ハローワーク 宮古

令和３年１１月１１日発行

宮古公共職業安定所

（11月5日時点の内容です）

１１月１日 から

１１月５日 までに受理した求人です。

＜次回発行日は１１月１８日です＞

◎ 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。
職種・雇用期間・雇用形態

営業（宮古）
雇用期間の定めなし
正社員
鮮魚部門担当（岩手県内）
雇用期間の定めなし
正社員
青果部門担当（岩手県内）
雇用期間の定めなし
正社員
精肉部門担当（岩手県内）
雇用期間の定めなし

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

当社磯鶏店において営業を担当していただきます。
普通自動車免許一種
変形（1年単位）
・ショールームでの商品説明
(1)10時00分～18時45分
1人 ・お茶出し、お出迎え、お見送り
160,000円～200,000円
・新車、中古車の販売
・損保保険取り扱い手続き
30歳以下
＊マルイチの店舗において鮮魚部門を担当＊
・魚の加工や調理 ・商品のパック・袋詰 ・商品
(1)8時00分～17時00分
10人 への値段貼りと売り場への陳列・管理 ・鮮魚部門
180,000円～300,000円 (2)7時00分～16時00分
のシフト作成・労務管理・業務指導 ※即戦力を希
スーパー関係での業務経験
望としております（未経験者不可）
あれば尚可
59歳以下
＊マルイチの店舗において青果部門を担当＊
・野菜・果物の袋詰め ・商品への値段貼りと売り
(1)8時00分～17時00分
10人 場への陳列・管理 ・青果担当者のシフト作成・労
180,000円～300,000円 (2)7時00分～16時00分
務管理・業務指導 ※即戦力を希望としております
スーパー関係での業務経験
（未経験者不可）
あれば尚可
59歳以下
＊マルイチの店舗において精肉部門を担当＊
・鶏肉・豚肉等の加工 ・商品のパック・袋詰 ・
(1)8時00分～17時00分
10人 精肉担当者のシフト作成・労務管理・業務指導 ※
180,000円～300,000円 (2)7時00分～16時00分
即戦力を希望としております（未経験者不可）
スーパー関係での業務経験

正社員
惣菜部門担当（岩手県内）
雇用期間の定めなし
正社員
グロサリー部門担当（岩手
県内）
雇用期間の定めなし
正社員
ホールスタッフ／カフェ
バーヴァリリア
雇用期間の定めなし

あれば尚可
59歳以下
＊マルイチの店舗において惣菜部門を担当＊・惣菜
商品の簡単な調理（揚げ物、あえ物等） ・パック
(1)8時00分～17時00分
10人 詰め後、値段貼りと売り場への陳列 ・惣菜担当者
180,000円～300,000円 (2)7時00分～16時00分
のシフト作成、労務管理、業務指導等※惣菜作りが
出来る即戦力を希望しております（未経験者不可） スーパー関係での業務経験
あれば尚可
59歳以下
＊マルイチの店舗においてグロサリー部門を担当＊
・日配品・加工食品の品出し ・商品への値段貼り
(1)7時00分～16時00分
10人 と売り場への陳列・管理 ・グロサリー部門のシフ
180,000円～300,000円 (2)8時00分～17時00分
ト作成・労務管理・業務指導 ※即戦力を希望とし
スーパー関係で３年以上の
ております（未経験者不可）
業務経験
59歳以下
カウンターごしの接客（カウンター２０席）
お酒とチャームの提供
(1)19時30分～0時30分
3人 カラオケ準備
168,750円～281,250円
店内清掃等
仕事内容の業務経験

正社員
ＬＰガス配管工
1人
雇用期間の定めなし
正社員
介護員／グループホームえ
くぼ
1人
雇用期間の定めなし
正社員以外
介護職／グループホームい
わいずみ
1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
プレスオペレーター／山田
2人
雇用期間の定めなし
正社員
プレス金型メンテナンス／
山田
2人
雇用期間の定めなし
正社員
保育士
1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
介護員／日勤
1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
美容師／スタイリスト
2人
雇用期間の定めなし
正社員
ホームヘルパー（正社員・
地域ヘルパー）／昭和の家
2人
雇用期間の定めなし
正社員
生活相談員
1人
雇用期間の定めなし
正社員
カウンター及びホールス
タッフ
3人
雇用期間の定めなし
正社員

