
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
大型自動車免許 (1)8時00分～17時00分

2人 あれば尚可 150,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03010-19579211
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～16時30分

2人 188,000円～188,000円 (2)11時30分～20時00分
(3)16時00分～0時30分

正社員 18歳～64歳 03010-19588511
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～16時30分

2人 188,000円～188,000円 (2)11時30分～20時00分
(3)16時00分～0時30分

正社員 18歳～64歳 03010-19589411
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時45分

2人 173,600円～208,320円

正社員以外 59歳以下 03010-19672111
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 03010-19694411
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
（自家用車使用） (1)9時00分～17時00分

5人 180,000円～400,000円

正社員 59歳以下 03010-19713811
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
1人 158,000円～228,000円 (2)8時30分～12時00分

正社員 40歳以下 03020- 1687611
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 209,600円～265,100円

正社員 59歳以下 同業の経験あれば尚可 03020- 1719711
普通自動車免許一種
２級ボイラー技士 (1)6時50分～15時20分

1人 133,618円～185,800円

正社員以外 不問 03030- 2974611
普通自動車免許一種

車両系建設機械運転技能者 (1)8時00分～17時00分
1人 あれば尚可 192,000円～192,000円

正社員 45歳以下 03030- 2977711
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 238,217円～260,884円

正社員 18歳以上 03030- 2979211
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 158,200円～203,400円

正社員 18歳以上 03030- 2980011
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時50分

2人 141,797円～141,797円 (2)17時00分～1時50分

正社員 18歳～59歳 03030- 2981311
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時50分

1人 141,797円～141,797円 (2)17時00分～1時50分

正社員 18歳～59歳 03030- 2982611
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時50分

1人 141,797円～141,797円

正社員 59歳以下 03030- 2985711
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時50分

1人 141,797円～141,797円

正社員 59歳以下 03030- 2986811
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

2人 141,568円～146,720円

正社員以外 不問 03030- 2987211
８トン限定中型自動車免許 変形（1年単位）
移動式クレーン運転士 (1)8時00分～17時00分

1人 あれば尚可 161,584円～184,667円

正社員 不問 03030- 2989411
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（10月1日時点の内容です）

９月２８日　から　　１０月１日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は１０月１４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

ホールスタッフ・カウン
タースタッフ（宮古店）

パチンコ店のホール・カウンターでの接客対応で
す。・出玉の上げ下ろしや交換、景品交換などの一
般業務　・その他付随する業務や指示された業務を
お願いします。特別な資格は必要ありません。未経
験の方にも充実した研修制度がありますので、安心

岩手県盛岡市東見前５地割
５７－１－２階

株式会社　飛鳥商事

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

菌床の管理と菌床しいたけ
栽培（穴沢工場）

（株）ミナカワ穴沢工場において、菌床の管理と菌
床しいたけの栽培や収穫作業を担当して頂きます。
合わせて品質管理等も行っていただきます。ホダの
移動、袋取り、浸水作業、品質管理、運搬等の業
務。

岩手県盛岡市向中野２丁目
１９番３８号【求人票郵送
先指定あり】

株式会社　ミナカワ
菌類栽培部

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

土木作業員／アルバイト
（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

ホールスタッフ・カウン
タースタッフ（山田店）

パチンコ店のホール・カウンターでの接客対応で
す。・出玉の上げ下ろしや交換、景品交換などの一
般業務　・その他付随する業務や指示された業務を
お願いします。特別な資格は必要ありません。未経
験の方にも充実した研修制度がありますので、安心

岩手県盛岡市東見前５地割
５７－１－２階

株式会社　飛鳥商事

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

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どを行って頂き
ます。

岩手県盛岡市乙部５地割６
１－１

有限会社　新鋭

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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。

岩手県盛岡市乙部５地割６
１－１

有限会社　新鋭

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ルート営業（宮古） ・ルート営業（固定顧客管理）　・定期的にご契約
頂いているお客様を訪問し、医薬品の補充や健康に
関するアドバイスをする仕事です。　・医薬品約６
００アイテムなど、予防医学の観点に立った各種商
品の情報を正確にお客様に伝えていただきます。

