
登録販売者(一般医薬品) 交替制あり

1人 185,000円～270,000円

正社員 18歳～59歳 01240-17832511
登録販売者(一般医薬品) 交替制あり

1人 185,000円～270,000円

正社員 18歳～59歳 01240-17868011

(1)8時00分～16時45分
2人 173,600円～208,320円

正社員 59歳以下 03010-18622811
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)18時00分～9時00分
1人 158,000円～170,000円 (2)9時00分～18時00分

正社員 40歳以下 03010-18500811
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 03010-18516111

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 149,296円～149,296円 (2)10時30分～19時15分

正社員以外 不問 03010-18394311
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 あれば尚可 175,000円～240,000円 (2)10時30分～19時15分

正社員 59歳以下 03010-18397111
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- 2898811
司書

あれば尚可 (1)8時30分～17時15分
1人 145,500円～171,600円

正社員以外 不問 03030- 2899211
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)6時30分～14時30分
2人 185,000円～185,000円 (2)14時00分～22時00分

(3)22時00分～7時00分

正社員 18歳～35歳 03030- 2901711
変形（1年単位）

1人 162,000円～228,000円

正社員 59歳以下 ワード・エクセル操作 03030- 2902811
変形（1年単位）

1人 162,000円～228,000円

正社員 40歳以下 03030- 2903211
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 移動式クレーン運転士 173,750円～254,834円

玉掛技能者
あれば尚可

正社員 不問 土木作業の経験あれば尚可 03030- 2890511
看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
1人 204,000円～428,400円

正社員以外 64歳以下 03030- 2891411
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)6時00分～15時00分
2人 150,000円～220,000円

正社員 45歳以下 03030- 2892011
看護師
准看護師 (1)8時15分～17時15分

1人 いずれか 170,000円～285,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03030- 2873811
普通自動車免許一種

介護福祉士 (1)8時15分～17時15分
1人 161,000円～215,000円

正社員 64歳以下 基本的なＰＣ操作 03030- 2874211
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 車両系建設機械運転技能者 180,000円～300,000円
２級管工事施工管理技士

あれば尚可
正社員 59歳以下 配管工経験あれば尚可 03030- 2878311

1

配管工 水道施設設備配管、管設備、土木工事等の配管作業
全般。・給排水など衛星配管の設備配管、管工事な
ど　＊一般住宅から公共工事まで幅広く行っていま
す。＊現場は主に市内および県内　※経験・中型免
許があれば尚可。

岩手県宮古市津軽石第１４
地割３８－４

有限会社　山舘設備
工事

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

訪問介護員サービス提供責
任者

利用者宅を訪問し、介護サービス全般（入浴・排
泄・食事の介助・調理・清掃等の生活全般にかかる
援助）の業務に従事していただきます。利用者宅へ
は私用車で移動となります。最初は二人一組での研
修期間があります。

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

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
経験者が指導しますので訪問看護未経験でも応募可
能です※自家用車使用の場合はガソリン代を支給。

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

水産加工員 水産加工業務を担当していただきます。
・主にホタテの加工（殻付きホタテの箱詰め、殻む
き、貝柱のパック詰め）
・時期により鮮魚の選別、箱詰め、ウニ、アワビ、
いくらの加工もあります。

岩手県下閉伊郡山田町川向
町１６８

株式会社　川石水産

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

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

土木作業員 各現場において、下記の業務に従事して頂きます。
・道路工事…土砂の掘削、盛り上げ等の作業
・その他土木工事…基礎工事等
○お持ちの免許、資格等に合わせた業務となりま
す。

岩手県下閉伊郡山田町長崎
４丁目１２番３５号

澤田工建　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

ゴルフ用品販売員（正社
員）

ゴルフパートナー宮古カントリークラブ店において
下記業務を行います。
・接客、レジ業務　・商品の陳列、補充、在庫管
理、発注　・商品の発送（チェーン店間）　・電話
応対　・その他付随する業務