TEL 0193－63－8609

あれば尚可
20歳～64歳
ＬＰガス配管工業務を行います。
普通自動車免許一種
・給水管引き込み、屋内配管、下水道排水設備作業
液化石油ガス設備士
・メンテナンス業務
危険物取扱者（丙種） 160,000円～180,000円
・ＬＰガス営業活動業務（住宅メーカーや不動産 高圧ガス販売主任者(第2種)
等）
あれば尚可
配管工経験
59歳以下
小規模多機能センター（通所・訪問）サービスにお
普通自動車免許一種
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
164,160円～190,080円
・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。
不問
グループホームいわいずみの入居者９名に対する、 介護福祉士あれば尚可
介護サービスを提供して頂きます。・入浴、排泄、
介護福祉士があれば
食事、移動等の介助 ・レクリエーションの企画運 無期雇用契約となります 142,000円～178,000円
営 ・その他、記録や送迎等の入居者様の生活支援
簡単なタブレット端末の
全般
操作
不問
コネクター用プレス端子加工および金型設計・製作
を主要とした業務を行っておりますが、その内、プ
レスオペレーターを募集します。
158,000円～250,000円
・主にプレス機械に材料の取付け、製品の取出し
・実体顕微鏡を使用して外観検査など
18歳～35歳
・プレス金型メンテナンス業務
＊超精密プレス加工を行っているため、常に金型の
微調整などを繰 り返し実施することで製品の精度
158,000円～250,000円
を保つメンテナンス業務を行っていただきます。
＊繊細さや集中力を必要とします。
経験者
18歳～64歳
〇児童発達支援保育士 未就学の子ども個々の状態
保育士
及び発達の過程・特性等に応じた発達上の課題を達
幼稚園教諭免許
成させていくための、こどもと家族への支援に従事 （専修・１種・２種） 148,000円～160,600円
していただきます。・利用者１０名ほど ・その他
いずれか
付随する業務 ・３～４名体制で行っています
普通自動車免許一種
不問
介護サービス提供を行います。・食事介助、排泄介
普通自動車免許一種
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
141,212円～152,392円
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。
不問
当店において下記の業務を行っていただきます。
美容師
・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
176,000円～250,000円
清掃等） ○店内の座席数は４席で、予約を優先し
ております。
美容業務経験あれば尚可
64歳以下
新規開所の昭和の家に勤務します。市内に住む利用
普通自動車免許一種
者様のご家庭を訪問し以下の業務を行っていただき 介護職員初任者研修修了
ます。（１日に対応する利用者は平均６人程の予定
ホームヘルパー２級
165,000円～175,000円
です）・食事、入浴、排せつの介助や、炊事 ・掃
いずれか
除、洗濯といった日常生活の手助けなど
64歳以下
当社が運営する小規模デイサービス（利用者１５人
介護支援専門員
程度）における相談業務全般に従事していただきま （ケアマネージャー）
す。・利用者、家族、関係機関との相談業務 ・連 その他の福祉・介護関係資格 200,000円～200,000円
絡調整全般 ・送迎対応、その他付随する業務を
社会福祉主事または
行っていただきます。＊経験者は優遇
介護支援専門員いずれか
64歳以下
普通自動車免許一種
パチンコ、スロット店のスタッフとして、お客様に
普通自動車免許一種
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
205,000円～205,000円
ます。
・カウンター業務 ・ホール業務
18歳～45歳

フルタイム
所在地
就業場所

事業所名
求人番号

岩手県盛岡市東仙北２丁目 ネッツトヨタ盛岡
１４－２０
株式会社

岩手県宮古市

03010-22534211
岩手県盛岡市城西町１３－ 株式会社 マルイチ
１

岩手県宮古市、他

03010-22600311
岩手県盛岡市城西町１３－ 株式会社 マルイチ
１

岩手県宮古市、他

03010-22603111
岩手県盛岡市城西町１３－ 株式会社 マルイチ
１

岩手県宮古市、他

03010-22605811
岩手県盛岡市城西町１３－ 株式会社 マルイチ
１

岩手県宮古市、他

03010-22606211
岩手県盛岡市城西町１３－ 株式会社 マルイチ
１

岩手県宮古市、他

03010-22614211
岩手県宮古市大通２丁目２ ドゥ・ヒートライズ
－４
クリエイティブ 株
式会社
岩手県宮古市

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

03030- 3460211
岩手県宮古市根市第２地割 株式会社丸光商事
３３－２

岩手県宮古市

交替制あり
(1)8時30分～17時30分
(2)11時00分～20時00分
(3)6時30分～15時30分

03030- 3462411
岩手県宮古市長根４－１３ 株式会社 介護施設
－１
えくぼ

岩手県宮古市

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分
(2)7時00分～16時00分
(3)10時00分～19時00分

03030- 3464311
岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第９ 医療法人 仁泉会
地割３９番地２７
介護老人保健施設ほ
ほえみの里
岩手県下閉伊郡岩泉町

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分
(2)20時00分～5時00分

03030- 3465611
岩手県下閉伊郡山田町豊間 株式会社富士工業
根７－４－１０

岩手県下閉伊郡山田町

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分
(2)20時00分～5時00分

03030- 3466911
岩手県下閉伊郡山田町豊間 株式会社富士工業
根７－４－１０

岩手県下閉伊郡山田町

(1)8時15分～17時15分

03030- 3467111
岩手県宮古市小山田２丁目 社会福祉法人 宮古
９－２０
市社会福祉協議会

岩手県宮古市

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分
(2)6時00分～15時00分
(3)9時30分～18時30分

03030- 3468711
岩手県宮古市実田一丁目７ 有限会社 ライフ
番２８号
ネットワーク

岩手県宮古市

変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～18時00分

03030- 3469811
岩手県宮古市大通２丁目２ ドゥ・ヒートライズ
－４
クリエイティブ 株
式会社
岩手県宮古市
岩手県宮古市田鎖３－８

又は6時00分～19時00分
の間の8時間

岩手県宮古市
岩手県宮古市田鎖３－８

03030- 3470411
株式会社 みやこ

03030- 3474911
株式会社 みやこ

(1)8時00分～17時00分

岩手県宮古市

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～16時45分
(2)16時15分～0時30分

03030- 3476711
岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉 株式会社 ＪＥＣ
字中家２６－１

