
普通自動車免許一種
玉掛技能者 (1)8時00分～17時00分

5人 小型移動式クレーン 217,000円～217,000円
車両系建設機械運転技能

あれば尚可
正社員 不問 土木作業３年以上 02010-13506911

普通自動車免許一種
車両系建設機械運転技能 (1)8時00分～17時00分

5人 大型自動車免許 282,100円～282,100円
大型特殊自動車免許
※求人特記事項参照

正社員 不問 土木経験あれば尚可 02010-13507111
１,２級土木施工管理技士
１,２級建築施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

5人 測量士関係の資格 325,500円～325,500円
いずれか

普通自動車免許一種
正社員 不問 土木経験５年以上 02010-13508711

看護師 交替制あり
(1)8時30分～17時15分

2人 194,100円～211,600円 (2)16時30分～1時15分
(3)0時30分～9時15分

正社員 45歳以下 03010-23132211
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

1人 146,080円～146,080円 (2)9時00分～18時00分

正社員以外 不問 03010-23158211
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- 3538911
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

1人 150,000円～150,000円 (2)21時00分～9時00分

正社員 64歳以下 Ｗｏｒｄ（入力程度） 03030- 3541511
８トン限定中型自動車免許

大型自動車免許 (1)7時30分～16時00分
1人 フォークリフト 170,000円～185,000円

あれば尚可

正社員 64歳以下 03030- 3542411
交替制あり
(1)7時15分～16時15分

1人 保育士あれば尚可 145,000円～148,000円 (2)8時00分～17時00分
(3)9時30分～18時30分

正社員 不問 03030- 3544311
普通自動車免許一種

普通自動車第二種免許 (1)17時00分～0時00分
3人 あれば尚可 140,391円～140,391円

正社員 18歳～64歳 03030- 3547111
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 (1)8時00分～17時00分
3人 158,667円～272,000円

正社員以外 不問 土木作業経験 03030- 3549811
中型自動車免許

準中型自動車免許 (1)8時30分～17時30分
1人 いずれか 175,000円～185,000円

普通自動車免許一種

正社員以外 不問 04010-60971711
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
2人 168,000円～168,000円

有期雇用派遣労働者 不問 03010-23078211
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 03010-22953411
普通自動車免許一種 交替制あり

普通自動車第二種免許 (1)7時00分～15時00分
3人 あれば尚可 140,391円～140,391円 (2)8時00分～16時00分

正社員 64歳以下 03030- 3532211
理学療法士 変形（1ヶ月単位）
作業療法士 (1)8時30分～17時30分

1人 いずれか 203,000円～262,000円

正社員 59歳以下 03030- 3534411
医療事務技能２級以上

(1)8時00分～17時15分
1人 200,000円～240,000円 (2)8時00分～15時30分

正社員 64歳以下 03030- 3535011
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

介護福祉士あれば尚可 (1)8時30分～17時30分
1人 140,000円～168,000円 (2)9時00分～18時00分

(3)7時00分～16時00分

正社員 64歳以下 03030- 3524511
1

事業所名
求人番号

土木作業員 ・河川工事、造成工事等の手元作業
・河川ブロック工事等

青森県青森市安方２丁目１
７番１５－２０３号

ＳＡＴ株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

（11月12日時点の内容です）

１１月８日　から　　１１月１２日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は１１月２５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

現場監督 河川工事、大型造成工事等の現場代理人 青森県青森市安方２丁目１
７番１５－２０３号

ＳＡＴ株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

重機オペレーター（土木） ・ＩＣＴ施工重機盛土
・河川掘削工
・盛土法面整形仕上げ
・河動掘削工
・大型ブル、造成工

青森県青森市安方２丁目１
７番１５－２０３号

ＳＡＴ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Ａ（沿岸地域の県立
病院７病院）

・看護業務等　＊採用後３年間は沿岸地域の県立病
院７病院のいずれかで勤務し、その後、県内２０病
院６地域診療センターのいずれかに勤務します。
＊採用予定日は、原則として令和４年４月１日で
す。

岩手県盛岡市内丸１１－１
盛岡合同庁舎７階
岩手県医療局

岩手県医療局

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

令和３年１２月末現在、
同職として業務に通算して
３年以上従事した経験を

有する方

ワード、エクセルの
基本操作

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

販売事務（宮古支店） 宮古支店において、下記の業務を行っていただきま
す。○窓口対応、電話応対、接客対応、その他一般
事務　・バス時刻案内、切符販売・予約　・旅行商
品の窓口対応　・その他、上記に付随する業務