岩手県釜石市鵜住居町５－
８－２

株式会社　岩手中京
医薬品

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

福祉事業スタッフ・営業部
／宮古営業所

※福祉用具（介護ベット・車イス・ポータブルトイ
レ等）のレンタル及び販売を行います。
・居宅支援事業所のケースワーカーを通し利用者か
ら必要な器具や用具の注文が入ります。
・居宅支援事業所からの注文を受け利用者宅へ配達

岩手県釜石市定内町３－１
０－２３

有限会社　介護リ
フォームセンター

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木・左官作業員 当社において下記の業務に従事して頂きます。
・ダンプ（２ｔ、４ｔ）ユニック車の運転
・以下の補助業務　砕石敷、生コン打設、ブロック
積工事、型枠組み、擁壁工事、砂利敷等
・資材の運搬

岩手県宮古市河南１丁目４
番１４号

伊藤技建株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ボイラー技士兼学校技術員 ボイラー技士
・校舎のボイラー操作学校技術員
・校舎内外の簡易な修繕、環境整備、除雪作業
・職員住宅や艇庫の修繕
＊経験あれば尚可

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
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

警備員 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。

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

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

プレスオペレーター（三陸
工場）

当社三陸工場において、消毒用スプレーや自動車な
どに使用するゴムパッキンの製造業務に従事してい
ただきます。
・製造機械に材料（ゴム）を流し込んでプレス
・製品になって出てきたものを取り込む作業

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

岩手県下閉伊郡山田町

プレスオペレーター（岩
泉）

当社岩泉工場において、消毒用スプレーや自動車な
どに使用するゴムパッキンの製造業務に従事してい
ただきます。
・製造機械に材料（ゴム）を流し込んでプレス
・製品になって出てきたものを取り込む作業

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

岩手県下閉伊郡岩泉町

製品抜き作業・外観検査
（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。・主にシート状のゴム製品をプレス機を使
用し抜き作業　・ゴム製品の汚れや形状等を目視で
確認、パッキンの選別、カッターやハサミでバリを
取り、仕上げる作業（時間があれば）

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

岩手県下閉伊郡岩泉町

外観検査・仕上げ（三陸工
場）

当社三陸工場において、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、カッターやハサミでバリを取り、
仕上げる作業

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

岩手県下閉伊郡山田町
定形フォーマットへの

数字入力

土木作業員 〇左官、吹付け、一般住宅基礎、土木、ブロック、
工事など現場の清掃　〇職人の手元、人力作業、
〇トラック（４トン）運転等　〇その他付随する業
務
事業所に集合し乗合で移動となります。

岩手県宮古市板屋３－４－
１４

上野建装

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

加工従業員 当組合加工場において、以下の業務に従事していた
だきます
・塩蔵品、乾燥物の加工および製造作業
・わかめ、昆布の等級別選別作業
・袋詰め、製品出荷

岩手県宮古市田老３丁目２
番１号

田老町漁業協同組合
（加工場）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

◎ 発行準備中に募集を締め切っている場合もありますのでご了承ください。◎ それぞれの求人の詳しい内容は、ハローワークにてお確かめください。

◎ 面接には、ハローワークの紹介状をご持参ください。 ◎「所在地」は事務所の所在地です。実際の勤務場所と異なることがあります。

令和３年１０月７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 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

1人 あれば尚可 143,500円～143,500円 (2)9時00分～18時00分
(3)10時30分～19時30分

正社員 64歳以下 03030- 2990611
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 140,000円～185,000円

正社員 30歳以下 03030- 2991911

(1)8時30分～17時30分
1人 135,192円～197,600円

正社員 59歳以下 03030- 2993711
看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
1人 182,400円～270,100円 (2)9時30分～18時30分