岩手県下閉伊郡岩泉町

03030- 3479511

1

土木作業員、型枠大工、重
機オペレーター、配管工
1人
雇用期間の定めなし
正社員
警備員（宮古営業所）
5人
雇用期間の定めなし
正社員
自動車エンジン用部品製造
【岩泉町】
3人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）
有期雇用派遣労働者
一般事務（岩手県宮古市）
1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）
有期雇用派遣労働者
型枠大工（職人見習い）
2人
雇用期間の定めなし
正社員
型枠大工（職人）【急
募】
2人
雇用期間の定めなし
正社員
商品管理及び運搬の補助作
業
1人

◆主に久慈管内岩泉町周辺の土木、建築等の現場作
普通自動車免許一種
変形（1年単位）
業に従事していただきます。【主な業務内容】・土
建設関係の資格が
(1)8時00分～17時00分
木工事作業全般 ・土砂の掘削や積み込み、埋め戻
あれば尚可
173,250円～254,100円 (2)8時00分～16時30分
し ・資格に応じて重機オペレーター及び大型車両
希望職種における経験者であ
などの運転 ・その他、上記に付随する業務
れば尚可
64歳以下
＊各種現場（道路工事、建築工事、下水道工事、イ
変形（1年単位）
ベント、駐車場内等）において、人や車両に対して
(1)8時00分～17時00分
の誘導や交通整備を行い、安全を確保する仕事とな
172,800円～216,000円
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
18歳～64歳
・合成ゴムをプレス機で受注製品の型に加工し、オ
交替制あり
イルシールを製造する業務 ・その他付随業務
(1)7時00分～16時00分
※未経験の方でもしっかり指導しますので問題ござ
167,356円～167,356円 (2)17時00分～2時00分
いません。
18歳以上
派遣先事業所において以下の業務を担当していただ
きます。～大手エネルギー会社での人気の事務のお
仕事です～ ◆データ入力業務（専用システム使
用） ◆資料作成、出力及び整理 ◆各種書類のコ
ピーおよび整理・保管 ◆来客対応、電話対応
不問
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。
39歳以下
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。※仕事
の能率を見て適宜昇給あります。※急募
59歳以下
商品の整理・管理及び運搬の補助作業を行います。
○海産物の選別・管理及び大船渡～久慈の各浜より
海産物を２ｔトラックにて田老工場への運搬作業

雇用期間の定めなし
正社員
工作機械オペレーター／正
社員（トライアル併用求
人）
雇用期間の定めなし

1人

正社員
製造技術（正社員）
5人
雇用期間の定めなし
正社員
事務員（正社員）
2人
雇用期間の定めなし
正社員
現場管理
1人
雇用期間の定めなし
正社員
看護師
1人
雇用期間の定めなし
正社員
自動車整備士
3人
雇用期間の定めなし
正社員
看護職／デイサービス（フ
ル）
2人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
看護職／特養・短所
2人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
看護師
2人
雇用期間の定めなし
正社員
塗装工
2人
雇用期間の定めなし
正社員
左官工
2人
雇用期間の定めなし
正社員
水産食品加工員
1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
水産加工員
1人
雇用期間の定めなし
正社員

59歳以下
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。
18歳～59歳
・電子機器基板にチップなどの電子部品を取り付け
る実装機械操作 ・またはハンダ付け等の後付け工
程における設備を操作 ＊経験を積んで、作業の進
捗状況確認や技術指導を行う管理者となる方を求め
ます。
18歳～59歳
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 ・電話応対
など ・その他付随する業務
59歳以下
新築・リフォームの現場管理・監督をメーカー、協
力関係者さんや当社社員、現場作業員と連携し以下
の業務を行っていただきます。・安全管理 ・品質
管理 ・工程管理（資材等の手配） ・現場管理
・その他、付随する業務及び指示された業務
不問
院内において、医師の指示に基づき、外来診察に従
事します。
・人工透析にかかわる看護全般の業務
・診察や人工透析等の準備、バイタルチェック
・検査、投薬、患者さんの介助などになります。
40歳以下
自動車整備業務をお願いします。経験とスキルに応
じて担当業務をお任せします。
・定期点検および車検整備 ・故障診断、オイル交
換、タイヤ交換、リコール関係作業、ナビ取付等
・洗車および清掃 ・整備結果説明等
59歳以下
デイサービス利用者の看護業務です。
・利用者の記録類の作成、健康相談等の業務 ・送
迎添乗業務 現在１日平均２５名程度の利用者があ
り、看護職員７名、介護職員１８名体制で業務にあ
たっています。＊働き方改革関連認定企業
不問
施設入所者（特養・短期入所者）に対する看護業務
・バイタルチェック、巡回 ・服薬準備、確認 ・
入所の方の記録作成、健康相談等 現在特養５０
名・短期２０名の方の入所・利用があり、看護職員
７名体制で業務を行っております。
不問
当院内の外来や入院病棟おいて、看護業務全般に従
事していただきます。夜勤勤務は１９床で２名体制
となります。●経験年数等により賃金決定 ●経験
年数は加味いたします ●日勤のみの勤務について
もご相談に応じます
59歳以下
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
不問
左官工事業全般に従事していただきます。
・主に建築物の（公営住宅や病院等）壁塗り ・コ
ンクリート床の仕上げ等 ・その他雑作業 ＊現場
には事務所集合で乗合で移動となります。＊年１回
程度、主に東北圏内の出張があります。
不問
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。・手捌きで開きに
したり切り身にする作業
不問
鮮魚、冷凍魚、貝類等の水産物加工の補助的な作業
に従事していただきます。・鮮魚を選別し箱詰めす
る作業が中心となり立ち仕事で体力が必要です ・
その他、２ｔトラックを運転し市場から会社加工場
までの運搬もあります
40歳以下