岩手県盛岡市厨川１丁目１
７－１８

株式会社　みちのり
トラベル東北

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

収集車運転及び運搬 ・収集車の運転　山田町内の事業ごみ、家庭ごみを
収集し、ごみ処理場までの運搬を行います。・ト
ラック（２ｔまたは４ｔ車）の運転　山田町内の水
産会社や市場から海産物を収集し、当事業所で大型
車への積込みを行います。

岩手県下閉伊郡山田町船越
第６地割５１番地６

マルヨ産業運送　株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

子育て支援員研修修了者
または今年度受講予定者

事務補助及び障がい者グ
ループホームでの夜間専門
支援員

障がい者のグループホーム（定員９名、併設短期入
所１名）にて、夜間におけるご利用者様の生活全般
の支援、介護サービスを提供していただきます○開
所は令和４年２月～３月を予定していますが、開所
までの間は開所に伴う事務業務や備品購入等の業務

岩手県下閉伊郡山田町船越
第１５地割３－９４

合同会社　５０ＵＰ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

タクシー運転手（夜勤） 夜勤でのタクシー運転手業務で通常のタクシーのみ
でなく介護業務が必要な介護タクシーの２つの職種
があります。ノルマは一切ありません。＊全車カー
ナビ付…地理に自信のない方も安心勤務。○タク
シー業務未経験の方二種免許をお持ちでない方歓迎

岩手県宮古市保久田４－８ 三社自動車　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

建設・重機関係の資格が
あれば尚可

保育士補助／正社員 令和４年４月開所予定小規模保育事業ククナの家で
乳児０歳～３歳の保育補助業務に従事します。・遊
び：子どもが喜ぶ遊びの相手と危険回避の為の見守
り。・食事：給食、おやつの見守りと必要なときに
は介助。・睡眠：入眠時と睡眠時の見守り。

岩手県宮古市実田１丁目３
－１６

特定非営利活動法人
輝きの和

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

配送・商品管理 ◎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。・ＰＣを使
用した在庫管理

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

土木作業員 土木工事を請負っています。以下の業務を行ってい
ただきます。・土木工事等　・その他付随する業務
＊移動手段は、会社集合で社用車移動又は直行直帰
となります。

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

ホールスタッフ・カウン
タースタッフ（磯鶏店）

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。

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

フォークリフトオペレー
ター・他（山田町）

派遣先の事業所において、次の作業を行います。電
子部品製造工場において、主にフォークリフトを使
用した作業を行います。・トラックから、パレット
積みの材料や製品を載せたり降ろしたりする作業
・材料の運搬　・パレットの整理

岩手県盛岡市向中野３丁目
１８番２０号　２Ｆ　アク
エリアスビル

株式会社　エムアン
ドエム　盛岡営業所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

リハビリ職員 当施設利用者への機能訓練業務。入所または通所利
用されている要介護者（１日当たり８～１５名）に
対し、・個別プログラムに即した機能訓練、それら
の記録　・その他付帯する業務を行います。現在５
名のリハビリ療法士職員が勤務しております。

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

岩手県宮古市

Ｗｉｎｄｏｗｓ７または
Ｗｉｎｄｏｗｓ１０を
不自由無く使えること

タクシー運転手（日勤） 日勤でのタクシー運転手業務で通常のタクシーのみ
でなく介護業務が必要な介護タクシーの２つの職種
があります。ノルマは一切ありません。＊全車カー
ナビ付…地理に自信のない方も安心勤務。○タク
シー業務未経験の方二種免許をお持ちでない方歓迎

岩手県宮古市保久田４－８ 三社自動車　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員 地域密着型特別養護老人ホーム入居者と併設ショー
トステイ利用者の介護を担当していただきます。
・入浴、食事、排泄、更衣、口腔ケア、レクリエー
ション、アクティビティー、看取り介護、認知症ケ
ア、施設内環境整備、見守り、

岩手県下閉伊郡田野畑村奥
地１３番地

社会福祉法人　山栄
会　特別養護老人
ホーム　リアス倶楽
部雇用期間の定めなし

又は7時00分～22時00分
の間の8時間

岩手県下閉伊郡田野畑村

記録が一部ＰＣ入力となりますが
初心者でも十分に入力できます。
採用後に徐々に慣れていただきま

す。介護経験あれば尚可

医療事務兼診療助手 当院において下記の業務に従事していただきます○
医療事務：外来患者の受付、会計、レセプト入力レ
セプトチェック、電話対応○診療助手：ＭＲＩおよ
びレントゲン撮影の介助　ＭＲＩの画像処理、洗濯
～令和４年４月からの雇用開始を予定しております

