
１級土木施工管理技士 変形（1年単位）
２級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

2人 いずれか 250,000円～300,000円
普通自動車免許一種

正社員 不問 パソコン操作 03030- 1846511
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
2人 180,000円～220,000円

正社員 不問 03030- 1847411

(1)6時00分～15時00分
1人 312,000円～312,000円

正社員以外 不問 03030- 1849311
理学療法士 変形（1ヶ月単位）
作業療法士 (1)8時45分～17時45分

2人 言語聴覚士 205,000円～320,000円
いずれか

正社員 64歳以下 03030- 1851711
普通自動車免許一種

(1)8時45分～17時45分
1人 166,500円～254,500円

正社員 64歳以下 03030- 1852811
普通自動車免許一種
建設業経理士２級 (1)8時30分～16時30分

1人 あれば尚可 112,000円～140,000円

正社員 59歳以下 03030- 1854511

(1)8時30分～17時30分
1人 160,000円～160,000円

正社員 59歳以下 経験者 03030- 1856011
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 139,640円～165,667円

正社員 45歳以下 03030- 1857311
変形（1年単位）
(1)20時00分～5時00分

1人 139,640円～165,667円

正社員 18歳～45歳 03030- 1858611
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 135,014円～162,667円

正社員 45歳以下 03030- 1859911
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 135,014円～162,667円 (2)20時00分～5時00分

正社員 18歳～45歳 03030- 1860711
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)9時00分～17時45分
1人 155,000円～205,000円

正社員 59歳以下 03030- 1862211
変形（1年単位）
(1)15時00分～0時00分

2人 200,000円～250,000円

正社員 18歳以上 03030- 1864411
変形（1年単位）
(1)15時00分～0時00分

2人 200,000円～250,000円

正社員 18歳以上 03030- 1865011
看護師
助産師 (1)9時00分～17時30分

1人 保健師 215,000円～300,000円
いずれか

普通自動車免許一種
正社員 59歳以下 03030- 1867611

普通自動車免許一種
(1)8時00分～17時00分

1人 342,560円～556,855円

正社員 59歳以下 施工管理経験：５年以上 04010-29209411
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 249,400円～466,275円

正社員 59歳以下 ＰＣ基本操作 04010-29229911
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- 1817911
1

理学療法士・作業療法士・
言語聴覚士

利用者へのリハビリテーション業務を行います。
・入居者約８５名、通所登録者４０名（１日平均２
７名程度）の方のリハビリ業務
＊通所リハビリテーション営業日：月曜日～金曜日

岩手県下閉伊郡岩泉町乙茂
字上９－１２

社団医療法人　緑川
会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

介護支援専門員
（ケアマネージャー）

（6月4日時点の内容です）

６月１日　から　　６月４日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は６月１７日です＞

職種・雇用期間・雇用形態 求人数
仕事の内容
年　　　齢

必要な免許資格
必要な経験など

賃　　金 就業時間
所在地
就業場所

乾燥作業 昆布の乾燥作業に従事していただきます。
・乾燥室内に生昆布を洗濯バサミ状の物ではさみ棒
に干す作業
・乾燥した昆布を１メートル位の長さに切断する作
業

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

一般事務（総務及び経理補
助）

・ＰＣによる給排水設備工事に関する書類作成
・月次決算事務（会計ソフト使用）
・請求書作成
・銀行・集金業務（社用車使用）
・各官公署提出書類作成（建設業関連書類含む）

岩手県宮古市山口一丁目２
－３０

有限会社　中沢設備

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）

ふれんどりー岩泉において介護支援業務に従事して
いただきます。
・施設利用者のケアプランの作成業務
・利用者やご家族との連絡および相談等の業務
・施設利用者の認定調査業務

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

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

金型部品加工 ・受注の図面確認
・金型部品の平面研磨加工機操作
・研削機械を操作して研削加工
・工場内清掃等


岩手県宮古市津軽石第１４
地割８８－１

有限会社クレイン

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木工事部での業務
・土木工事（基礎工事、資材の運搬など）
・水道工事（漏水工事、風呂、キッチン、トイレ等
の配管工事や器具の取り付け作業など）
＊１チーム３～５人で土木現場を完成させる仕事で

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字合の山１２－４

株式会社　西倉工務
店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

事業所名
求人番号

土木施工管理技士 土木工事部での業務
・現場管理、工事の書類・写真整理
※パソコンは、ワード・エクセルのほかに専用ソフ
トを使用します。※現場では、トランシット・レベ
ルなどをお願いします。使用方法は、指導します。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字合の山１２－４

株式会社　西倉工務
店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

土木作業員

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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ワード、エクセル、Ｊｗｗｃ
ａｄ、基礎的な経理の知識あ

れば尚可

製品検査員／交代制 工場屋内にて、電子部品の製品検査をしていただき
ます。加工品を目視や検査装置を使い、汚れやキズ
などを確認、以降関連作業を行います。



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

製品検査員 工場屋内にて、電子部品の製品検査をしていただき
ます。加工品を目視や検査装置を使い、汚れやキズ
などを確認、以降関連作業を行います。
＊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

製造職（機械ＯＰ）／日勤

パソコン操作
（ワード、エクセル）

製造職（機械ＯＰ）／夜勤 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

調理兼ホール（つぼ八） チェーン店居酒屋での調理、接客業務全般に従事し
ていただきます。
・食材の仕込み、調理、盛付け
・調理器具や食器類の洗浄など
・お客様のご案内、注文とり

岩手県宮古市近内第４地割
５２－３　ラフィネＡ１０
２

株式会社　マルセイ
ユ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理補助（つぼ八） チェーン店居酒屋での調理補助業務全般に従事して
いただきます。
・食材の仕込み、材料を切る、調理、盛付け作業
・調理器具や食器類の洗浄など
・その他、店舗内の清掃作業

岩手県宮古市近内第４地割
５２－３　ラフィネＡ１０
２

株式会社　マルセイ
ユ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

商品管理・配達 ○メーカーより商品が入荷後それぞれの棚に並べ、
納品書をチェックしながらＰＣ入力
○月・水・金曜日は、前日や前々日の売り上げた商
品のリストを抽出して、倉庫より出庫し各店舗に届
ける

現場監督（建築分野） マンション・商業施設・工場等　様々な現場での建
築施工管理を行っていただく仕事です。多種多様な
の物件に携わることも可能ですので、就業環境に関
してのご相談はお気軽にどうぞ。
※ブランクがある方も歓迎します！

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

訪問看護 在宅療養する患者さんのご自宅に訪問し、主治医の
指示により看護業務を行います。
・主に在宅療養、介護方法の指導、医療器具、医療
機器の管理、注射、点滴等
・報告書作成など簡単なパソコン入力あり

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

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

工事管理補助（電気設備分
野）

※未経験・ブランクのある方も歓迎します！
電気設備工事での進捗管理における補助業務を行っ
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

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

◎ 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６月１０日発行

TEL 0193－63－8609

ハローワーク 宮古

宮古公共職業安定所

フルタイム



(1)8時30分～17時30分
1人 136,000円～209,500円

正社員 59歳以下 03030- 1823311
調理師 変形（1ヶ月単位）

(1)5時15分～14時15分
1人 144,200円～144,200円 (2)8時15分～17時15分

(3)10時00分～19時00分

正社員 59歳以下 03030- 1824611
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
中型自動車免許 (1)7時45分～17時00分

1人 あれば尚可 155,000円～235,000円

正社員 59歳以下 03030- 1826111
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 175,000円～250,000円

２級土木施工管理技士
あれば尚可

正社員 不問 土木作業経験あれば尚可 03030- 1828811
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 138,000円～180,000円

正社員 64歳以下 03030- 1829211
８トン限定中型自動車免許 変形（1年単位）
石綿作業主任者,大型自動車免許 (1)8時00分～17時00分

2人 あれば尚可 186,400円～396,100円
運転免許はＡＴ限定不可

正社員 18歳～64歳 03030- 1830011
看護師 変形（1ヶ月単位）
准看護師 (1)7時00分～16時00分

1人 いずれか 148,200円～162,300円 (2)8時30分～17時30分
普通自動車免許一種 (3)12時30分～21時30分

正社員以外 64歳以下 看護師経験あれば尚可 03030- 1831311
看護師 変形（1ヶ月単位）
准看護師 (1)8時30分～17時30分

1人 いずれか 162,015円～190,775円

正社員 64歳以下 03030- 1832611
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

1人 138,000円～143,440円 (2)10時00分～19時00分
(3)16時00分～9時00分

正社員 64歳以下 03030- 1834111
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～17時00分
2人 166,040円～216,800円