岩手県宮古市崎山第４地割
８６－３

株式会社　宮古カン
トリークラブ

雇用期間の定めなし
又は7時00分～17時00分
の間の7時間程度

岩手県宮古市

基本操作、ワード・エクセ
ル・オンライン対応が

可能なこと

ゴルフ場フロント（正社
員）

ゴルフ場のフロントにおいて、下記業務を行いま
す。
・お客さまのチェックイン、チェックアウト、清算
業務　・電話対応、予約管理　・パソコン（ワー
ド、エクセル）を使用した書類の作成作業

岩手県宮古市崎山第４地割
８６－３

株式会社　宮古カン
トリークラブ

雇用期間の定めなし
又は6時30分～17時00分
の間の7時間程度

岩手県宮古市

フロント業務（夜勤あり） ビジネスホテルのフロント業務。
・宿泊予約の受け付け、来客・宿泊客対応　・宿泊
料金の精算業務　・顧客管理などに伴うパソコン簡
易操作　・問合せ等の電話対応などを行っていただ
きます。

岩手県宮古市新町２－５ 有限会社　熊安旅館
（宮古セントラルホ
テル熊安）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務補助員／（会計年度任
用職員）

総務課の事務作業補助の業務全般を行っていただき
ます。・文書等作成補助　・各種資料作成などには
パソコン（ワード・エクセル）を使用します　・そ
の他付随する業務（健康診断・図書室業務）　※採
用開始時期は採用確定後に本人と相談のうえ決定

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

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す。○介護業務未経験
の方や資格が無い方の応募歓迎します。

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

パソコン操作（ワード・エク
セル）操作の出来る方

検査業務（宮古市） 下記の検査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）　・その他、付随する業務

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

臨床検査集材業務（宮古
市）

医療機関（病院・医院）から血液・尿等の検査物等
を集配する業務及び付帯する業務を行っていただき
ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　
＊簡単なパソコン操作有り。＊社用車（軽自動車～
小型車）を使用します。

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

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、整理作業　・整備士からの指示による整
備作業補助。

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

警備職（機械警備）／正社
員／宮古市

契約先施設（会社事務所・工場・個人宅等）から侵
入や火災等の異常警報を受信した際にパトロール
カーで現場に急行し、警察や消防と連携しながら被
害の拡大防止を図ります。


岩手県盛岡市津志田西一丁
目２４－１５

ＡＬＳＯＫ岩手　株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木作業員／正社員（宮古
市）

・道路におけるセンターライン、サイドラインや横
断歩道を引いたり、店舗の駐車場ライン引き作業を
します。また「止まれ」等の標識、ガードレール、
カーブミラー等の交通安全に関わる施設の設置作業
を行います。・各作業現場まで車の運転をします。

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

登録販売者　ツルハドラッ
グ宮古南町店（岩手県宮古
市）

ドラッグストアにおいて、医薬品日用品等の接客販
売・商品管理・マネジメント等の業務全般に従事し
ていただきます。
※登録販売者の資格を有する者に限る

北海道札幌市東区北２４条
東２０丁目１番２１号

株式会社　ツルハ
（ツルハドラッグ）

雇用期間の定めなし
又は8時30分～22時30分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

登録販売者としての管理者要
件を満たしている方

直近５年以内に２年以上の実
務経験（月８０時間以上の勤

務実績）

事業所名
求人番号

登録販売者　ツルハドラッ
グ宮古中央店（岩手県宮古
市）

ドラッグストアにおいて、医薬品日用品等の接客販
売・商品管理・マネジメント等の業務全般に従事し
ていただきます。
※登録販売者の資格を有する者に限る

北海道札幌市東区北２４条
東２０丁目１番２１号

株式会社　ツルハ
（ツルハドラッグ）

雇用期間の定めなし
又は8時30分～22時30分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

登録販売者としての管理者要
件を満たしている方

直近５年以内に２年以上の実
務経験（月８０時間以上の勤

務実績）

（9月10日時点の内容です）

９月６日　から　　９月１０日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は９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

◎ 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９月１６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 161,700円～161,700円

正社員 59歳以下 03030- 2879611
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

1人 140,000円～165,000円 (2)16時00分～9時00分

正社員 59歳以下 03030- 2881211
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- 2882511
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 141,614円～141,614円

正社員以外 不問 03030- 2883411
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
1人 162,500円～260,000円