岩手県宮古市大通１丁目５
－２

岩見神経内科医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

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

令和３年１１月１８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



変形（1年単位）

1人 170,000円～172,000円

正社員以外 不問 03030- 3525411
歯科衛生士

(1)8時30分～17時30分
1人 160,000円～180,000円

正社員 64歳以下 03030- 3528611
看護師

(1)8時00分～17時15分
1人 220,000円～310,000円 (2)8時00分～15時30分

正社員 64歳以下 03030- 3529911
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

正社員以外 60歳以上 03030- 3531811

(1)8時00分～17時00分
1人 244,160円～452,810円

正社員 59歳以下 04010-60217411
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 301,920円～535,230円

正社員 59歳以下 施工管理経験：１年以上 04010-60232211
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)7時30分～16時30分
1人 162,300円～187,300円 (2)9時00分～18時00分

(3)12時00分～21時00分

正社員以外 64歳以下 03030- 3502611
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 40歳以下 03030- 3503911
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 150,000円～150,000円 (2)9時00分～18時00分

正社員 40歳以下 03030- 3506811
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

2人 150,000円～220,000円 (2)19時00分～4時00分

正社員 18歳～64歳 03030- 3509411
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～250,000円

正社員 59歳以下 03030- 3510611
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 18歳～59歳 03030- 3513711
ＭＯＳ　Ｗｏｒｄスペシャリスト 変形（1ヶ月単位）
ＭＯＳ　Ｅｘｃｅｌスペシャリスト (1)9時30分～18時30分

1人 あれば尚可 150,000円～180,000円 (2)9時30分～16時30分

正社員 59歳以下 03030- 3514811
介護福祉士 変形（1ヶ月単位）

(1)7時30分～16時30分
2人 155,040円～204,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

正社員以外 64歳以下 03030- 3519311

2人 155,250円～175,250円

正社員以外 18歳以上 13040-  970912
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 03010-22675011
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

中型自動車免許,自動車検査員 (1)9時00分～18時00分
5人 二級自動車整備士、あれば尚可 160,000円～200,000円

正社員 61歳以下 03010-22687111
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 208,000円～248,000円

正社員 61歳以下 03010-22688711
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)9時00分～17時50分
1人 160,000円～266,500円

営業職としての経験

正社員 59歳以下 あれば尚可 03010-22689811
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 あれば尚可 183,800円～230,600円

正社員以外 不問 03030- 3480311

2

会計年度任用職員（技術補
助）

東日本大震災からの復興事業として県が実施する工
事等の管理を行う監督職員の補助業務等
・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
月未満） ワード、エクセル

土木施工管理の実務経験
岩手県宮古市

営業（カーライフアドバイ
ザー：宮古店）

日産自動車販売会社（正規カーディーラー）の店舗
にて、新車及び中古車の販売業務とアフターフォ
ローの業務を担当していただきます。具体的には・
既にお付き合いのあるお客さま、来店されたお客さ
まへの対応（クルマ選びや商品説明など）

岩手県盛岡市三本柳５地割
２９ー２５

日産チェリー岩手販
売　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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　・各種カー用品のご提
案、販売　・その他自動車販売および整備に関わる

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 簡単なＰＣ入力作業ができれば尚
可,自動車整備工場又は修理工場

での勤務経験あれば尚可 岩手県宮古市、他

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　・各種カー用品のご提
案、販売　・その他自動車販売および整備に関わる

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 簡単なＰＣ入力作業ができれば尚
可,自動車整備工場又は修理工場

での勤務経験あれば尚可 岩手県宮古市、他

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 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 岩手県宮古市

接客・調理／１０６号宮古
店

深夜契約社員として、２２時～９時の時間帯で、
（１）接客（２）調理（３）清掃（４）金銭管理
（５）棚卸（６）店舗スタッフの教育（７）アルバ
イトの面接などを行って頂くお仕事です。

東京都港区港南二丁目１８
番１号　ＪＲ品川イースト
ビル５階

株式会社　すき家

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は22時00分～9時00分

の間の8時間程度
岩手県宮古市

介護福祉士／日勤 入院患者（１病棟４０名位）の介助支援を行いま
す。・食事、入浴、トイレなどの介助　＊各病棟に
は１０～１５名の介護士がおります。リハビリテー
ション病棟では、他の職種と共働で患者さんの身体
機能障害からの回復を図ります。