正社員 64歳以下 03030- 1837211
普通自動車免許一種 交替制あり

(1)8時30分～17時30分
1人 164,160円～190,080円 (2)11時00分～20時00分

(3)6時30分～15時30分

正社員以外 不問 03030- 1840611
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 164,160円～190,080円 (2)7時00分～16時00分

(3)9時30分～18時30分

正社員以外 64歳以下 03030- 1841911
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

2人 160,000円～220,000円

正社員 35歳以下 03030- 1842111
普通自動車免許一種 交替制あり

介護職員初任者研修修了者 (1)7時00分～16時00分
2人 あれば尚可 138,240円～138,240円 (2)9時00分～18時00分

(3)10時30分～19時30分

正社員以外 不問 03030- 1843711
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

5人 162,000円～216,000円

正社員 18歳～64歳 03030- 1845211
普通自動車免許一種
１級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

3人 ２級土木施工管理技士 357,100円～565,100円
あれば尚可

建設現場での実務経験、

正社員 69歳以下 ＣＡＤ使用経験あれば尚可 04010-28856911
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
2人 249,700円～343,700円

正社員 69歳以下 ＣＡＤ使用経験あれば尚可 04010-28871611
管理栄養士 交替制あり

(1)5時00分～14時30分
1人 188,100円～198,900円 (2)10時30分～19時30分

正社員 59歳以下 03010-11495311
栄養士 交替制あり

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

正社員 59歳以下 03010-11497911
調理師 交替制あり

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

正社員 59歳以下 03010-11499711

2

調理師 調理業務全般　　　　　　　　　　　　　　　
・病院内における入院患者様や入居者様の給食の調
理、配膳、食器等の片付け、清掃など
・山口病院では、概ね３００人の調理を１７名で担
当

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

金属部品　加工作業者 １０ｃｍぐらいの四角い金属部品や、３０ｃｍ四方
の金属の板を図面に合わせて削る作業です。工作機
械を使って削ったり、穴をあけたりします。工作機
械の操作は、初めての方でも作業をしながら慣れて
いただくことができます。削る金属も小さいので、

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の

経験あれば尚可
岩手県下閉伊郡山田町

土木作業 公共事業、水道配水管工事などの現場における土木
作業を行います。
・上下水道工事に係る給水や排水など衛生配管の現
場作業
・手作業での掘削やコンクリート打ち、運搬作業

岩手県宮古市太田２丁目４
番４４号

有限会社　マツモト
機材工業準中型自動車免許(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

配管工及び配管工助手 給水、排水、ガス等の配管設備工事に従事します。
・一般家庭給排水工、ガス配管工、エアコン設備配
管設置
・学校など公共工事
・道路水道本管工事

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第４
地割２３

角登設備　有限会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

アスベスト除去作業員 当社において下記の業務に従事していただきます。
・建物の解体、解体の前処理、超高圧水や剥離剤等
を使用して石綿除去作業
・超高圧水での煙突の石綿等の除去作業


岩手県下閉伊郡山田町飯岡
第２地割１１４番地２

陸中スキット　株式
会社

雇用期間の定めなし
土木作業経験（解体等含む）

あれば尚可
岩手県下閉伊郡山田町

合鴨の食肉加工作業 合鴨の食肉加工作業に下記の通り従事していただき
ます。・機械と手処理での肉の解体作業　・肉の仕
分け等立ち仕事
※慣れてきたら仕分けした肉の計量・計算、出荷明
細作成などの出荷管理事務をお願いする場合があり

岩手県下閉伊郡田野畑村室
場２４－４

株式会社　甘竹田野
畑

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

看護職員／宮古 当施設内デイサービスでの看護業務全般を行いま
す。
・バイタルサインチェック
・入浴後の処置
・服薬管理

岩手県宮古市向町２番３４
号

有限会社　介護施設
あお空

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師（臨時職員） 配属先の当法人各施設においての看護業務を行いま
す。
・障がい者、高齢者等の利用者・入所者の日常活動
支援
・健康管理バイタルチェック

岩手県下閉伊郡山田町山田
１－１１－３

社会福祉法人　親和
会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

介護員 利用者の方のデイサービス介護全般を行います。
・食事、入浴、排泄、レクレーション等の介助
・送迎運転業務（社用車使用）
＊利用者さんが楽しい１日を過ごせるよう業務を
行っています。○資格取得制度あり

岩手県下閉伊郡岩泉町浅内
字下栗畑８０地割６

株式会社クオール
（デイサービスすず
らん）

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

介護職員／小本 グループホームでの介護業務に従事し、主に下記の
仕事をしていただきます。
・利用者の方の日常生活支援
・介護（食事、入浴、排せつ介助等）となります
＊６０歳以上の方の応募、歓迎します。

岩手県宮古市向町２番３４
号

有限会社　介護施設
あお空

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

介護員／さくらつつみ 小規模多機能センター（通所・訪問）サービスにお
いて、介護業務全般に従事していただきます。
・利用者の食事介助、入浴介助、排泄介助
・レクレーション活動の企画・運営などの業務
・施設車での送迎をしていただきます。

岩手県宮古市長根４－１３
－１

株式会社　介護施設
えくぼ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護員／グループホームえ
くぼ

小規模多機能センター（通所・訪問）サービスにお
いて、介護業務全般に従事していただきます。
・利用者の食事介助、入浴介助、排泄介助
・レクレーション活動の企画・運営などの業務
※６０歳以上の方の応募、歓迎します。

岩手県宮古市長根４－１３
－１

株式会社　介護施設
えくぼ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員 施設入所者数１８名（認知症の方）を対象とした、
入所者の介護を行います。
・身の回りの世話、食事、排泄、入浴の介助
・その他、移動介護、掃除、調理、洗濯など
・入居者を、受診のため病院へ社用車で送迎する場

岩手県下閉伊郡田野畑村机
２９９

中城興産株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡田野畑村

作業員（伐採、造林） 山林での伐採、造林作業に従事していただきます。
・整地、間伐、苗木を植える
・山林作業は通年あり３～６名で作業をしていま
す。
・仕事の状況や天候により、製材工場でチップ材を

岩手県下閉伊郡岩泉町浅内
字松野４５－１２

株式会社　吉本　岩
泉事業所

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

土木施工管理 土木施工管理
・現場管理、測量、丁張り、写真管理、出来形管理
等
・主にゼネコン工事の１次、２次下請け工事現場の
施工管理、各種土木工事

宮城県仙台市宮城野区榴岡
３丁目１０－７　サンライ
ン第６６ビル２Ｆ

株式会社　クリエイ
トワークス　建設事
業部

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

交通誘導警備員 道路工事現場や建設工事現場で歩行者や一般車両、
工事車両の安全を確保するための交通誘導を行いま
す。
・現場は主に宮古、下閉伊地域となります。
・他にもイベント会場での駐車場、一般来場者等の

岩手県宮古市神田沢町１番
２３号

株式会社　セーフ
ティーガード

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

管理栄養士（岩泉町） 請負先事業所において責任者の指示のもと、下記の
業務を行っていただきます。
・患者様への食事提供業務
・調理、盛付け、食器洗浄、献立、帳票作成
・栄養管理業務全般

岩手県盛岡市大通３丁目３
番１０号　七十七日生盛岡
ビル　９階

日清医療食品　株式
会社　北東北支店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

土木施工管理補助 ・建設現場での写真撮影　・巻き尺で距離を測る
・パソコンへの入力　など、現場監督のお手伝いを
していただきます。＊当社では国家資格取得を目指
す方を積極的に支援していきます。（施工管理技士
受験費用の会社負担を行っています）

宮城県仙台市宮城野区榴岡
３丁目１０－７　サンライ
ン第６６ビル２Ｆ

株式会社　クリエイ
トワークス　建設事
業部

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

調理師（岩泉町） 請負先事業所において責任者の指示のもと、下記の
業務を行っていただきます。
・患者様への食事提供業務
・調理、盛付け、食器洗浄
・厨房内での業務全般