岩手県久慈市山形町川井第 プレステック
８地割１５－７
会社

株式

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

03100- 2683111
岩手県久慈市栄町第３７地 株式会社 平成ＧＵ
割７８－２
ＡＲＤ

岩手県宮古市、他

03100- 2686211
青森県八戸市大字八日町３ 株式会社 オープン
６ 八戸第一ビル４階
ループパートナーズ
八戸支店
岩手県下閉伊郡岩泉町

(1)8時40分～17時20分
156,237円～161,070円
ＰＣ（ＥＸＣＥＬ・
ＷＯＲＤ）基本操作
事務経験あれば尚可

02020-14888111
岩手県盛岡市盛岡駅西通２ マンパワーグループ
丁目９－１ マリオス１５ 株式会社 盛岡オ
Ｆ
フィス
岩手県宮古市

普通自動車免許一種
変形（1年単位）
＊工事に必要な免許資格
(1)8時00分～17時00分
は働きながら取得できま 186,400円～233,000円
す

03010-22463411
岩手県岩手郡葛巻町葛巻第 株式会社 集和建工
２８地割６３番地２３

岩手県宮古市、他

普通自動車免許一種

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

03011- 709711
岩手県岩手郡葛巻町葛巻第 株式会社 集和建工
２８地割６３番地２３

233,000円～279,600円
岩手県宮古市、他

型枠大工経験がある方

５トン限定準中型自動車免許
変形（1年単位）
上記以上／準中型免許は
(1)7時30分～16時30分
Ｈ２９．３．１２以降 180,000円～250,000円
免許取得の方
普通自動車免許一種
交替制あり
(1)8時00分～17時00分
152,700円～152,700円 (2)20時00分～5時00分

03011- 710511
岩手県宮古市田老字西向山 株式会社 神野商店
１６－１
田老工場

岩手県宮古市

03030- 3417711
岩手県下閉伊郡山田町豊間 株式会社 エフビー
根第２地割３１－１

岩手県下閉伊郡山田町

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分
145,000円～225,000円 (2)16時30分～1時30分
(3)0時30分～9時30分

03030- 3418811
岩手県宮古市松山第６地割 株式会社 ウェーブ
４６
クレスト 宮古工場

岩手県宮古市

普通自動車免許一種

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

03030- 3419211
岩手県宮古市松山第６地割 株式会社 ウェーブ
４６
クレスト 宮古工場

145,000円～145,000円
パソコン（エクセル）
操作のできる方

普通自動車免許一種
二級建築士
あれば尚可

岩手県宮古市

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時30分
208,500円～254,834円

岩手県下閉伊郡山田町

現場監督経験あれば尚可

看護師

03030- 3420011
岩手県下閉伊郡山田町織笠 上林建設 株式会社
第１２地割１－１

変形（1ヶ月単位）
(1)8時15分～17時30分
220,300円～331,500円 (2)8時15分～12時30分
(3)8時15分～14時00分

03030- 3421311
岩手県下閉伊郡山田町長崎 後藤医院
４－１２－１０

岩手県下閉伊郡山田町

普通自動車免許一種
二級自動車整備士
あれば尚可

変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～17時30分
160,000円～200,000円

自動車整備業務経験
あれば尚可

看護師
准看護師
いずれか

03030- 3422611
岩手県宮古市実田１丁目８ 株式会社 宮古日産
－１２

岩手県宮古市、他

(1)8時30分～17時30分
161,600円～240,400円

03030- 3423911
岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第４ 社会福祉法人 若竹
地割１－２０
会 サンホームみや
こ
岩手県宮古市

看護師
准看護師
いずれか

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分
161,600円～240,400円 (2)9時30分～18時30分

03030- 3424111
岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第４ 社会福祉法人 若竹
地割１－２０
会 サンホームみや
こ
岩手県宮古市

看護師
准看護師
いずれか

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分
220,300円～352,600円 (2)17時30分～8時30分