牧場での作業経験
トラクター運転経験

正社員以外 不問 あれば尚可 03030- 2884011
大型自動車免許

小型移動式クレーン (1)7時30分～16時30分
1人 車両系建設機械(整地・運搬・積

込)
193,500円～193,500円

玉掛技能者、いずれか

正社員 64歳以下 03030- 2889711
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 180,800円～180,800円

正社員 59歳以下 重機運転経験 03100- 2204811
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 146,880円～146,880円

正社員 59歳以下 03100- 2220711
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
2人 あれば尚可 234,000円～280,800円

正社員 不問 土木経験者 03100- 2179011
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
移動式クレーン運転士 (1)8時00分～17時30分

1人 中型自動車免許 161,000円～270,000円
２級建設機械整備技能士
玉掛け、あれば尚可

正社員 59歳以下 機械のメンテナンス,修理経験 03060- 4756011
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
移動式クレーン運転士 (1)8時00分～17時30分

1人 中型自動車免許 141,000円～195,000円
２級建設機械整備技能士
玉掛け、あれば尚可

正社員 59歳以下 03060- 4757311
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時15分
3人 165,100円～206,200円

正社員 40歳以下 04010-47387811
普通自動車免許一種

交通誘導警備業務検定２級 (1)8時00分～17時00分
3人 あれば尚可 154,000円～220,000円

正社員 18歳～64歳 交通誘導経験あれば尚可 03010-18274111
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
5人 177,900円～193,000円

正社員 18歳～25歳 03010-18294511
変形（1ヶ月単位）
(1)5時00分～14時00分

1人 141,100円～141,100円 (2)10時30分～19時30分

正社員以外 不問 調理経験あれば尚可 03030- 2848711
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- 2849811

(1)8時30分～17時30分
1人 180,000円～240,000円

正社員 35歳以下 03030- 2850411
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時00分
2人 140,000円～180,000円

正社員以外 不問 03030- 2851011
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- 2853611
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- 2854911

2

介護職 介護の入所施設において介護業務全般を担当しま
す。
・各担当部署で利用者の方の入浴、食事、排泄等の
身体介護　・レクリエーションの実施　・運転及び
送迎介助など　※夜勤は４人体制となります。

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
介護経験３年以上

あれば尚可
岩手県下閉伊郡山田町

配管工補助員 水道施設設備配管、管設備、土木工事等の配管作業
全般の補助。
・給排水など衛生配管の設備配管、管工事など
＊一般住宅から公共工事まで幅広く行っています。
＊現場は主に市内および県内

岩手県宮古市津軽石第１４
地割３８－４

有限会社　山舘設備
工事

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

製品検査 様々な電子機器に組み込まれている電子部品の製品
検査業務を担当していただきます。顕微鏡や測定器
を使い、製品の外観・寸法等の検査を行います。＊
勤務時間について：１日７時間労働も可能です。ご
相談下さい。

岩手県宮古市津軽石１４ー
９７－２

ジュピター工業　株
式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

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　○ボイラー運転
経験があれば尚可

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

大型運転手 主に以下の業務を行っていただきます。
［ブロック運搬］
・大型トラック（７ｔ）による運搬、積み下ろし
運行範囲…宮古～県南、気仙沼
必要資格…小型移動式クレーン、玉掛

岩手県宮古市田老字乙部２
４７－２８

有限会社　平内運送

雇用期間の定めなし
大型運転業務１年以上の

経験
岩手県宮古市

牧場管理／長嶺牧場 長嶺牧場において以下の業務に従事していただきま
す。・育成牛の飼養業務全般　・牧草収穫作業　・
その他付随する業務　○正社員への登用制度あり
○牧場での作業経験、トラクター運転経験がある方
は、採用面で優遇します

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

移動販売員 【主な業務内容】
＊鮮魚などの商品を保冷車で販売、接客、金銭授受
＊商品の品出し、陳列及び補充　＊後方付けなど、
上記に付随する業務　＊お客様より注文を受けた商
品の配達など（牛乳・ヨーグルトなど）