岩手県盛岡市大通３丁目３
番１０号　七十七日生盛岡
ビル　９階

日清医療食品　株式
会社　北東北支店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

栄養士（岩泉町） 請負先事業所において責任者の指示のもと、下記の
業務を行っていただきます。
・患者様への食事提供業務
・調理、盛付け、食器洗浄、献立、帳票作成
・栄養管理業務全般

岩手県盛岡市大通３丁目３
番１０号　七十七日生盛岡
ビル　９階

日清医療食品　株式
会社　北東北支店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町



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 03010-11572511
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
1人 181,300円～201,700円

正社員 64歳以下 ケアプラン作成入力 03030- 1763711
２級建築施工管理技士 変形（1年単位）
２級土木施工管理技士 (1)8時00分～16時30分

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

正社員 不問 03030- 1767411
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 140,000円～160,000円

正社員 59歳以下 03030- 1769311
変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分

2人 145,900円～145,900円 (2)9時30分～18時30分
(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030- 1772811
看護師 変形（1ヶ月単位）
准看護師 (1)6時30分～15時30分

1人 いずれか 186,800円～193,800円 (2)8時30分～17時30分
(3)10時30分～19時30分

正社員以外 不問 03030- 1776011
１級土木施工管理技士 変形（1年単位）
２級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

2人 いずれか 200,000円～500,000円 (2)7時30分～16時30分
普通自動車免許一種

正社員 不問 03030- 1777311

(1)7時30分～17時30分
2人 168,000円～273,000円

正社員 40歳以下 03030- 1779911
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
8人 大型自動車免許 216,000円～388,800円 (2)7時30分～16時30分

あれば尚可

正社員 不問 建設現場の経験あれば尚可 03030- 1780711
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時50分

2人 137,500円～137,500円

正社員 59歳以下 03030- 1781811
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

5人 161,250円～182,750円 (2)20時00分～5時00分

正社員以外 18歳以上 03030- 1782211
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 172,800円～172,800円

正社員以外 64歳以下 03030- 1783511
変形（1ヶ月単位）
(1)15時00分～6時00分

1人 190,000円～190,000円 (2)18時00分～9時00分

正社員 18歳以上 03030- 1784411
交替制あり
(1)8時00分～17時00分

1人 152,700円～152,700円 (2)20時00分～5時00分

正社員 18歳～59歳 03030- 1785011
普通自動車免許一種

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

正社員 64歳以下 03030- 1786311
普通自動車免許一種

(1)8時15分～17時15分
1人 200,000円～255,000円

正社員 64歳以下 基本的なＰＣ操作 03030- 1787611
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 136,396円～147,440円 (2)15時00分～0時00分

(3)0時00分～9時00分

正社員以外 不問 03030- 1788911
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 210,000円～280,000円

正社員 64歳以下 03030- 1789111
調理師 変形（1ヶ月単位）

あれば尚可 (1)6時00分～15時00分
1人 133,600円～157,500円 (2)8時30分～17時30分

(3)9時00分～18時00分

正社員以外 不問 03030- 1790211
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時30分
1人 145,000円～230,000円

正社員 35歳以下 03030- 1791511

3

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。

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

土木・建設作業員 土木工事、建設工事作業全般を行っていただきま
す。
・一般住宅や公共工事がメイン　・有資格者は重機
オペレーター、現場管理業務等も担当
＊経験や資格のない方の応募も可能。ご相談くださ

岩手県下閉伊郡山田町大沢
第７地割２０１番地１

サカエ興業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町、他

介護支援専門員 当センターでは、訪問、通い、泊まりサービスを組
み合わせて、その人の２４時間を支える仕事です。
また利用者が異世代交流を盛んに行えるように、小
中学校の運動会や季節の毎の行事にも出かけていま
す。

岩手県宮古市西町１丁目２
番１３号

特定非営利活動法人
ふれあいステーショ
ン・あい

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

介護職／特別養護老人ホー
ム

・施設利用者（特養・短期入所者）への介護サービ
スの提供（食事、入浴、排せつ、レクリエーション
等）
・採用後おおむね３ヶ月間は日勤のみの勤務
※現在、特養５０名・短期２０名の施設利用者がお

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

一般事務 ・一般事務業務
　タイムカードの整理、帳簿記帳等
・電話応対
・原材料（原皮）の入荷、出荷管理
・仕上製品の出荷管理

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
パソコン操作（ワード・エク

セル・メール）
岩手県下閉伊郡岩泉町

現場責任者 下記の業務に従事していただきます。
・ゼネコンや地元業者の現場における土木施工管理
業務
・工程管理等、付随する一切の業務
＊元請に出向の場合もあり。

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
パソコン基本操作

（ワード・エクセル）
岩手県宮古市、他

看護師・准看護師／準職員 当社会福祉法人が運営する「特別養護老人ホーム」
の利用者の皆さまへの看護に関する業務全般を担当
していただきます。
○現在、利用者は長期入所８０名、短期入所１０名
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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

建設作業員 下記の業務に従事していただきます。
・各現場において土木工事全般
・免許所持の方には重機オペレーター・ダンプ運転
業務をして頂く場合もあります。


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

岩手県宮古市、他

塗装工 各種塗装工事全般に従事します。
＜主な業務＞
・橋などのサンドブラスト工事の補助作業
・構造物の塗装作業
＊泊まりを伴う出張があります（県内・東北）

岩手県宮古市松山第５地割
７番地７

有限会社　伊香塗装

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

警備員 １．交通誘導警備：工事現場における歩行、車両等
の安全誘導
２．駐車場警備：店舗やイベント駐車場における整
理業務
３．雑踏警備：イベント等における安全確保、誘導

岩手県宮古市実田１－２－
３

株式会社　トスネッ
ト北東北　宮古営業
所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

外観検査・仕上げ（岩泉） 当社岩泉工場において、下記の業務を行っていただ
きます。
・工業製品に使用されるゴムパッキンの汚れ、形状
等の外観を検査する業務
・目視でパッキンの選別を行い、カッターやハサミ

岩手県下閉伊郡山田町大沢
第４地割２０－１４０

ツインスターテクノ
ロジー株式会社

雇用期間の定めなし
定形フォーマットへの

数字入力
岩手県下閉伊郡岩泉町

ホテル夜勤フロント ホテル宮古ヒルズステーション店において、フロン
ト係（夜勤）に従事していただきます。
・宿泊のお客様のチェックイン、チェックアウト業
務
・インターネットによる予約受付等の管理

岩手県宮古市和見町５－１ ブリーズベイオペ
レーション６号　株
式会社　（ホテル宮
古ヒルズステーショ
ン店）

雇用期間の定めなし
パソコンによる

文字入力の基本操作
岩手県宮古市

放牧整備作業員 新たに牧場を拡張するにあたり、動物たちが快適に
過ごせるように伐採後の切った枝を処理したり、し
ばかきや春には放牧の種をまく仕事です。動物たち
と触れ合いながら、自然の中で一緒に楽しく仕事を
して頂ける仲間を募集します。しあわせ乳業は、

岩手県宮古市田老字小堀内
１９－１５

しあわせ乳業　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

岩手県宮古市山口２丁目３
－１３

株式会社　ファミリ
ング

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

工作機械オペレーター／正
社員（トライアル併用求
人）

工作機械オペレーターは、コネクタ生産に必要な金
型や設備パーツを工作機械を使って加工するお仕事
です。日々の業務を通じ、各種の技能検定に挑戦す
ることもできます。加工に関する知識・技術が無く
ても、研修制度がありますので、ご安心ください。

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

介護員 介護サービス提供を行います。
・食事介助、排泄介助、入浴介助
・レクリエーションの企画、運営
・利用者の送迎、健康管理
介護員６名で施設利用者１５名の介護を行っていま

岩手県宮古市実田一丁目７
番２８号

有限会社　ライフ
ネットワーク

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

介護支援専門員／居宅介護
支援事業所

介護支援専門員として、主に以下の業務を行ってい
ただきます。
・利用者のケアプラン作成
・介護認定調査
・利用者宅への訪問相談業務など

岩手県宮古市山口２丁目３
－１３

株式会社　ファミリ
ング介護支援専門員

（ケアマネージャー）
雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護支援専門員 居宅介護事務所において下記の業務に従事していた
だきます。
・利用者様の暮らしをサポート
・プラン作成業務
・その他付随する業務