03030- 3425711
岩手県宮古市大通一丁目３ 後藤泌尿器科皮膚科
－２４
医院

岩手県宮古市

普通自動車免許一種
塗装工事関係の資格が
あれば尚可

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分
186,667円～233,334円

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
れば尚可

普通自動車免許一種
左官工事関係の資格が
あれば尚可

03030- 3429411
岩手県下閉伊郡山田町織笠 有限会社 サワダ建
第１４地割３２番地２２９ 装

岩手県下閉伊郡山田町

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

03030- 3430611
岩手県下閉伊郡山田町織笠 有限会社 サワダ建
第１４地割３２番地２２９ 装

186,667円～233,334円

左官工事関係の資格がない方
は建設業に従事した経験があ
れば尚可

岩手県下閉伊郡山田町

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

03030- 3431911
岩手県宮古市新川町５－６ 株式会社 佐幸商店

143,344円～143,344円
岩手県宮古市

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
（Ｈ２９．３．１２以降 140,000円～140,000円
免許取得の方）

03030- 3432111
岩手県宮古市小山田二丁目 有限会社 佐々寛商
４－３
店

岩手県宮古市

03030- 3433711

2

肥料の製造工場従業員
1人
雇用期間の定めなし
正社員
山林作業員
1人
雇用期間の定めなし
正社員
水産加工員
2人
雇用期間の定めなし
正社員以外
塗装工
1人
雇用期間の定めなし
正社員
歯科助手
1人
雇用期間の定めなし
正社員
電工
1人
雇用期間の定めなし
正社員
建築技術者
1人
雇用期間の定めなし

当社は化学肥料、配合肥料、土壌にやさしい有機質
肥料、液体肥料等を工場にて製造しています。
・原料仕込み、混合、造粒の各作業 ・機械の運転
・監視業務等 ＊有資格者はフォークリフト、ショ
ベルローダ等による運搬作業もあり
18歳～40歳
木材の伐採・搬出を行う素材生産に関わる業務全
般。
・立木の伐採、伐倒木の集材、集伐木の造材（集め
た木を玉切る）・造材木（玉切った木）の運搬 ・
会社に集合して社用車で現場へ移動
40歳以下
・魚類の加工食品 ・スケソウダラ、サバ等の前浜
魚の処理作業 ・イカの冷凍食品加工 ・秋サケの
加工 ・選別ラインに沿った製造 ・梱包作業 未
経験の方でも丁寧に指導します。
64歳以下
当社は主に一般建築塗装と橋梁塗装を行っておりま
す。・高圧洗浄 ・錆び落とし ・下地補修 ・塗
装（はけ塗り、ローラー塗り、スプレー塗装等）
・その他付随する業務 ＊主に高所作業となりま
す。＊現場へは会社より乗り合わせで移動します。
18歳～45歳
歯科外来患者様の診療補助業務に従事していただき
ます。・患者様の案内 ・診療器具の準備 ・使用
後の消毒 ・院内の清掃等を行っていただきます。
状況によっては受付業務を行う場合もあります。

普通自動車免許一種

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～16時00分
148,000円～174,700円 (2)16時00分～0時00分
(3)0時00分～8時00分

岩手県宮古市

普通自動車免許一種

変形（1年単位）
(1)7時00分～16時00分

正社員
生活支援員兼世話人（Ｒ
４．２月～）（日勤）
雇用期間の定めなし
正社員
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
雇用期間の定めなし
正社員
警備員（有資格者）
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
警備員（資格不問）
雇用期間の定めなし
正社員以外
警備員（岩泉地域）
雇用期間の定めなし
正社員以外
ガソリンスタンド販売員
（船越ＳＳ）
雇用期間の定めなし
正社員
ガソリンスタンド販売員
（船越ＳＳ）／有資格者
雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

岩手県宮古市

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
雇用期間の定めなし
正社員
交通誘導警備員
3人
雇用期間の定めなし
正社員以外
交通誘導警備員（正社員／
幹部候補）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
土木作業員
2人
雇用期間の定めなし
正社員
現場管理
2人
雇用期間の定めなし
正社員

03030- 3436511
岩手県宮古市上鼻二丁目３ 有限会社やまぐち塗
番１２号
装工業

168,000円～228,000円
岩手県宮古市

(1)8時30分～18時30分

03030- 3437411
岩手県宮古市田老三王１丁 山本歯科医院
目１－３－２

150,000円～150,000円

パソコン基本操作
40歳以下
電気設備全般に従事していただきます。・一般住宅
普通自動車免許一種
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
147,688円～161,700円
ニュアル）を使用 ＊現場は主に宮古・下閉伊地域
○各種有資格者は採用面で優遇します。
35歳以下
＊公共工事や一般住宅建築工事などの施工計画案の
普通自動車免許一種
作成 ＊工事中における品質管理、安全管理、施工 １,２級土木施工管理技士
の調整など監督・指揮業務や各種書類作成 ＊就業
あれば尚可
200,000円～400,000円
場所は担当の現場事務所が基本になります
ＰＣ入力操作（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、