岩手県下閉伊郡普代村第１
３地割字普代１４０番地４

有限会社　マルコシ
商店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

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

メンテナンスエンジニア
（宮古営業所）

建設機械及び車両等（油圧ショベル、発電機、ダン
プ等）のメンテナンス、修理業務を行って頂きま
す。入出庫業務や出張整備、配送等を含みます。

岩手県奥州市水沢工業団地
１丁目５

株式会社　セントラ
ル

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

建築・土木作業員 ◆公共工事、一般工事に係る建築・土木作業
＊住宅（新築・リフォーム）、事務所、工場、店舗
等の基礎工事に係る型枠工事、鉄筋工事、土工工
事、コンクリート工事、左官工事等


岩手県九戸郡野田村大字野
田１９地割１３７

広内コンクリート工
業　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

技術職 電気設備、通信設備、ネットワーク設備等の保守点
検業務全般に従事していただきます。

宮城県仙台市青葉区二日町
６－１２　ＭＳビル７Ｆ

株式会社　ケーネス
東北支店

雇用期間の定めなし
Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄなどの

基本的な入力スキル
岩手県宮古市

サービス（宮古営業所） 建設機械及び車両等（油圧ショベル、発電機、ダン
プ等）のメンテナンス、修理業務を行って頂きま
す。入出庫業務や出張整備、清掃業務、配送等も含
めます。＊先輩社員が懇切丁寧にお教えします。

岩手県奥州市水沢工業団地
１丁目５

株式会社　セントラ
ル

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般職（警備職） 営業所で総合セキュリティサービスを担当する基幹
人材を目指していただきます。（１）施設警備：学
校やオフィスビル・鉄道など建物での巡回・出入り
管理など（２）雑踏警備：お祭りやスポーツイベン
ト等イベント会場での安全確保

岩手県盛岡市清水町１２－
３３　リバーサイドＴＡＮ
ＴＡＮ１Ｆ

東洋ワークセキュリ
ティ　株式会社　盛
岡営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

交通誘導・イベント警備業
務（宮古営業所）

・一般道路での車両の誘導業務です。・時々、イベ
ントで駐車場の整理等もあります。・主な現場は宮
古市近郊です。・現場へは会社から社用車でまと
まって行きます。（自身の車を使用した場合ガソリ
ンが支給になります）　＊未経験者には指導します

岩手県盛岡市上堂３丁目１
９－４

桜心警備保障　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

調理員 当病院において、下記の業務を行っていただきま
す。・入院患者２３５名の調理業務　・主に盛り付
け、配膳、下膳、食器洗浄機による作業　調理員は
２０名で交代勤務です。入職後は業務を行いながら
責任を持って指導しますので未経験者の方でも安心

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

事務および現場業務 当組合は総務、共済、指導、購買、販売、自営があ
ります。主に下記の業務があります。・一般事務、
共済の手続き、船の登録・許可にかかる事務　・ガ
ソリンスタンドでの販売、船への給油　・うにや鮑
など水揚げに関する現場作業等

岩手県下閉伊郡岩泉町小本
字家の向２２１－１

小本浜漁業協同組合

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 簡単なパソコン操作（ワー

ド・エクセル基本操作）
岩手県下閉伊郡岩泉町

製造スタッフ（機械オペ
レーター）

・製造機械のオペレーション（操作）が主な業務に
なります。・２輪車、４輪車、産業機械に使用され
る金具の製造を主に行います。
＊先輩社員が指導しますので、安心してご応募くだ
さい。

岩手県下閉伊郡岩泉町猿沢
日向前１１４－１

特殊バネ株式会社
岩手工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

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
いします

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

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　＊お持ちの資格、免許等により２ｔ・４ｔト
ラックや大型ダンプ、重機オペレーターなどを担当

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



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- 2855111
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- 2856711
交替制あり
(1)8時00分～17時00分

10人 152,700円～152,700円 (2)20時00分～5時00分

正社員 35歳～54歳 03030- 2858211
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 181,000円～273,000円