岩手県宮古市新町２－６ 介護サービス　株式
会社介護支援専門員

（ケアマネージャー）
雇用期間の定めなし

パソコン（ワード・エクセ
ル）基本操作のできる方

岩手県宮古市

営業 宮古、山田、岩泉、田野畑を中心に、以下の業務を
行っていただきます。
【営業内容】
・建設機械のリース及び販売のルートセールス
【営業業務に付随する事務処理内容】

岩手県宮古市根市第２地割
字中割目６番１

株式会社　ほくとう
宮古営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理員／紫桐苑 当法人が運営する特別養護老人ホームやデイサービ
スセンターにおいて、調理業務に従事していただき
ます。
・朝夕９０食程度、昼１１０食程度の調理となりま
す。

岩手県宮古市茂市第１地割
１１５番地１

社会福祉法人新里紫
桐会　特別養護老人
ホーム紫桐苑

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市



公害防止管理者 変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

1人 200,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03030- 1793011
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 検査業務経験あれば尚可 03030- 1794311
介護職員初任者研修修了者 変形（1ヶ月単位）
ホームヘルパー２級 (1)7時00分～15時45分

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

正社員以外 18歳以上 03030- 1796911

(1)9時30分～19時20分
1人 145,000円～160,000円 (2)9時30分～14時00分

正社員 35歳以下 03030- 1797111
介護福祉士 交替制あり

介護職員初任者研修修了者 (1)8時20分～17時20分
2人 あれば尚可 168,000円～184,800円 (2)16時30分～0時30分

(3)0時30分～9時30分

有期雇用派遣労働者 不問 ワード・エクセル基本操作 03030- 1799811

(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- 1800911
看護師 変形（1ヶ月単位）
准看護師 (1)8時30分～17時30分

2人 いずれか 180,000円～261,000円 (2)16時00分～9時00分

正社員 59歳以下 03030- 1801111
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 145,000円～148,000円 (2)10時00分～19時00分

(3)16時30分～9時30分

正社員以外 不問 03030- 1802711
介護福祉士あれば尚可 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
1人 142,000円～178,000円 (2)7時00分～16時00分

(3)10時00分～19時00分

正社員以外 18歳以上 03030- 1804211
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 146,625円～146,625円

正社員以外 不問 03030- 1805511
普通自動車免許一種 交替制あり
危険物取扱者（丙種） (1)7時00分～16時00分

1人 あれば尚可 181,298円～203,159円 (2)8時00分～18時00分
(3)9時00分～19時00分

正社員 不問 03030- 1807011
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

5人 150,584円～208,500円

正社員 18歳～40歳 03030- 1808311
看護師
准看護師 (1)8時30分～17時15分

1人 いずれか 207,000円～229,500円
普通自動車免許一種

正社員 不問 03030- 1810811
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
大型自動車免許 (1)8時00分～17時00分

5人 あれば尚可 138,000円～218,500円

正社員 64歳以下 03100- 1357111
１級土木施工管理技士 変形（1年単位）
２級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

2人 いずれか 180,000円～300,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 経験年数３年以上 03100- 1358711
変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～18時00分

1人 165,000円～205,000円 (2)9時00分～12時00分

正社員 59歳以下 簡単なＰＣ操作あり 04010-28278711
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
2人 233,250円～318,150円

正社員 不問 業務経験あれば尚可 05040- 3099211
変形（1ヶ月単位）

1人 180,000円～180,000円

正社員以外 不問 13130-12635111
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45分～17時15分

1人 二級自動車整備士 160,000円～240,000円
あれば尚可

正社員 59歳以下 03010-11223111
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～300,000円

車両系建設機械運転技能者

あれば尚可
正社員 59歳以下 工事現場施工管理等あれば尚可 03020-  945211

4

オイルシールの仕上げ・検
査

受注製品の型に加工されたオイルシールの仕上げ及
び検査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

水質管理員 ・工場内にある公害防止設備等の点検
・記録、評価、報告書作成等の業務
・オイルシール製造工（状況により）



岩手県下閉伊郡岩泉町小本
字長内２６

岩手アライ　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

受付事務 当医院において受付事務に従事していただきます。
○患者さんの受付、電話対応、予約管理、会計業務
○院内清掃等　　　　　　　　　　　　　　　　　
○その他付随する業務

岩手県宮古市小山田２丁目
７－６９　合同庁舎バス停
下車　徒歩３分

伊藤歯科医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職 施設入所者の生活介護業務を行います。
・入所者の日常生活の車椅子、歩行、食事介助や水
分補給、口腔清　拭、手洗い、排泄介助、オムツ交
換、入浴、更衣介助、寝具交換、臥床介助、ふれあ
いケアなど

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字中家４０番地


社会福祉法人　恩賜
財団済生会支部岩手
県済生会　特別養護
老人ホーム　百楽苑雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上） パソコン入力ができること
（初級程度）

岩手県下閉伊郡岩泉町

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

看護助手 派遣先の事業所において、下記の業務を行います。
・病院・介護施設内における看護助手・介護業務全
般
・患者さん及び施設利用者の方々の食事・入浴・排
泄介助

岩手県宮古市実田１丁目６
番６号

有限会社　メンテナ
ンス宮古　Ｍスタッ
フ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

介護職員／正社員以外（有
料老人ホーム）

有料老人ホーム入居者（定員２１名）の介護業務
・主に要介護１～３の方の介護となります。
・食事介助、配膳・下膳、排せつ介助、入浴介助、
通院介助（社用車使用）清掃等
※１年更新

岩手県宮古市刈屋第１２地
割３番地

特定非営利活動法人
愛福祉会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

看護師又は准看護師 当施設利用者への看護業務全般。利用者（定員／入
所者１００名）に対し、・医師の指示による医療処
置、看護、バイタルチェック、服薬管理　それらに
伴う記録や報告書作成　・健康相談　・その他付帯
する業務を行います。夜勤は看護師１名、介護職員

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

ＬＰＧ販売スタッフ ・ＬＰガスの保安点検、検針、ガス工事等
・検針エリアは岩泉町内と田野畑村となります
・その他付随する業務

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 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

介護職／グループホームい
わいずみ

グループホームいわいずみの入居者９名に対する、
介護サービスを提供して頂きます。
・入浴、排泄、食事、移動等の介助
・レクリエーションの企画運営
・その他、記録や送迎等の入居者様の生活支援全般

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

介護福祉士があれば
無期雇用契約となります

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 簡単なタブレット端末の

操作
岩手県下閉伊郡岩泉町

交通誘導警備員（正社員） 宮古・下閉伊地域の交通誘導警備に従事していただ
きます。
・主な現場は建設現場、工事現場
・現場へは直行直帰または乗合
・社用車の貸与も可能

岩手県宮古市金浜第４地割
６３番地１

有限会社　ニコニコ
警備保障

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ガソリンスタンド販売員 当社ガソリンスタンドでにおいて、下記の業務を
行っていただきます。
・車両の誘導、ガソリン・軽油の給油、タイヤ交換
・その他付随する業務全般
・２ｔタンクローリー車を運転できる方には、事業

岩手県下閉伊郡山田町船越
第６地割１５８－１

株式会社　荒川スタ
ンド

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

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

岩手県久慈市山形町荷軽部
第３地割１８

有限会社　谷地林業
土木部門

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

看護師、准看護師 訪問入浴に関わる看護業務をしていただきます。
・ご利用者のお宅に訪問しバイタルチェック、入浴
介助など
・訪問は入浴車（法人車）にて３名体制で行います

岩手県下閉伊郡山田町山田
第１５地割８２番地２

社会福祉法人　山田
町社会福祉協議会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

医療事務 ◎調剤薬局における業務全般
・調剤薬局における医療事務
・処方箋や医薬品に関する受付、会計業務
・レセプトコンピューターによる請求事務
・その他、付随する業務　

宮城県仙台市青葉区一番町
１丁目９－１仙台トラスト
タワー２４階

株式会社　アイン
ファーマシーズ　東
北支店　［アイン薬
局］雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