64歳以下
当社において設計補助や総務・経理の事務補助を行
います。・資料の整理、ＦＡＸの内容確認、請求書
発行、電話や来客対応 ・専用ソフト「水匠」を使
用しての入力作成補助等 ＊外出用務には社用車
（ＡＴ車）を使用していただきます。
59歳以下
交通誘導警備に従事します。・主な現場は建設現場
工事現場の交通誘導 現場へは直行直帰または乗合
になります。また場合によっては、社用車の貸与も
可能です。（自家用車使用の際ガソリン支給）＊６
０歳以上の方大歓迎！！６０歳以上の方も多数活躍
18歳以上
幹部候補として交通誘導警備に従事します。将来は
新人の研修も行ってもらいます。
・主な現場は建設現場工事現場の交通誘導
・現場へは直行直帰または乗合、社用車の貸与も
可。
18歳～64歳
◆舗装、改良、修繕、造成、下水道設置等の付随業
務をしていただきます。※田野畑村内、久慈管内の
現場になります。※朝会社へ出勤後、会社の車で各
現場へ移動します。※型枠大工の経験者、車両系の
免許を持っている方は優遇いたします。
不問
◆土木工事現場監督業務全般
・発注者との協議、調整 ・現場の施工管理、工程
管理、安全管理 ・工事関係資料の作成、ＰＣ入力
業務 ・作業員への指示等付随する業務 ※田野畑
村内、久慈管内の現場になります。
不問

03030- 3435211
岩手県宮古市日立浜町８番 株式会社 おがよし
２３号

143,344円～143,344円

岩手県宮古市

変形（1年単位）
(1)8時15分～17時15分

03030- 3438011
岩手県宮古市板屋３丁目２ 有限会社 オイカワ
－６
設備企画

岩手県宮古市、他

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

験者あれば尚可
64歳以下
障がい者グループホーム（定員９名 併設短期入所
変形（1ヶ月単位）
１名）にて、夜間でのご利用者様の生活全般の支
(1)21時00分～9時00分
1人 援、介護サービスを提供していただきます。＜主な
171,000円～198,000円
業務内容＞排泄、食事等の介助、夜間見守り、記録
作成 ○開所は、令和４年２月～３月の予定です○
64歳以下
・障がい者グループホーム（定員９名＋併設短期入
変形（1ヶ月単位）
所１名）にて、ご利用者様の生活全般の支援、介護
(1)7時30分～16時30分
4人 サービスを提供いただきます。
171,000円～198,000円 (2)8時30分～17時30分
＜主な業務＞・食事、入浴、排泄など日常生活の支
(3)12時00分～21時00分
援又は介助 ・各種記録作成 ・買物同行、代行
64歳以下
・障がい者のグループホーム（定員９名、併設短期
変形（1ヶ月単位）
入所１名）にて、夜間におけるご利用者様の生活全
(1)8時30分～17時30分
1人 般の支援、介護サービスを提供していただきます○
150,000円～150,000円 (2)21時00分～9時00分
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
Ｗｏｒｄ（入力程度）
64歳以下
地域の各地で安全サービスを提供する仕事です。
警備員検定試験２級
変形（1ヶ月単位）
・交通誘導：工事現場や店舗駐車場などの周辺で通
(1)8時00分～17時00分
3人 行車両や歩行者が交通事故に合わないよう安全に誘
193,500円～193,500円 (2)21時00分～6時00分
導 ・雑踏警備：イベントや祭り会場での事故を防
ぐ ※簡単に覚えることができる仕事です。
警備業務
18歳以上
地域の各地で安全サービスを提供する仕事です。
変形（1ヶ月単位）
・交通誘導：工事現場や店舗駐車場などの周辺で通
(1)8時00分～17時00分
2人 行車両や歩行者が交通事故に合わないよう安全に誘
172,000円～172,000円 (2)21時00分～6時00分
導 ・雑踏警備：イベントや祭り会場での事故を防
ぐ ※簡単に覚えることができる仕事です。
18歳以上
地域の安全を守るサービスを提供する仕事です。
変形（1ヶ月単位）
・交通誘導：工事現場や店舗駐車場などの周辺で通
(1)8時00分～17時00分
10人 行車両や歩行者の安全確保の為の誘導
172,000円～172,000円 (2)21時00分～6時00分
・雑踏警備：イベントや祭り会場での事故を未然に
防ぐ業務
18歳以上
ガソリンスタンド販売員に従事していただきます。
普通自動車免許一種
変形（1ヶ月単位）
・車両への給油業務、応対サービス
(1)6時30分～15時30分
1人 ・窓ふき、洗車、簡単な自動車整備
155,100円～225,600円 (2)8時00分～17時00分
・タイヤ交換、配達などの諸業務
(3)10時30分～19時30分
○未経験から丁寧に指導いたします。
40歳以下
ガソリンスタンド販売員に従事していただきます。
普通自動車免許一種
変形（1ヶ月単位）
・車両への給油業務、応対サービス
危険物取扱者乙種４類以上
(1)6時30分～15時30分
1人 ・窓ふき、洗車、簡単な自動車整備
157,450円～225,600円 (2)8時00分～17時00分
・タイヤ交換、配達などの諸業務
(3)10時30分～19時30分