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

パソコンインストラクター
／宮古校

当社「キャトル宮古校」にて、下記業務を行ってい
ただきます。・ワード・エクセル・パワーポイント
などのパソコンの操作説明　・生徒さんの操作フォ
ロー　・電話応対、来客対応、販売促進活動　・受
講者のデータ入力等事務作業

岩手県宮古市栄町３－３５
キャトル宮古４階

ＹＥＳネットワーク
三陸　株式会社

雇用期間の定めなし ＰＣスキル、パソコン（ワー
ド・エクセル）

基本操作ができる方 岩手県宮古市

製造機械オペレーター／正
社員（トライアル併用求
人）

製造機械オペレーターは、成形機、プレス機、組立
機という機械を使ってコネクタを生産する仕事で
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。

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

鉄工作業員（宮古工場） 弊社工場内において下記の業務にします・各種プラ
ント機器の溶接作業　・製缶作業　・配管工事　・
各種産業機械の据付工事　・メンテナンス等＊据付
作業の際は社用車（２トン～４トン平ボディトラッ
ク）を使用します＊鉄鋼等を取り扱うため力仕事等

岩手県宮古市小山田１丁目
７

五菱工業　株式会社
宮古事業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

機械加工オペレーター 機械加工オペレーターに従事していただきます。Ｎ
Ｃ旋盤、又はマシニングセンターで材料（金属）を
図面通りに加工する仕事＊旋盤又はマシニングセン
ターのオペレーター経験者であれば尚可＊未経験者
の方は丁寧に指導しますので安心してご応募下さい

岩手県宮古市津軽石第１６
地割９番地１／（株）中村
電子　内

株式会社　コアクラ
フト

雇用期間の定めなし
機械加工オペレーターの
経験※特記事項欄参照

岩手県宮古市

事務・発送業務 ●【事務業務】月～金　毎週の配達・発送の伝票出
し、納品・請求・領収書作成、電話・メール対応
等。●【発送業務】火・木　冷蔵庫において、牛
乳・乳製品の梱包作業。日によって件数の変動あ
り。それに伴い作業時間も変動。

岩手県下閉伊郡田野畑村蝦
夷森１６１－３

田野畑山地酪農牛乳
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

一般作業員 建物維持管理全般を担当していただきます。・事業
所、店舗、一般家庭のレンタルマットやモップ等の
交換作業　・自社リサイクルセンターで空き缶等選
別作業　・産業廃棄物の収集運搬作業　・４ｔト
ラック他で手積み、運搬作業・その他付随する業務

岩手県宮古市藤の川１３－
２３

宮古環境管理株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

岩手県下閉伊郡山田町山田
１－１１－３

社会福祉法人　親和
会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

現場管理（建築課） 建設現場における建築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

現場管理補助（電気設備
課）

※未経験・ブランクのある方も歓迎します。・電気
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）　・現場での
安全管理・書類作成・ミーティングなど

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

プレスオペレーター（岩
泉）【６０歳以上限定求
人】

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　＊重量物の取り扱いはありません。

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

看護師 当医院において、外来患者様への看護業務全般に従
事していただきます。・医師の指示に基づき、来院
患者の診察介助　＊令和４年４月～雇用開始となり
ます。ただし、希望により早期から勤務も可能で
す。ご相談下さい。

岩手県宮古市大通１丁目５
－２

岩見神経内科医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

歯科衛生士 歯科衛生士業務全般　・歯科治療における医師の補
助　・歯垢、歯石の除去及び口腔衛生指導　・治療
器具、義歯等の洗浄及び消毒　など　＊採用予定：
令和４年１月１日付（勤務開始は１月４日～）

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

販売員／契約社員 紳士服、レディース、カジュアル販売接客
・レジカウンター業務 ・商品仕入れ商品整理 ・店
内清掃　スーツをあまり着たことがなくても、安心
して働けます。私たちと一緒にお客様のスーツ選び
のお手伝いをしませんか？

岩手県宮古市宮町４丁目１
番１７号

株式会社　コナカ
宮古店（紳士服のコ
ナカ宮古店）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は9時45分～20時10分

の間の8時間程度
岩手県宮古市



普通自動車免許一種 変形（1年単位）
砂利採取業務主任者 (1)8時00分～17時00分

1人 車両系建設機械運転技能 230,000円～280,000円
採石業務管理者,あれば尚可

正社員 59歳以下 03030- 3483111
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 184,000円～207,000円