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

岩手県久慈市山形町荷軽部
第３地割１８

有限会社　谷地林業
土木部門

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

ドコモショップスタッフ＜
宮古千徳店＞宮古市

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

東京都江東区豊洲３丁目２
－２４　豊洲フォレシア

ＭＸモバイリング
株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 分野・業種を問わず

接客経験があるとなおよい
又は9時45分～19時00分
の間の7時間以上

岩手県宮古市

建設業全般作業員【現場：
岩手】

＊建設業全般での作業に携わっていただきます。
（解体、土木、鳶職、造園等の業務となります）
＊重機オペレーター業務（有資格者）
＊冬期間は市役所の依頼を受け、雪下ろしと雪下ろ
し後の排雪作業もしていただきます。

秋田県大仙市大曲金谷町１
９－３

株式会社　ａｒｍｓ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

技術員 ＊土木・舗装工事の管理業務全般。
＊工事の施工管理、工事計画作成、施工管理立案か
ら作業指示。
＊行政機関および発注者への提出書類作成。（パソ
コン貸与）

岩手県釜石市甲子町第５地
割６２番地１

株式会社　カネナカ
１，２級土木施工管理技士又は
１，２級建設機械施工技士

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

自動車整備スタッフ（宮古
営業所）

・主にトラック（１～４ｔ車）の車検や点検の業務
・定期点検、車検、故障時のメンテナンス等
・その他、上記に付随する業務および指示された業
務を行っていただきます。
＊最初は補助作業から始めていただきます。

岩手県盛岡市三本柳１－２
４

盛岡いすゞモーター
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市



普通自動車免許一種 変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

2人 176,000円～220,000円

正社員 59歳以下 03020-  946511
普通自動車免許ＡＴ 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 134,400円～147,000円 (2)8時30分～17時30分

正社員 59歳以下 03020-  975611
看護師 変形（1年単位）
准看護師 (1)8時30分～17時15分

1人 いずれか 250,000円～320,000円
普通自動車免許ＡＴ

正社員 不問 03020-  976911
車両系建設機械運転技能者

移動式クレーン運転士 (1)8時00分～17時00分
4人 259,200円～259,200円

正社員以外 不問 03021-  564011
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
1人 あれば尚可 180,000円～260,000円

正社員 64歳以下 03030- 1682111

(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- 1683711
交替制あり
(1)9時00分～19時00分

1人 150,000円～180,000円 (2)11時00分～21時00分

正社員 不問 03030- 1684811
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
2人 180,800円～226,000円

正社員 59歳以下 03030- 1686511
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

1人 138,854円～157,480円 (2)20時30分～5時30分

正社員以外 18歳以上 03030- 1687411
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～250,000円

正社員 59歳以下 03030- 1688011
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

2人 136,500円～139,500円 (2)11時00分～20時00分
(3)20時00分～5時00分

正社員 18歳～64歳 03030- 1689311
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)7時30分～16時00分
1人 165,000円～170,000円

正社員 59歳以下 03030- 1690111
看護師 変形（1ヶ月単位）
准看護師 (1)9時00分～18時00分

1人 いずれか 145,000円～200,000円 (2)17時30分～9時00分

正社員 不問 03030- 1691711
介護職員初任者研修修了者 変形（1ヶ月単位）

介護福祉士 (1)8時30分～17時30分
1人 ホームヘルパー２級 142,300円～158,200円

いずれか
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 介護業務経験あれば尚可 03030- 1693211
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- 1696011
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
２級建築施工管理技士 (1)8時00分～17時30分

1人 二級建築士 173,125円～253,917円
あれば尚可

正社員 64歳以下 建築現場経験あれば尚可 03030- 1697311
普通自動車免許一種 交替制あり
原動機付自転車免許 (1)8時30分～17時15分

4人 いずれか 154,080円～249,952円 (2)10時15分～19時00分
(3)12時15分～21時00分

正社員以外 不問 03030- 1699911
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
１級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

1人 ２級土木施工管理技士 160,000円～250,000円
建築士資格等あれば尚可

正社員 64歳以下 03030- 1700411

(1)8時30分～17時15分
2人 143,060円～210,320円 (2)6時30分～15時15分

(3)12時15分～21時00分

正社員以外 不問 03030- 1701011
調理師

あれば尚可
1人 185,000円～250,000円

正社員 64歳以下 飲食業の経験あれば尚可 03030- 1702311
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一般事務【山田町】 当社山田営業所において以下の業務に従事していた
だきます。
・電話応対、来客対応
・パソコンへのデータ入力
・その他、付随する関連業務など

岩手県釜石市甲子町第８地
割１２２番地１

株式会社　Ａ－ＬＩ
ＮＥ

雇用期間の定めなし
基本操作（エクセル等）、配
車経験・事務経験あれば尚可 岩手県下閉伊郡山田町

作業員 ＊土木・舗装工事施工作業全般の補助的作業。資器
材等の運搬など機械作業で困難な作業全般を担当し
て頂きます。
＊現場は主に釜石～山田管内での作業となります。
釜石・大槌・山田・宮古での各現場（稀に大船渡で

岩手県釜石市甲子町第５地
割６２番地１

株式会社　カネナカ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

重機オペレーター ○土木作業を行っていただきます。
○現在の現場は、岩泉付近（宿泊有り）となりま
す。
○建設関係の資格があれば尚可
※現場までは、社用車に乗り合いで移動します。

岩手県遠野市青笹町糠前２
９地割１－１

ＢＳ工業

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 車両系建設機械・移動式

クレーンの運転あれば尚可 岩手県下閉伊郡岩泉町、他

看護師（山田町） ◇訪問看護業務にかかる業務全般
＊利用者宅でのバイタルチェック、栄養管理、薬の
管理、家族への介護指導等を担当します。
＊医師と看護師スタッフで患者の情報を共有し、看
護記録の作成、また引き継ぎ・申し送り業務。

岩手県釜石市大町２丁目２
番２４号

株式会社　ウェル
ファー

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

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

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
＊現場は市内～下閉伊管内です。

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、他

現場作業員 各作業現場において、土木作業に従事していただき
ます。
・土砂の掘削や埋め戻し
・コンクリート打設立の作業
・その他付随する作業全般を行っていただきます。

岩手県宮古市太田１丁目８
番４号

株式会社　青山工業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

岩手県宮古市長根２丁目６
－９

海宝

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木工事監督 各作業現場において管理業務全般に従事していただ
きます。
・工程管理、安全管理、写真管理等
・パソコンを使用しての計画書作成
・報告書などの書類作成

岩手県宮古市太田１丁目８
番４号

株式会社　青山工業
土木施工管理技士又は
建設機械施工技士２級以

上雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

生産技術業務 当社において精密コネクター製造に関する業務とな
ります。
＊精密コネクターを製造する金型や自動組立機等、
設計から部品加工、プログラム作成や組み付けまで
全てを行います。

岩手県宮古市田鎖９地割５
５番地１

株式会社　エム・ア
イ・テイー　東北工
場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

ごみ収集作業員（助手） ゴミ収集車運転手の助手として、宮古市委託の廃棄
物の収集及び運搬を行う仕事です。
・集積場所で手作業でゴミを集積車に積み込みま
す。
・助手の仕事がメインですが、収集車の運転をお願

岩手県宮古市藤の川１４番
１５号

有限会社　ニコニコ
総合企業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

自動機オペレーター 組立オペレーション業務　主にスマートフォンや電
子機器向けコネクターの自動組立機操作です。立ち
仕事ですので体力が必要です。工程としては、１．
部品を機械へセット　２．タッチパネル操作による
稼働　３．コネクターの出来上がりを顕微鏡等で検

岩手県下閉伊郡田野畑村奥
地向６９番地【郵送先は別
住所】

有限会社　菊地電子
工業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員 ゆうゆうデイサービスサンターにおいて介護業務全
般を行っていただきます。
・送迎時及び入浴時の介助
・食事の介助及びトイレ誘導、見守り
・レクリエーション

岩手県宮古市八木沢第５地
割８５番地１

合同会社ライフサ
ポート・ゆうゆう

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師、准看護師 外来、入院妊産婦の看護業務を行います。
・医師の指示による妊産婦の看護全般
・状況により洗濯、雑務等
・夜勤時は、院内の定時巡回や電話応対、食事の配
膳等

岩手県宮古市田の神１丁目
３－７

伊東産婦人科医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

建築現場代理人補佐 建築技術者補佐として、当社請負現場に係る業務に
従事します。
・公共工事、建築工事の施工計画立案
・作業現場での工程管理
＊現場間の移動には、社用車を使用していただきま