正社員 59歳以下 03030- 2860311
保育士 変形（1ヶ月単位）

1人 153,800円～184,300円

正社員 59歳以下 03030- 2861611
保育士 変形（1ヶ月単位）

1人 153,800円～184,300円
あれば尚可

正社員 59歳以下 03030- 2862911
保育士 変形（1ヶ月単位）

1人 153,360円～170,400円
あれば尚可

正社員以外 59歳以下 03030- 2863111
保育士 変形（1ヶ月単位）

1人 153,800円～184,300円
あれば尚可

正社員 59歳以下 03030- 2864711
保育士 変形（1ヶ月単位）

1人 153,360円～170,400円
あれば尚可

正社員以外 59歳以下 03030- 2865811
管理栄養士 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
1人 195,000円～261,000円

正社員 59歳以下 03030- 2867511
歯科衛生士 変形（1ヶ月単位）

(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- 2868411
調理師 変形（1ヶ月単位）

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

(3)5時00分～14時00分

正社員以外 不問 03030- 2869011
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

正社員 69歳以下 04010-46768711
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 04010-46816511
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～16時30分
1人 182,000円～182,000円 (2)21時00分～5時30分

正社員 40歳以下 03010-18178111

(1)8時30分～17時00分
1人 166,834円～200,200円 (2)8時30分～12時00分

正社員 不問 パソコン基本操作 03030- 2837611
薬剤師 交替制あり

(1)9時00分～18時00分
2人 450,000円～600,000円 (2)9時00分～12時30分

正社員 59歳以下 簡単なキーボード入力 03030- 2838911
フォークリフト

車両系建設機械運転技能者 (1)8時30分～17時30分
1人 あれば尚可 150,000円～170,000円

普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 03030- 2840211
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)9時00分～17時40分
1人 151,000円～181,000円

正社員 40歳以下 03030- 2841511
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 (1)8時00分～17時00分
2人 大型自動車免許 186,400円～396,100円

あれば尚可
運転免許はＡＴ限定不可

正社員 18歳～64歳 土木作業経験(解体等含む) 03030- 2843011

3

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

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

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５名

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

製造機械オペレーター【就
職氷河期世代限定求人】

製造機械オペレーターは成形機、組立機という機械
を使ってコネクタを生産するお仕事です。作業場所
は温湿度管理されたクリーンルーム内でタッチパネ
ルを使った機械操作が中心作業になります。付随業
務としては材料供給、金型・設備のメンテナンス、

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

保育教諭・保育士／あかま
えこども園／正社員

園児の保育業務全般を行っていただきます。
・保育実務　・日誌や園児の連絡ノート記載
・各計画の作成　・園児の安全、健康管理業務
・ほか、行事等の準備や環境整備など
＊担当クラス等は採用後に決定となります。

岩手県宮古市赤前第３地割
１４－１１

社会福祉法人　慈愛
会　あかまえこども
園

幼稚園教諭免許
（専修・１種・２種）

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

岩手県宮古市

保育士／正社員 園児の保育業務全般を行っていただきます。
・保育実務　・日誌や園児の連絡ノート記載
・各計画の作成　・園児の安全、健康管理業務
・ほか、行事等の準備や環境整備など
＊担当クラス等は採用後に決定となります。

岩手県宮古市津軽石第４地
割４０番地８

社会福祉法人　慈愛
会　津軽石保育所

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

岩手県宮古市

保育教諭・保育士／あかま
えこども園さくらんぼ分園
／正社員

園児の保育業務全般を行っていただきます。
・保育実務　・日誌や園児の連絡ノート記載
・各計画の作成　・園児の安全、健康管理業務
・ほか、行事等の準備や環境整備など
＊担当クラス等は採用後に決定となります。

岩手県宮古市赤前第３地割
１４－１１

社会福祉法人　慈愛
会　あかまえこども
園

幼稚園教諭免許
（専修・１種・２種）

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

岩手県宮古市

保育教諭・保育士／あかま
えこども園／正社員以外

園児の保育業務全般を行っていただきます。
・保育実務　・日誌や園児の連絡ノート記載
・各計画の作成　・園児の安全、健康管理業務
・ほか、行事等の準備や環境整備など
＊担当クラス等は採用後に決定となります。

岩手県宮古市赤前第３地割
１４－１１

社会福祉法人　慈愛
会　あかまえこども
園

幼稚園教諭免許
（専修・１種・２種）

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

岩手県宮古市

管理栄養士 当施設の入所者（１００人）および通所リハビリ
テーション利用者（６０人）に対する、食事の管理
を行って頂きます。主な業務は、献立作成と栄養マ
ネジメントとなります。また、要介護高齢者の状況
を確認したうえでの調理指示も行います。