あれば尚可

正社員 59歳以下 03030- 3484711
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 186,000円～279,000円

正社員 59歳以下 鉄筋工の経験あれば尚可 03030- 3485811
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時20分

1人 143,000円～143,000円

正社員 59歳以下 03030- 3486211
管理栄養士 変形（1ヶ月単位）

(1)8時45分～17時45分
1人 179,000円～203,500円

正社員 64歳以下 03030- 3490911
栄養士 変形（1ヶ月単位）

(1)8時45分～17時45分
1人 162,000円～162,000円

正社員以外 不問 03030- 3492711
看護師 変形（1ヶ月単位）

准看護師 (1)7時00分～16時00分
2人 いずれか 160,000円～260,000円 (2)8時45分～17時45分

(3)10時00分～19時00分

正社員 64歳以下 03030- 3493811
介護福祉士

介護職員初任者研修修了 (1)8時30分～17時30分
1人 ホームヘルパー２級 165,000円～180,000円

いずれか
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 ＰＣスキル簡単な入力 03030- 3494211
介護福祉士 変形（1ヶ月単位）

介護職員初任者研修修了 (1)7時00分～16時00分
2人 あれば尚可 139,500円～235,400円 (2)8時45分～17時45分

(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030- 3496411
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 143,267円～167,667円 (2)20時00分～5時00分

正社員 18歳～45歳 03030- 3497011
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 165,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03030- 3498311
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 (1)8時30分～17時30分
1人 143,500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- 3499611
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- 3500011
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時30分

1人 138,544円～138,544円

正社員 64歳以下 03030- 3501311
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 216,000円～313,200円

正社員 59歳以下 概ね２年位の鳶工経験者 03100- 2693811
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 172,800円～313,200円

正社員 59歳以下 経験者尚可 03100- 2695511
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 205,200円～313,200円

正社員 59歳以下 概ね２年位の鍛冶工経験者 03100- 2696411
１級土木施工管理技士 変形（1年単位）
２級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

1人 いずれか 203,000円～283,000円
普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 経験者尚可 03100- 2697011
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

１級管工事施工管理技士 (1)8時00分～17時00分
1人 203,000円～283,000円

正社員 59歳以下 経験者尚可 03100- 2698311
一級建築士 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 いずれか 203,000円～283,000円

普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 経験者尚可 03100- 2699611

3

建築士および建築施工管理
技士

◆建築工事における現場の管理積算等全般　・打ち
合わせ、工程管理及び安全衛生管理　・その他、パ
ソコンによる書類作成など付随する業務　＊資格に
ついては、建築士、建築施工管理技士両方ある方の
募集で　すが、いずれかある方の応募も可能です。

岩手県久慈市長内町２４地
割１６２

下舘建設　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

管工事施工技士 ◆公共工事（管工事）における現場の管理、積算な
どが主な業務となります。・発注者等との打ち合わ
せ　・現場の施工管理や段取りなどの業務全般　・
パソコンを使用しての書類作成　・その他、上記に
付随した業務　　　　　　　　

岩手県久慈市長内町２４地
割１６２

下舘建設　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

土木技術職員 ◆公共工事（土木工事）における現場の管理、積算
などが主な業務となります。・発注者等との打ち合
わせ　・現場の施工管理や段取りなどの業務全般
・パソコンを使用しての書類作成　・その他、上記
に付随した業務

岩手県久慈市長内町２４地
割１６２

下舘建設　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

鍛冶工 ・コンクリートの建物の鉄骨加工、取付け。・鋼材
の加工、組立、溶接。・土木工事（橋梁下部、集落
排水、道路工事に伴う作業）※主に鍛冶工の仕事に
従事していただきますが、現場の状況により土木作
業等に従事していただくことがあります。

岩手県久慈市長内町２４地
割１６２

下舘建設　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

型枠大工 ＊型枠の加工、組立て、取付作業　＊土木工事、橋
梁下部、新幹線工事、集落排水、道路工事に伴う作
業　※型枠の仕事が主となりますが現場の状況によ
り土木作業等に従事していただく場合があります○
管外出張となった場合は宿泊を伴うこともあります

岩手県久慈市長内町２４地
割１６２

下舘建設　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

鳶工 ◆橋梁下部、集落排水、道路工事に伴う足場組立や
解体、鉄骨や木　材等の組立、杭打ち、重量物の運
搬等　※主に鳶工の仕事に従事していただきますが
一般土木にも従事していただくことがあります○管
外出張となった場合は宿泊を伴うこともあります。