(3)7時30分～16時30分

正社員以外 不問 03030- 2999311
介護福祉士 変形（1ヶ月単位）

介護職員初任者研修修了者 (1)7時00分～16時00分
2人 あれば尚可 157,360円～157,360円 (2)8時30分～17時30分

(3)9時30分～18時30分

正社員以外 不問 03030- 3002111
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
5人 あれば尚可 162,500円～184,167円

正社員 18歳～64歳 03030- 3003711
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 180,000円～210,000円

正社員 64歳以下 03030- 3006511
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 61歳以下 03030- 3007411
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 148,500円～166,500円 (2)10時00分～19時00分

(3)16時30分～9時30分

正社員 18歳～59歳 03030- 3008011
看護師
准看護師 (1)8時00分～17時00分

1人 いずれか 200,000円～250,000円 (2)9時00分～18時00分
普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 03030- 3009311
ホームヘルパー２級 変形（1ヶ月単位）

介護職員初任者研修修了者 (1)8時30分～17時30分
1人 いずれか 148,500円～166,500円

普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 03030- 3010111
普通自動車免許一種 交替制あり

(1)6時00分～15時00分
1人 144,540円～160,600円 (2)6時30分～15時30分

(3)7時00分～16時00分

正社員以外 不問 03030- 3012811
普通自動車免許一種

(1)10時00分～21時00分
1人 142,696円～250,000円

正社員 69歳以下 03030- 3015411
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時10分

3人 142,649円～147,688円

正社員以外 64歳以下 03030- 3016011
社会福祉士 変形（1ヶ月単位）

介護支援専門員(ケアマネージャー) (1)8時45分～17時45分
1人 介護福祉士 143,000円～294,500円

正社員 64歳以下 普通自動車免許一種 03030- 3017311
８トン限定中型自動車免許

(1)8時00分～17時00分
3人 139,260円～176,185円 (2)8時00分～12時00分

正社員以外 64歳以下 03030- 3018611
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 139,284円～169,600円 (2)8時45分～17時45分

(3)10時30分～19時30分

正社員以外 不問 03030- 3019911
保育士
看護師

6人 准看護師 154,100円～192,100円

正社員以外 不問 03030- 3025011
保育士 交替制あり

(1)7時30分～16時30分
1人 154,100円～190,100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 いずれか 03030- 3032411
看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時15分～17時00分
2人 194,100円～260,300円 (2)16時00分～22時00分

(3)21時30分～8時30分

正社員 59歳以下 03030- 3036911

2

看護師 当病院に入院されている患者様への看護業務全般を
幅広く担当していただきます。・入院から退院まで
の看護を責任を持って行って頂きます。
〈具体的な患者様へのサポート〉
・服薬のお手伝い　・ＡＤＬ向上に向けたサポート

岩手県宮古市板屋１丁目６
番地３６

医療法人財団　正清
会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

児童厚生員 重茂児童館の児童厚生員に関わる業務全般
・日中活動における保育全般、それに伴う記録
・園内の清掃、環境整備など付帯する業務
＊２歳から就学前までの幼児（４０人程度）の保育
業務　＊学童保育（小１～小６）の業務

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

幼稚園教諭免許
（専修・１種・２種）

雇用期間の定めなし 小学校・中学校・高等
学校教諭免許

岩手県宮古市

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

調理員 介護唐人保健施設の利用者への給食調理業務に従事
していただきます。・朝食、昼食は約８５食分　・
昼食は通所リハビリ利用者を含め約１２０食分の調
理　・下ごしらえ、盛り付け、食器洗浄など２～３
名体制　利用者にあった食事提供を行います

岩手県下閉伊郡岩泉町乙茂
字上９－１２

社団医療法人　緑川
会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

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　・有資格者の方には、大型車や
重機操作業務

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

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

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

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）
○極力手作業や技術を必要としない生産設備を導入

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

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。社用車（軽
ワゴン等）にて、配達や食材の買い出しをお願いす
ることもあります。