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
ほえみの里タブレット端末・パソコン入

力があり、スマートフォン等
を使える程度のスキルが必要

です。

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

保育士／あかまえこども園
さくらんぼ分園／正社員以
外

園児の保育業務全般を行っていただきます。
・保育実務　・日誌や園児の連絡ノート記載
・各計画の作成　・園児の安全、健康管理業務
・ほか、行事等の準備や環境整備など
＊担当クラス等は採用後に決定となります。

岩手県宮古市赤前第３地割
１４－１１

社会福祉法人　慈愛
会　あかまえこども
園

幼稚園教諭免許
（専修・１種・２種）

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

岩手県宮古市

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

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第９
地割３９番地２７

医療法人　仁泉会
介護老人保健施設ほ
ほえみの里

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

歯科衛生士 介護老人保健施設ほほえみの里にて、利用者様に対
する口腔機能の維持向上サービスの提供をお願いい
たします。入所者（１００名）通所者（６０名）の
うち、自力で口腔衛生を保つことが困難な要介護高
齢者に対して、口腔ケアを実施して頂きます。

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 タブレット端末等の操作（ス
マートフォン等）が

できる方。 岩手県宮古市

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

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　・道
路、下水道、河川、護岸、橋梁、造成工事　＊６０
歳以上の方応募可（会社規定あり、詳細は面接時）

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
建設現場での実務経験

ＣＡＤ使用経験あれば尚可
岩手県宮古市、他

事務／歯科技工所 当社は歯科医院、病院より受注を受け製品の製作納
品しています・専用ソフトを使用し製品の伝票、請
求書作成　・従業員給与計算　・電話、来客対応
・事務所内、作業室清掃＊パート勤務も相談可　勤
務日数・就業時間・休日等について相談に応じます

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

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

鉄道軌道工事作業員（宮古
軌道センター）

＜鉄道軌道工事＞
・電車の線路（レール）や枕木の交換作業の補助業
務
・道床（レールを敷く地面）の砂利を平らにする作
業

岩手県岩手郡雫石町板橋３
５－２

盛岡軌道工業　株式
会杜

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　・持込される缶、ペットボトル、
段ボール等の受取、選別、圧縮、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

薬剤師 当薬局において下記の業務に従事していただきま
す。・医薬品の調剤　・医薬品の服薬指導　・医薬
品・食品等の販売　・その他付随する業務
○パート希望者、６０歳以上の方の応募も可能で
す。

岩手県宮古市上鼻１丁目４
番１号

株式会社　アバカム

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　＊現場は岩手県内を中心に青森・
秋田・宮城の現場になります。

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

岩手県下閉伊郡山田町

事務職員（本社） 自動車販売・整備に関する書類作成や手続き業務、
その他の書類作成、パソコン入力、接客対応、電話
対応その他付随する業務を行っていただきます。
○社員成長の内部・外部研修も多くあります。社員
の成長、人間醸成に積極投資する会社です。

岩手県下閉伊郡田野畑村菅
窪２２３－７５

丸奥自動車工業株式
会社

雇用期間の定めなし
基本操作

（ワード・エクセル）
岩手県下閉伊郡田野畑村



中型自動車免許 変形（1年単位）
８トン限定中型自動車免許 (1)7時30分～16時30分

2人 いずれか 161,500円～201,500円

正社員 59歳以下 03030- 2846911
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 04010-46335611
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 04010-46381411

4

集配ドライバー ・荷物の配達および集荷（２～４トン車を使用し、
宮古、下閉伊、釜石地区全般への集配）　・積み降
ろし作業（主に手積みで重量物もあり。パレット等
積載の荷物は、フォークリフトを使用）　・引越し
シーズンには引越しの仕事に従事することもあり

岩手県宮古市津軽石第１０
地割３５ー３７

東北西濃運輸株式会
社　宮古営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

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　・現場での
安全管理　・ミーティング

宮城県仙台市青葉区本町２
丁目１０－３３　第２日本
オフィスビル７階

株式会社　オンサイ
ト

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他