岩手県宮古市田の神一丁目
２－３７

株式会社　佐々木建
設

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

設計および工務 当社は主に建築鉄骨や海洋鋼構造物を設計、施工し
ています
・パソコン（ＣＡＤ）の操作、設計打合せ同行、顧
客対応
・工場内での生産管理、品質管理、写真管理など

岩手県宮古市臨港通１番７
号

有限会社　佐々木鉄
工所

雇用期間の定めなし
ワード・エクセルの

操作ができる
岩手県宮古市

郵便外務 郵便物、ゆうパックの集配業務を行っていただきま
す。
・各ご家庭や事務所又はポストより集配業務
・端末機操作
・集配地区は宮古地区

岩手県宮古市栄町１－７ 日本郵便株式会社
郵便事業総本部　宮
古郵便局

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

料理長、料理長候補 ブーランジェリー　レ・ド・シェーブルがカフェ・
ビストロ　レ・ド・シェーブルに生まれ変わりまし
た！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します。

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10時30分～21時30分
の間の8時間

岩手県宮古市

看護補助員 ・患者様の日常生活に関わる業務をして頂きます。
診察介助、器具洗浄、殺菌作業、移動補助、入浴補
助、食事補助等
・医療環境の整備、整頓、物品に関する業務
・その他、搬送業務、メッセンジャー業務

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字中家１９－１

社会福祉法人　恩賜
財団　岩手県済生会
岩泉病院

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町



普通自動車免許一種 交替制あり
看護師 (1)8時30分～17時15分

2人 156,600円～258,800円 (2)16時30分～1時15分
(3)0時30分～9時15分

正社員以外 18歳以上 03030- 1703611
普通自動車免許一種

(1)8時15分～17時15分
1人 155,000円～165,000円

正社員 40歳以下 03030- 1704911
普通自動車免許一種
大型自動車免許 (1)8時00分～17時00分

2人 大型特殊自動車免許 195,300円～238,700円
あれば尚可

正社員以外 不問 03030- 1705111
普通自動車免許一種
二級自動車整備士 (1)9時00分～17時00分

1人 140,000円～140,000円 (2)9時00分～15時00分

正社員 25歳以下 03030- 1706711
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 145,500円～148,000円

正社員 45歳以下 03030- 1707811
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 145,500円～148,000円

正社員 59歳以下 ＬＰガス事業経験 03030- 1708211
普通自動車免許一種
危険物取扱者（乙種） (1)8時00分～17時00分

1人 あれば尚可 145,500円～148,000円

正社員 59歳以下 03030- 1709511
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時30分
1人 150,000円～200,000円

正社員 64歳以下 03030- 1710311
変形（1ヶ月単位）
(1)11時00分～22時00分

1人 200,000円～250,000円 (2)10時30分～14時30分

正社員以外 不問 03030- 1712911
変形（1年単位）
(1)8時45分～16時45分

1人 140,000円～160,000円 (2)8時45分～17時45分

正社員 30歳以下 03030- 1713111
変形（1年単位）
(1)9時00分～18時00分

1人 150,000円～165,000円 (2)11時00分～20時00分

正社員 64歳以下 03030- 1714711
変形（1ヶ月単位）
(1)8時15分～17時00分

2人 141,100円～141,100円 (2)11時00分～19時45分

正社員以外 不問 03030- 1715811
准看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時20分～17時20分
1人 169,700円～230,500円 (2)16時30分～0時30分

(3)0時30分～9時30分

正社員 18歳～59歳 03030- 1717511
作業療法士

(1)8時20分～17時20分
1人 203,000円～260,200円

正社員 59歳以下 03030- 1718411
理学療法士

(1)8時20分～17時20分
1人 203,000円～260,200円

正社員 59歳以下 03030- 1719011
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
5人 大型特殊自動車免許 158,667円～226,667円

あれば尚可

正社員 64歳以下 03030- 1720911
普通自動車免許ＡＴ

言語聴覚士 (1)8時30分～17時30分
2人 240,000円～500,000円

正社員 64歳以下 03030- 1721111
普通自動車免許一種
フォークリフト (1)8時30分～17時30分

1人 車両系建設機械運転技能者 150,000円～170,000円
あれば尚可

正社員 59歳以下 03030- 1722711
普通自動車免許ＡＴ

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

正社員 64歳以下 03030- 1723811
普通自動車免許ＡＴ

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

正社員 64歳以下 03030- 1725511
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一般事務 総務課にて社会保険、労務関係書類作成（パソコン
操作ワード・エクセル）が中心になります。電話、
メール、来客対応、外出用務、事務所内清掃等あり
ます。将来は給与計算も予定しております。

岩手県宮古市刈屋１１－８
０－３

刈屋建設　株式会社

雇用期間の定めなし
ワード・エクセルの

基本操作
岩手県宮古市

看護師 当院において看護業務に従事していただきます。
・入院病棟での看護業務や、診療の補助及び療養上
の介助など
＊夜勤の出来る方希望、夜勤専従も可能。＊就業時
間は相談に応じます。経験の浅い方でも応募可。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字中家１９－１

社会福祉法人　恩賜
財団　岩手県済生会
岩泉病院

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

自動車整備士 自動車整備にかかる業務を行います
・定期点検や車検に伴う整備、鈑金、部品取り外し
・タイヤ交換、洗車、引取りや納車業務など
＊先輩社員が丁寧に指導しますので、車に興味があ
る方ぜひ応募下さい。

岩手県宮古市大通３丁目１
－１３

和山自動車販売　株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

道路維持兼土木作業員 宮古・下閉伊地区の各現場において、道路維持等に
係る下記の業務を行っていただきます。
・国道の道路維持工事作業（アスファルト舗装補
修、標識やガードレール交換等）
・冬季の除雪作業

岩手県宮古市刈屋１１－８
０－３

刈屋建設　株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

ＬＰガス事業スタッフ／経
験者

・ガス販売事業に係る営業、検針、集金業務など
・ガス設備、配管工事他ガス器具、暖房器具等の修
理など

岩手県宮古市大通３－６－
３５

中屋石油　株式会社
設備・配管等資格

あれば尚可
雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ＬＰガス事業スタッフ ・ガス販売事業に係る営業、検針、集金業務など
・ガス設備、配管工事他ガス器具、暖房器具等の修
理など

岩手県宮古市大通３－６－
３５

中屋石油　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

木材加工（製造） 製造部にて、住宅木材の加工を業務を担当します。
・壁材の枠組みの製造作業
・木工機械に手作業で木材を並べ、機械を操作し釘
打、カット
・製品をパレットに移し９段５列に梱包、専用棚に

岩手県宮古市実田１丁目５
番１３号

株式会社　ヤマウチ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ガソリンスタンドスタッフ
（正社員）

当社のガソリンスタンド内（宮古給油所（大通）、
千徳給油所、黒森給油所のいずれか）において下記
の業務を行っていただきます。
・お客さまへの接客応対、給油、洗車等のサービス
業務

岩手県宮古市大通３－６－
３５

中屋石油　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務 当スクールにおいて下記の業務に従事していただき
ます。
・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

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

店長兼料理人 昼と夜の時間帯で地元食材を活かしたお料理を提供
するバルです。シフト管理や売上管理及び調理全般
を行っていただきます。
・食材の仕入れと発注
・仕込み、味付け、盛り付け等

岩手県下閉伊郡山田町中央
町５番地６

株式会社　びはん
コーポレーション

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） ｉＰａｄ、スマホ、パソコン

操作、調理経験 岩手県下閉伊郡山田町

看護助手 当病院において、下記の業務を行っていただきま
す。
・看護職員の指導のもと、病棟の環境整備
・入院患者さんの日常生活に関わる補助業務
・寝具交換、入浴介助、食事介助、着替え介助等

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）

岩手県宮古市

販売員（河南店） お菓子、ケーキ、パン等の販売
・来店したお客様応対、レジ、品出し
・箱詰め、ラッピング
・店内の清掃
＊長期間勤務できる方を希望します。

岩手県宮古市実田一丁目５
－１７

株式会社　日進堂
（ドーネル）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

作業療法士 山口病院又は介護老人保健施設における入所者・通
所者等のリハビリテーションに従事していただきま
す。
・作業治療を用いた心身の機能回復訓練や指導・援
助