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

介護職員（特別養護老人
ホーム）

特別養護老人ホームおよび、短期入所生活介護事業
所の利用者への介護業務全般を行います。
・利用者への食事、入浴、排泄などの介護。
・レクリエーション活動等やその他雑務等を行いま
す。

岩手県宮古市田老字養呂地
６番地２

社会福祉法人　田老
和心会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

介護職員／正社員（デイ
サービス）

デイサービス利用者の介護業務に従事していただき
ます。【主な仕事内容】・食事介助、配膳・下膳、
排せつ介助、入浴介助　・利用者の送迎
＊デイサービス利用者は定員１０名となっていま
す。

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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護職員／有料老人ホーム 有料老人ホーム利用者の看護全般に従事、主に下記
の業務を行います。　
・バイタルチェック　・健康管理　・服薬管理
・通院介助　・その他付随する業務
＊利用者（２１名）への看護業務となります

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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員／正社員（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
○経験のない方でも担当職員が丁寧に指導します。

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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

業務・総務担当 コンクリート製品の販売に関わる業務全般
・事務所ではパソコンを使用し売上、見積り書や請
求書発行、電話対応を行います（定型フォーム使
用）。・主に商社や建設会社など取引先を中心とし
た訪問や商品の提案、現場での打合せ、現場確認

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第４地割１２番地

有限会社　豊興

雇用期間の定めなし
ワード・エクセル
メールができる方

岩手県下閉伊郡山田町

介護支援専門員 居宅介護支援事業所に勤務し、要介護者等からの相
談、介護サービスの利用調整や関係者間の連絡など
を行っていただきます。・家庭や施設への訪問　・
各種申請手続き　・介護保険や利用サービスの説明
や相談　・ケアプランの作成など

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

警備員（宮古） 各地の建設・建築現場等において、下記の業務に従
事。・交通誘導警備、駐車場警備　・各種イベント
会場などにおける雑踏警備
＊未経験の方でも指導しますので、安心して応募し
てください。

岩手県宮古市小山田４丁目
６番３１号

有限会社　新生警備
保障

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

介護職員 特別養護老人ホーム利用者の方への介護業務を行い
ます。
・具体的には、日常生活の支援（移動、食事、入
浴、排せつ介助、レクリエーション等）の仕事で
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）

記録が一部パソコン入力となりま
すが初心者でも十分入力できま
す。採用後に徐々に慣れてもらい

ます
岩手県宮古市

看護職（正看護師） ・施設入所者（特養・短期入所者）に対する看護業
務　・記録類の作成、健康相談など　＊特養５０
名、短期２０名の方の入所・利用があり、看護職員
７名体制で業務に当たっています。●働き方改革関
連認定企業

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

プラスチック成形用金型仕
上げ・組込み

射出成形用金型の整備業務　○金型部品の組込み・
調整、仕上げ　○メンテナンスなど　コツコツとこ
なす作業で、製品の品質作りの為に大切な業務にな
ります。未経験者でも指導します。※成形オペレー
ター等、関連業務経験者優遇

岩手県宮古市板屋３－１１
－１５

株式会社　エム・ア
イ・エス東北工場

雇用期間の定めなし
成形オペレーター等

関連業務経験あれば尚可
岩手県宮古市

機械オペレーター 電子機器など精密機器で使用する部品の金型を製作
しています。部品金型の部品を各機械で加工しま
す。＊担当に就く前に試用期間を設け、各工程での
作業内容や基礎を研修していただきます。

岩手県宮古市津軽石第１４
地割１００番地２

有限会社　エムデー

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合があります。

岩手県下閉伊郡田野畑村机
２９９

中城興産株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村



准看護師 変形（1ヶ月単位）
(1)8時15分～17時00分

2人 166,700円～239,200円 (2)16時00分～22時00分
(3)21時30分～8時30分

正社員 59歳以下 03030- 3037111
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)17時30分～8時30分
1人 157,033円～157,033円 (2)8時30分～17時30分

