なども行っていただきます。

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

保育士（いわいずみ・こが
わ・おもとこども園）

各こども園にて園児の保育業務をしていただきま
す。
・園児の遊び、食事介助、寝かしつけ、おたより記
載
・教室の整理整頓

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字惣畑５９番５

岩泉町役場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

幼稚園教諭免許・小学校
教諭免許のいずれか 又は7時30分～19時00分

の間の8時間程度
岩手県下閉伊郡岩泉町

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）１１
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て

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

機器メンテナンス（岩手）
／未経験者歓迎

・プール温浴施設、ホテル・旅館、老人保健施設等
の業務用ろ過装置の機器メンテナンスを行います。
＊メンテナンスエリアは隣県程度
※ノルマはありません。
＊土曜の出勤は月１～２回程度

神奈川県川崎市幸区新川崎
２－６

株式会社　ショウエ
イ

雇用期間の定めなし
ワード、エクセル

触れたことがあれば可
岩手県下閉伊郡岩泉町

フラワーコーディネーター
（フラワー愛　宮古）

〇典礼会館にてお葬儀で使用するフラワーの作成
会場のコーディネート　祭壇の装飾　管理　配送等

〇お花が好きな方、お花を通してお客様の心に残る
サービス☆

山口県下関市王喜本町６丁
目４番５０号

株式会社　トレー
ダー愛

雇用期間の定めなし ※経験がない方は、パート
ナー採用の可能性があります

岩手県宮古市