岩手県宮古市山口五丁目３
番２０号

社団医療法人　新和
会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

准看護師 山口病院または介護老人保健施設における診療の補
助、療養上の世話をしていただきます。
・医療器具のメンテナンスや準備、服薬管理、生活
の見守り、医師の指示による看護業務全般
・状況により洗濯、雑務等

岩手県宮古市山口五丁目３
番２０号

社団医療法人　新和
会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

岩手県下閉伊郡岩泉町門字
中瀬５１番地１４

株式会社　畑中組

雇用期間の定めなし
建設機械運転等、

土木作業員経験あれば尚可 岩手県下閉伊郡岩泉町、他

理学療法士 山口病院又は介護老人保健施設における入所者・通
所者等のリハビリテーションに従事していただきま
す。
・身体機能や日常生活の基本的動作能力の回復・維
持・予防を目的とした運動療法や物理療法

岩手県宮古市山口五丁目３
番２０号

社団医療法人　新和
会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

技術員／みやこリサイクル
センター

宮古広域行政組合よりリサイクル施設運転管理業務
を受託し資源物保管庫等の運転業務を行っていま
す。
・分別回収された、缶ペットボトル等の再生資源物
の処理作業

岩手県宮古市保久田３－２
１

特定非営利活動法人
宮古地区いきいき
ワーキングセンター

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

言語聴覚士 ・入院及び外来患者様のリハビリテーション（言語
療法）
・患者様の自宅で行う訪問リハビリテーション（言
語療法）
・東日本大震災で被災された方々に対する生活支援

岩手県宮古市保久田８番３
７

特定医療法人　弘慈
会　宮古第一病院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

作業療法士 ・入院及び外来患者様のリハビリテーション（作業
療法）
・患者様の自宅で行う訪問リバビリテーション（作
業療法）
・東日本大震災で被災された方々に対する生活支援

岩手県宮古市保久田８番３
７

特定医療法人　弘慈
会　宮古第一病院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

理学療法士 ・入院及び外来患者様のリハビリテーション（理学
療法）
・患者様の自宅で行う訪問リハビリテーション（理
学療法）
・東日本大震災で被災された方々に対する生活支援

岩手県宮古市保久田８番３
７

特定医療法人　弘慈
会　宮古第一病院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市



准看護師 変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

1人 175,440円～340,680円

正社員以外 64歳以下 03030- 1726411
看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
3人 210,000円～470,000円 (2)15時00分～9時00分

正社員 18歳～64歳 03030- 1728311
社会福祉士

(1)8時30分～17時30分
1人 220,000円～316,000円

正社員 64歳以下 03030- 1729611
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 184,800円～346,500円

現場管理業務の経験者

正社員 64歳以下 パソコン操作ができる方 03030- 1730811
普通自動車第二種免許 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～17時00分
2人 137,454円～137,454円

正社員 64歳以下 03030- 1731211
変形（1年単位）
(1)8時10分～17時10分

1人 136,925円～136,925円

正社員 64歳以下 ワード・エクセル入力程度 03030- 1732511
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時15分

1人 143,867円～143,867円

正社員以外 不問 03030- 1733411
保育士 変形（1年単位）

(1)7時00分～16時00分
1人 175,000円～195,000円 (2)8時00分～17時00分

(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030- 1738111

(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- 1739711
普通自動車免許一種

(1)8時15分～17時15分
1人 174,800円～219,700円

正社員 64歳以下 03030- 1740511
歯科衛生士

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

正社員 不問 実務経験３年以上 03030- 1742011
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- 1743311
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時10分

3人 137,784円～139,000円

正社員以外 64歳以下 03030- 1745911
普通自動車免許ＡＴ 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 158,200円～192,100円

正社員 35歳以下 03030- 1747711
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
大型自動車免許 (1)8時00分～17時00分

1人 大型特殊自動車免許 180,800円～339,000円
自動車整備士
あれば尚可

正社員 64歳以下 03030- 1748811
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 197,500円～207,500円

二級ガソリン自動車整備士

あれば尚可
正社員 69歳以下 03030- 1749211

普通自動車免許一種
１，２級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

1人 ２級管工事施工管理技士 231,000円～359,000円
あれば尚可

※この他、仕事の内容欄参照

正社員 59歳以下 現場施工管理経験 03030- 1750011
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 大型自動車免許 185,334円～231,667円

２級管工事施工管理技士
あれば尚可

正社員 64歳以下 給排水工事作業経験あれば尚可 03030- 1751311
普通自動車第二種免許 交替制あり

大型自動車免許 (1)7時00分～16時00分
1人 あれば尚可 137,031円～137,031円 (2)8時00分～17時00分

(3)9時00分～18時00分

正社員 64歳以下 乗務員経験あれば尚可 03030- 1752611
交替制あり
(1)8時00分～17時00分

1人 140,834円～140,834円 (2)2時00分～11時00分

正社員以外 18歳以上 03030- 1753911

7

看護師／正社員 ・採血検査や各種注射の準備と実施
・高齢者の歩行介助や車椅子介助
＊医療療護病棟、回復期リハビリテーション病棟が
あります。＊リハビリ病棟：リハビリスタッフなど
様々な職種とチーム医療を展開し、患者様の社会復

岩手県宮古市保久田８番３
７

特定医療法人　弘慈
会　宮古第一病院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

准看護師／日勤 当院では医療療養病棟２病棟、回復期リハビリテー
ション病棟２病棟があります。
・各病棟３０～４０床看護業務全般　配属病棟は相
談のうえ決定いたします。
●パート勤務について、相談に応じます。

岩手県宮古市保久田８番３
７

特定医療法人　弘慈
会　宮古第一病院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

現場代理人 工事現場での管理業務全般を行います。
・現場代理人の業務を担当　・現場は主に宮古市内
弊社は公共工事（道路・ダム・下水道など）から、
一般の建築工事（新築・リフォーム）の他に、水道
や外構など、様々な種類の工事を行う会社です。

中型免許一種（８ｔ限定
含む・マニュアル必須）

岩手県宮古市山口１丁目２
－３１

沢与建設　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

社会福祉士 病院における社会福祉士業務全般を担当していただ
きます。
・入退院の調整、相談支援（他の病院・施設・家族
との連絡調整、院内調整、入院患者様の相談対応な
ど）

岩手県宮古市保久田８番３
７

特定医療法人　弘慈
会　宮古第一病院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務・資材・ＣＡＤ 主に官公庁の制服を製造しています。
【事務】パソコンを使用しての事務作業
【ＣＡＤ】パソコンを使用した作業補助
【資材】付属片のカットなど

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 タクシーでの旅客輸送業務を行っていただきます。
・出庫前の車両点検
・料金収受、乗務記録の記入
・車両の清掃作業等


岩手県宮古市大字津軽石５
－３２

有限会社　クボタタ
クシー

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

保育士 保育クラス担当者として保育所に入所している乳幼
児（０～６歳）の保育業務に従事していただきま
す。
・日常の遊び
・保育記録作成

岩手県下閉伊郡山田町八幡
町７－１

社会福祉法人光明福
祉会　山田第二保育
所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

クリンクルー（崎鍬ヶ崎）
１

請負先施設内において、以下の業務を行っていただ
きます。
・掃除機・モップ・ホーキ・タオル等を使って廊
下、階段、各部屋（病室含む）、トイレ等の掃除、
ゴミの回収を行います

岩手県宮古市長町１丁目９
－１７

リアス環境管理　株
式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

主任介護支援専門員／正社
員

各センターにおいて、以下の業務を行っていただき
ます。
・地域に暮らす人たちの介護予防
・日々の暮らしのサポートをする地域包括支援セン
ターの業務

岩手県宮古市小山田２丁目
９－２０

社会福祉法人　宮古
市社会福祉協議会介護支援専門員

（ケアマネージャー）
雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

機械オペレーター 電子機器に使われるコネクター向け金型用パーツ加
工、製作　図面を見ながら専用機を使用し金属を成
形していく仕事です。○試用期間中（３ヶ月）は図
面の見方、機械の操作方法など研修が主となりま
す。その後、個人レベルに応じ担当部署を決定いた