(3)8時30分～8時29分

正社員 18歳～62歳 03070- 5082211

(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- 2884511
１,２級建築施工管理技士 変形（1年単位）
１,２級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

5人 一級建築士、いずれか 250,000円～300,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03080- 2905811
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 255,600円～408,600円
あれば尚可

正社員 59歳以下 03100- 2324911
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- 2326711
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時20分
2人 150,000円～221,000円

正社員 35歳以下 03100- 2330311
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

2人 あれば尚可 224,831円～224,831円

正社員 39歳以下 04010-50832711
普通自動車免許一種

(1)8時40分～17時00分
1人 154,000円～154,000円

正社員以外 不問 04010-50901611
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 160,000円～360,000円

建設現場作業の経験が

正社員 64歳以下 あれば尚可 05041- 1439311
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 157,584円～157,584円

正社員 59歳以下 03030- 2971411
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時15分
1人 150,000円～170,000円

正社員 59歳以下 03030- 2972011
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 180,000円～235,000円

溶接経験・溶接資格

正社員 59歳以下 あれば尚可 03030- 3106311
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 141,869円～216,000円

正社員 不問 03100- 2290011
普通自動車免許一種
中型自動車免許 (1)8時30分～17時30分

1人 175,000円～185,000円

正社員以外 不問 04010-50595511
理学療法士
作業療法士 (1)8時30分～17時30分

1人 いずれか 220,000円～350,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03030- 2968111
普通自動車免許一種

助産師 (1)8時30分～17時15分
1人 168,900円～198,400円

正社員以外 不問 03030- 2966611
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)9時00分～17時30分
2人 190,000円～290,000円

正社員 40歳以下 03010-19315911
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
乙種消防設備士 (1)8時30分～17時30分

1人 第１種消防設備点検資格者 144,000円～345,000円
第二種電気工事士

あれば尚可
正社員 59歳以下 PC操作できる方(Word,Excel) 03010-19321311

3

消防設備点検業務（正社
員）（宮古市）

主に官公庁（沿岸エリア）や民間企業の消防設備点
検を行う業務です。その他軽微な工事、それに伴う
報告・見積もり等の書類作成業務も行っていただき
ます。
＊消防設備士等の資格取得の意欲がある方

岩手県盛岡市天神町１３－
２７

松栄商事　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業スタッフ トラックやバスの新車及び中古車の販売
・主に事業所を訪問します・既存客の訪問が中心と
なりますが、新規開拓も行っていただきます。
・使用する車両は個人の車（別途車両手当支給）又
は社有車となります。

岩手県盛岡市東見前第５地
割３１

岩手日野自動車　株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

母子訪問指導員／健康課
（会計年度任用職員）

宮古市役所健康課に勤務となります。・乳児、産婦
訪問指導　・妊娠、出産包括支援事業　・訪問報告
データー入力（ＰＣ操作）　・その他、職員の指示
の元補助業務　・訪問の際は公用車使用　※任用期
間中に仕事内容が変わる場合があります。

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） パソコン（ワード・エクセ

ル）操作ができること
岩手県宮古市

理学療法士・作業療法士 当法人が運営する、ハートランド宮古リハビリテー
ションにおいて下記の業務に従事していただきま
す。
・通所リハビリを利用される方（最大２８名）への
機能訓練（スタッフ２名対応）・訪問リハビリ

岩手県宮古市実田２丁目５
－１０

医療法人　おかだ外
科内科クリニック

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

配送 ◎食品パッケージを中心とする包装資材（トレー、
ラップ、ラベル等）を倉庫内で箱詰めする作業と配
送
・スーパーでよく手に取られる肉や魚、寿司、弁当
のトレー等の梱包作業・配送です。

宮城県仙台市宮城野区扇町
７丁目４－２０

株式会社　高速

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

営業（山田営業所） ◆山田営業所にて、建物解体、産業廃棄物処分契約
等の営業業務を行っていただきます。
＊営業エリヤは岩手県内および近郊（社用使用）
＊資料の準備、見積書の作成等
＊その他、上記に付随する業務