正社員
設計事務補助

03030- 3434811
岩手県宮古市近内一丁目４ 有限会社 道又林業
番１３号

207,900円～207,900円

ＣＡＤ）、建築施工管理業務経

正社員
障がい者グループホームで
の夜間専門支援員（Ｒ４年
２月～）
雇用期間の定めなし

岩手県宮古市小山田１丁目 片倉コープアグリ
７番地
株式会社 宮古工場

03030- 3439311
岩手県宮古市八木沢三丁目 株式会社菊地建設
１１－５

岩手県宮古市

03030- 3441711
岩手県下閉伊郡山田町船越 合同会社 ５０ＵＰ
第１５地割３－９４

岩手県下閉伊郡山田町

03030- 3442811
岩手県下閉伊郡山田町船越 合同会社 ５０ＵＰ
第１５地割３－９４

岩手県下閉伊郡山田町

03030- 3444511
岩手県下閉伊郡山田町船越 合同会社 ５０ＵＰ
第１５地割３－９４

岩手県下閉伊郡山田町

03030- 3445411
岩手県宮古市宮町４丁目５ 東洋ワークセキュリ
番１６号
ティ株式会社 宮古
営業所
岩手県宮古市

03030- 3447311
岩手県宮古市宮町４丁目５ 東洋ワークセキュリ
番１６号
ティ株式会社 宮古
営業所
岩手県宮古市

03030- 3448611
岩手県宮古市宮町４丁目５ 東洋ワークセキュリ
番１６号
ティ株式会社 宮古
営業所
岩手県下閉伊郡岩泉町

03030- 3449911
岩手県下閉伊郡山田町船越 株式会社 サカモト
第６地割１４２－１２

岩手県下閉伊郡山田町

03030- 3450711
岩手県下閉伊郡山田町船越 株式会社 サカモト
第６地割１４２－１２

岩手県下閉伊郡山田町

普通自動車免許一種

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

基本的なＰＣ操作（ワード・ 143,000円～150,000円
エクセル）ができる方、ＣＡ
Ｄ経験※水匠、ＪＷ－ＣＡＤ
などあれば尚可

普通自動車免許一種

03030- 3451811
岩手県宮古市津軽石第１４ 有限会社 山舘設備
地割３８－４
工事

岩手県宮古市

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

03030- 3453511
岩手県宮古市金浜第４地割 有限会社 ニコニコ
６３番地１
警備保障

150,150円～207,900円
岩手県宮古市、他

警備経験あれば尚可

普通自動車免許一種
変形（1年単位）
警備員検定試験２級
(1)8時00分～17時00分
交通誘導警備業務２級以 190,000円～229,800円
上及び警備員指導教育責
任者２号
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
(1)8時00分～17時00分
あれば尚可
150,000円～230,000円

パソコン入力（ワード、エク
セル）できる方、経験者

岩手県宮古市、他

03030- 3459111
岩手県九戸郡野田村大字野 有限会社 新山組
田第３２地割１５２

岩手県下閉伊郡田野畑村、他

土木作業経験者あれば尚可

１級土木施工管理技士
２級土木施工管理技士
いずれか
普通自動車免許一種

03030- 3458911
岩手県宮古市金浜第４地割 有限会社 ニコニコ
６３番地１
警備保障

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

03100- 2656311
岩手県九戸郡野田村大字野 有限会社 新山組
田第３２地割１５２

200,000円～280,000円
岩手県下閉伊郡田野畑村、他

03100- 2657611

3

現場管理（電気設備課）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
現場管理補助（建築課）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
登録販売者 ツルハドラッ
グ宮古磯鶏店（岩手県宮古
市）
雇用期間の定めなし

1人

正社員
冷凍機械管理主任
1人
雇用期間の定めなし
正社員
土木作業員
1人
雇用期間の定めなし
正社員
土木軽作業員
1人

建設現場における電気設備工事の管理業務に従事し
普通自動車免許一種
て頂きます。現 場：工程管理、安全・品質管理、
(1)8時00分～17時00分
写真撮影等 事務所：書類作成、写真管理、データ
301,920円～535,230円
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。
施工管理経験：１年以上
59歳以下
※未経験・ブランクのある方も歓迎します。・建築
工事における管理業務補助（現場監督）を行ってい
(1)8時00分～17時00分
ただきます。・工程管理（写真撮影及び管理、作業
244,160円～452,810円
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
59歳以下
ドラッグストアにおいて、医薬品日用品等の接客販
登録販売者
交替制あり
売・商品管理・マネジメント等の業務全般に従事し
（一般医薬品）
登録販売者としての管理者要件 185,000円～270,000円
ていただきます。
を満たしている方、過去５年間
※登録販売者の資格を有する者に限る
で２年以上の実務経験、勤務時
又は8時30分～22時30分
間の合計が１９２０時間以上
の間の8時間程度
18歳～59歳
冷凍機械運転業務を行います。・冷凍機械操作 ・
普通自動車免許一種
変形（1年単位）
加工機械の保守、メンテナンス ・点検及び整備等
(1)8時00分～17時00分
・他１名おります。工場移動は社用車使用です。＊
180,000円～340,000円
機械操作の経験があれば尚可 ＊丁寧に指導しま
す。＊冷凍機機械運転の経験があれば優遇します。
機械操作の経験あれば尚可
59歳以下
○土木作業（公共工事、道路工事、一般建築等）に
普通自動車免許一種
変形（1年単位）
伴う業務全般を行っていただきます。○有資格者の 車両系建設機械運転技能
(1)8時00分～17時00分
方には、バックホー・小型移動式クレーンなどの運
小型移動式クレーン
182,667円～228,334円
転操作もお願いします。○コンクリート用の型枠作
玉掛技能者
業や据付け作業も行っていただきます。
あれば尚可
土木作業経験
63歳以下
○土木作業（公共工事、道路工事、一般建築等）に
普通自動車免許一種
変形（1年単位）
伴う業務全般の補助を行っていただきます。
(1)8時00分～17時00分
○土木作業員の手元や補助業務
159,834円～171,250円