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

コネクタ製造自動機・成形
機オペレータ

電子部品（コネクタ）製造自動機オペレータ業務、
インサート成形（金型と樹脂を一体化させる方法）
機オペレータ業務
・自動組立機、インサート成形機、モールド品自動
検査機を用い、安定した稼働を支える重要な仕事で

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

歯科衛生士 当院において歯科衛生士業務に従事します。
・主に歯科医師の治療の補助、歯周病検査、ブラッ
シングなど口腔衛生指導　・その他関連する業務を
行っていただきます。―就業時間：相談に応じます
―　　直接の問い合わせはご遠慮願います

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第２地割１０５－１

留理歯科医院

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

土木施工管理補助 土木施工における現場管理の補助を行いながら業務
を覚えていただきます。
・一般住宅から道路・河川などの公共事業の工事現
場において測量補助
・品質・工程管理やそれに伴うＰＣ操作、書類作成

岩手県下閉伊郡田野畑村羅
賀２６８－１

佐藤建設　株式会社

雇用期間の定めなし
ＰＣ操作（ワード・エクセ

ル）ができる方
岩手県下閉伊郡岩泉町、他

水産加工員 水産加工に従事していただきます。
・主にイカの冷凍加工（胴、ゲソに分別、袋詰め
等）
・鮭、ブリ等のフィレー加工（機械で捌き処理され
た鮭の骨、ヒレ等の取り除き、パッキング等）

岩手県下閉伊郡山田町境田
町３－１９

石山水産　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

自動車整備士／有資格者 自動車整備士として業務に従事していただきます。
・車検や整備の業務
・タイヤ交換
・お客様への説明
・車両の引き取り及び納車

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

三級自動車ガソリン・
エンジン整備士

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

法面作業員 道路や河川など、各現場において法面作業全般を行
います。
・主に斜面から降りながらの高所作業やその他現場
作業となり、体力を必要とします
・現在、田野畑・岩泉・宮古が主な現場

岩手県下閉伊郡田野畑村羅
賀２６８－１

佐藤建設　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

配管工および土木作業員 給排水設備工事および上下水道工事全般に従事して
いただきます。
・一般住宅、公共工事等の給排水工事
・上下水道、衛生配管工事
・上記に付随する業務

岩手県下閉伊郡山田町長崎
４丁目１２番２６号

株式会社　堀合建設

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 ・土木工事、舗装工事、管工事現場の施工管理、現
場監督
・安全管理、パソコンを使用し書類の作成
・現場状況の写真管理、完成図書の作成


岩手県下閉伊郡岩泉町袰綿
字浦場６５－１

有限会社　澤里土木
工業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

牛乳製造 当公社の牛乳加工場において、牛乳加工等の作業を
担当
・生乳の殺菌、充填　・使用した機器の洗浄
・牛乳、乳製品等の出荷業務
○正社員への登用制度もあります

岩手県下閉伊郡田野畑村尾
肝要３９－１

一般社団法人　田野
畑村産業開発公社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡田野畑村

タクシー乗務員 タクシー乗務業務、スクールバス等での送迎業務
・主な業務は、タクシーの運転
・出庫前の車両点検
・料金収受
・乗務記録

岩手県下閉伊郡山田町中央
町６番２７号

有限会社　マリンタ
クシー

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町



８トン限定中型自動車免許

(1)8時00分～17時00分
5人 133,985円～176,185円 (2)8時00分～12時00分

正社員以外 64歳以下 03030- 1754111
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 184,800円～184,800円

正社員 64歳以下 土木作業経験 03030- 1756811
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
１級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

1人 ２級土木施工管理技士 170,000円～350,000円
あれば尚可

正社員 64歳以下 03030- 1757211
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 173,250円～249,480円

正社員 64歳以下 03030- 1758511
普通自動車免許一種
移動式クレーン運転士 (1)8時00分～17時00分

3人 大型特殊自動車免許 164,800円～247,200円
玉掛け技能講習修了者尚可

正社員 不問 クレーンオペレーター経験者 03030- 1759411
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
１級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

1人 ２級土木施工管理技士 250,000円～300,000円
１級建設機械施工技士
２級建設機械施工技士

正社員 64歳以下 経験者 03030- 1760611
准看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
2人 180,000円～360,000円 (2)15時00分～9時00分

正社員 18歳～64歳 03030- 1761911

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

正社員 64歳以下 03080- 1666911
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
大型自動車免許 (1)8時00分～17時00分

2人 車両系建設機械運転技能者 181,600円～181,600円

正社員 59歳以下 重機運転経験 03100- 1302011
交替制あり
(1)10時00分～19時00分

1人 188,160円～196,560円 (2)10時30分～19時30分
(3)11時00分～20時00分

有期雇用派遣労働者 不問 04010-28080611
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

5人 車両系建設機械運転技能者 240,000円～312,000円
あれば尚可

正社員 65歳以下 04060- 1949611

8

土木作業員兼きのこ栽培作
業員

○土木作業員
建設現場においての土木作業全般。
・解体工事・舗装工事を主としており、建築物の取
り壊し、廃棄物の撤去・運搬、整地など
・２ｔ車・４ｔ車の運転

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第１
１地割３２番地２

株式会社　マルイ舗
装

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

作業員 当社請負現場において、土木作業に従事していただ
きます。
・公共工事等の現場（山田町、宮古市他）
・現場へは社用車にて乗合、または直行直帰
・資格お持ちの方にはバックホー等重機作業をお願

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

土木施工管理技士 図面の作成、施工管理及び現場管理に従事します。
・河川や道路工事の現場が多く、主に山田町内・宮
古市内の現場
・１人１現場を受け持ちます。
・その他、工事関連書類や写真の整理・管理等

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

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

移動式クレーンオペレー
ター

建設現場（トンネル、橋工事など）等での作業
・重量物のつり上げ、降ろし作業移動式クレーンの
オペレーター
※クレーンの種類は、１３、２５、５０、６５、７
０ｔがあります　※玉掛けの資格があれば尚可

岩手県宮古市藤原１丁目２
－１１

有限会社　佐藤ク
レーン

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木技術者／有資格者 土木工事の現場管理を行います。主に道路工事、水
道工事などを請け負っています。
・書類作成
・現場代理人として施工管理及び指揮監督業務


岩手県宮古市小山田三丁目
６－７

三浦重機　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

准看護師／正社員 ・採血検査や各種注射の準備と実施
・高齢者の歩行介助や車椅子介助
＊医療療護病棟、回復期リハビリテーション病棟が
あります。＊リハビリ病棟：リハビリスタッフなど
様々な職種とチーム医療を展開し、患者様の社会復

岩手県宮古市保久田８番３
７

特定医療法人　弘慈
会　宮古第一病院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

山田町商工会　共済・福祉
制度推進スタッフ

・商工会議所（商工会）会員企業に対する、生命保
険による従業員の福利厚生制度（退職金、忌慰金）
のコンサルティング営業
・経営者のリスク管理や事業承継、資産管理などの
アドバイスや保険設計

岩手県大船渡市盛町字中道
下２‐２５　大船渡商工会
議所会館１階

アクサ生命保険　株
式会社　盛岡支社
大船渡営業所

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

重機オペレーター（建設現
場）

◆久慈管内、宮古方面の各工事現場にて建設機械
（バックホー、タイヤローラー、タイヤショベル、
グレーダー等）の運転業務を行っていただきます。
※現場の状況によっては、上記運転の他に土木作業
を手伝う場合もあります。

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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

大手家電量販店でのスマホ
受付案内【宮古市】

【大手家電量販店での携帯販売のお仕事】店舗に来
られたお客様のご用件を聞いたり、順番にカウン
ターまでご案内する受付・案内業務からスタート！
▼慣れてきたら・・・＊各種端末の商品説明＊サー
ビス内容や料金プランのご案内＊新規申込受付（契

宮城県仙台市青葉区本町２
丁目３－１０　仙台本町ビ
ル７階

株式会社　アイヴィ
ジット　東北支店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

重機オペレーター又は土木
作業員

○メガソーラー発電所工事で送電線の地下埋設管の
道路掘削・土運搬・管路埋設・埋戻し作業等・仮舗
装工事の作業です。手元作業になります。
※県外への長期出張があります。（岩手県宮古市）

宮城県栗原市若柳字上畑岡
大森８２番地４

株式会社　白神土木
総建

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市