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

溶接工（山田工場） 弊社工場内での各種プラント機器の溶接作業及び製
缶作業に従事して頂きます・鋼材等を取り扱うため
力仕事等あり・業務に慣れて来たら将来は工場内で
製作した製缶品の据え付け作業等で社用車（有資格
により２トン～４トン平ボディトラック運転あり）

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第２地割８－１

五菱工業株式会社
山田工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

技術職／正社員 【公用車運転】・役員付き運転手としての業務。日
常業務として各支店の巡回のほか、東北一円の出張
あり。・公用車の洗車、清掃等
【総務事務、用務】・事務用品等管理事務　・郵便
受付発信事務　・全営業店車両管理　・諸用紙印刷

岩手県宮古市向町２番４６
号

宮古信用金庫

自動車運転無事故無違反
過去５年以上

Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌの
基本操作が出来れば可

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

製材工 製材、木工、チップの生産作業や機械操作を行って
いただきます
・木材加工は材木を手で機械に入れるため、体力を
要する作業です　・機械操作は業務内容を覚えてい
ただいてから指導いたします

岩手県宮古市茂市第２地割
日向１９４

株式会社　小林三之
助商店　岩手工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

板金工・大工・防水工 〇新築・改築等の屋根及び外壁の板金・防水及び大
工作業　〇工場内でのプレス作業
＊屋外での作業が多いため、体力を必要とします
＊未経験者の応募が可能です。＊県外への出張の可
能性があります。食事・宿泊費は会社で負担します

秋田県仙北市田沢湖小松字
本町２０３－３
【ＭＰあり】

株式会社　飯島

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

金融機関事務 【急募】
事務業務全般
・窓口、電話応対、端末処理、書類整理等

宮城県仙台市青葉区北目町
１－１５　Ａｃｅ２１ビル

東北労働金庫

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

可能なら
「金融機関経験者」

の方を希望 岩手県宮古市

宅配ドライバー 生協の個人宅配配送（いわて生活協同組合様）
・セットされた食材を生協組合員様宅にお届けの仕
事
・１日６０～７０軒の配送
・車両は１．５ｔ（ＡＴ車）の小さなトラックです

宮城県仙台市若林区六丁の
目中町２３－３８　フクイ
事務所２階

株式会社　三協運輸
サービス　東北営業
所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

電気工事士（見習い可） ◆一般電気工事（住宅・工場・修繕）官公庁電気設
備工事（見習い可）〇現場は主に、久慈周辺（久慈
市内・洋野町種市、大野・野田村・普代村・田野畑
村）となります。〇基本的には会社に出勤後、会社
の車で現場へ移動します。

岩手県久慈市田高１丁目２
３

有限会社　久慈電業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村、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
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

建築施工管理技士又は土木
施工管理技士（正社員）

当社の正社員として県内沿岸（宮古市～陸前高田
市）の各建設現場において、建築又は土木建築工事
に係る設計・工程及び施工管理等の業務を行って頂
きます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　

岩手県大船渡市盛町字田中
島２７－１

株式会社　佐賀組

雇用期間の定めなし
建築施工管理又は土木施工管

理の実務経験者（優遇）
岩手県宮古市、他

准看護師 当病院に入院されている患者様への看護業務全般を
幅広く担当していただきます。・入院から退院まで
の看護を責任を持って行って頂きます。
〈具体的な患者様へのサポート〉
・服薬のお手伝い　・ＡＤＬ向上に向けたサポート

岩手県宮古市板屋１丁目６
番地３６

医療法人財団　正清
会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

宮古商工会共済・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

岩手県宮古市

警備員（宮古市） ◆当社契約先の巡回警備業務をお願いします。
・契約先の内部、外部の巡回　・異常発報対応
（ユーザーより警報受信した際の現場確認等）
・夜間の業務が主となります
・他、付随する業務

岩手県北上市幸町２番５号 北上ビルメン　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市
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