岩手県久慈市長内町２４地
割１６２

下舘建設　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

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。＊未経験の方でも指導いたします。出来る
ところから始めますので安心してご応募ください。

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

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


株式会社菊地建設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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　・利用者さんの通院に同行
（社用車使用）等＊未経験者の方は指導いたします

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

ＬＰＧ販売スタッフ及びＳ
Ｓスタッフ／正社員

・ＬＰガスの配送作業、保安点検、検針、ガス工事
等
・配送エリアは岩泉町内と田野畑村となります
・ガソリン給油所において給油作業、洗車、灯油、
タイヤ交換等

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

雇用期間の定めなし
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

製造職（機械ＯＰ） 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。＊未経験から指導のもと、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

介護員 入所や通所高齢者や心身に障がいの有る介護サービ
スに従事します。対応する入居者は８５名程度で
す。
・食事、入浴、排せつ、移動、散歩、趣味活動等の
介助　・レクレーション等生活支援全般

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

デイサービス介護職員 デイサービスの介護業務に従事していただききま
す。・利用者おおよそ３０名の介護業務　・入浴、
食事、排泄介助等の身体介護　・レクリエーション
の実施　・ワンボックス車での送迎業務　・簡単な
パソコン入力　・その他清掃業務

岩手県宮古市山口５丁目８
番２号

株式会社　かがやき
ライフ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師・准看護師 ふれんどりー岩泉の利用者への看護業務を行いま
す。・入居者約８５名、通所登録者４０名（１日平
均２７名通所）に対するバイタルチェック等看護業
務　・定時巡回業務　・夜間勤務は、看護師１名、
介護士４名体制での対応となります。

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

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

栄養士 ふれんどりー岩泉利用者の献立を作成していただき
ます。　　　　
・発注業務　・献立作成

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

管理栄養士 ふれんどりー岩泉利用者の栄養管理を行っていただ
きます。
・栄養ケア計画の作成　・献立作成

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

仕上兼二次加硫係 ゴム製品（オイルシール）の仕上げ加工業務全般
・手作業や油圧プレスを操作しゴム製品のバリ取り
・受注規格書をもとに加工　全てハンドメイドとな
るため技術の習得には時間を要しますが、担当が丁
寧に指導します。

岩手県下閉伊郡岩泉町小本
字内の沢２―２

有限会社　岩泉ゴム
工業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

鉄筋工 鉄筋の加工および組立業務に従事していただきま
す。・鉄筋加工場にて鉄筋を切断し、曲げ加工した
ものを建築現場や土木工事現場にて組み立ておよび
取付作業　・現場間の移動は社用車を使用＊玉掛
け、移動式クレーン免許あれば尚可です。

岩手県宮古市松山第５地割
１７－１

有限会社　因幡鉄筋
工業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

砂利・砂プラント作業員 松山プラント内での砂利、砂等の生産に関する業務
に従事していただきます。・ベルトコンベアーで運
ばれる砂利に含まれているゴミ等の処理、機械管
理、保守点検等を行います。・車両系建設機械免許
がある方は、重機の運転等も行います。

岩手県宮古市上鼻２丁目６
番７５号

株式会社　伊藤礦業
所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

砂利・砂プラント管理者 砂利・砂生産に関する管理業務
・生産計画の作成・生産の指示・人員管理・品質管
理・備品の管理・原料、製品の出入庫に関する管理
・機械設備の管理・保守点検に関する支援

岩手県宮古市上鼻２丁目６
番７５号

株式会社　伊藤礦業
所

雇用期間の定めなし
PC操作(Word,Excel),生産管理業
務の経験(砂利採取業以外も可) 岩手県宮古市



(1)8時00分～17時00分
3人 344,900円～419,600円

建設業界における就業経験

正社員 64歳以下 あれば尚可 04010-59509611

4

建築技術者（建設コンサル
タント業務／経験不問）

地方自治体等の発注する建築工事の発注管理や点検
など　・複数人での管理業務です。　・施工図の作
成及び修正（オートキャド）　・書類作成や整理管
理やまとめ　・受注会社や担当者との打合せ　・写
真撮影や寸法の記録　・安全作業の点検や記録

宮城県仙台市青葉区一番町
２丁目２－１３　仙建ビル
３階

株式会社　クランク

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他