宮城県仙台市青葉区本町２ 株式会社
丁目１０－３３
ト
第２日本オフィスビル７階

オンサイ

岩手県宮古市、他

04010-58517111
宮城県仙台市青葉区本町２ 株式会社 オンサイ
丁目１０－３３
ト
第２日本オフィスビル７階
岩手県宮古市、他

04010-58534711
北海道札幌市東区北２４条 株式会社 ツルハ
東２０丁目１番２１号
（ツルハドラッグ）

岩手県宮古市

01240-21364511
岩手県宮古市藤原一丁目５ 有限会社 大井漁業
－９
部 大印冷凍工場

岩手県宮古市

03030- 3354511
岩手県宮古市長沢第１８地 株式会社 勝祐建設
割８２－３

岩手県宮古市

03030- 3355411
岩手県宮古市長沢第１８地 株式会社 勝祐建設
割８２－３

雇用期間の定めなし
正社員
トラック運転手／田老工場
1人
雇用期間の定めなし
正社員
管理薬剤師
1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
バス乗務員及びタクシー乗
務員
1人
雇用期間の定めなし
正社員
看護師・准看護師
1人
雇用期間の定めなし
正社員
整備業務：機材センター
1人
雇用期間の定めなし
正社員
運転手：岩泉
1人
雇用期間の定めなし
正社員
塗装工／宮古
1人
雇用期間の定めなし
正社員
営業／宮古
1人
雇用期間の定めなし
正社員
足場作業員／宮古
1人
雇用期間の定めなし
正社員
自動車整備工員
1人
雇用期間の定めなし
正社員
自動車板金塗装工
1人
雇用期間の定めなし
正社員
設備作業員およびガソリン
スタンドスタッフ
1人
雇用期間の定めなし
正社員
大型自動車運転手
1人
雇用期間の定めなし
正社員
幼稚園教諭
1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外

63歳以下
７ｔトラック運搬業務全般となります。
・産業廃棄物の運搬業務
【運送範囲】釜石市から宮古市回収、田老工場に運
搬
59歳以下
医療用麻薬などの出庫、発注、管理業務
医薬品卸売事業における指導・助言・問い合わせ対
応等
不問
以下の業務を行っていただきます。
・路線定期運行バスの運転乗務（岩泉町内）
・貸切バスの運転乗務 ・タクシーの運転乗務
＊バス及びタクシー、バスのみ、タクシーのみの業
務も可能
64歳以下
施設入居者（１２０名）の健康管理業務に従事。
・バイタルチェック ・処置、投薬
・通院同行 ・経管栄養管理等
夜勤は看護師１名、介護員６名での対応となります

岩手県宮古市
大型自動車免許
フォークリフト
あれば尚可

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

03030- 3356011
株式会社 丸才 宮
古営業所

173,125円～173,125円
岩手県宮古市

普通自動車免許一種
薬剤師

(1)8時45分～17時30分

03030- 3357311
岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第５ 株式会社バイタル
地割１－６
ネット 宮古支店

300,000円～300,000円
基本的レベルのマイクロソフ
トエクセル・ワード

普通自動車免許一種
大型自動車第二種免許
普通自動車第二種免許
あれば尚可
看護師
准看護師
いずれか

岩手県宮古市

変形（1ヶ月単位）

03030- 3360711
岩手県下閉伊郡岩泉町門字 小川タクシー 株式
町６６－１
会社 本社営業所

161,200円～244,400円
又は6時00分～21時00分
の間の8時間程度
交替制あり
(1)7時00分～16時00分
173,936円～333,800円 (2)8時00分～17時00分
(3)13時00分～22時00分

59歳以下
レンタル用建設機械及び車両等の点検整備を行いま
普通自動車免許一種
変形（1年単位）
す。○バックホー、ダンプ、ユニック車、発電機
各種整備資格あれば尚可
(1)8時00分～17時00分
等々、多様な職種の建設機械・車両の点検業務や、
144,500円～300,000円
それに伴う整備○現場へ出向いて業務を行う場合も
整備経験のある方
あり○依頼の状況により車両の引き取り・納車あり
あれば尚可
64歳以下
レンタル用建設機械器具の配達に従事していただき
大型自動車免許
変形（1年単位）
ます。・８ｔ平ボデータイプのトラックの運転 ・ 車両系建設機械運転技能
(1)8時00分～17時00分
有資格者の方は建設重機、小型移動式クレーン（ユ
小型移動式クレーン
144,500円～300,000円
ニック）の操作があります。・レンタル機械の設置
玉掛け等の資格
業務（ハウス組立含む）あります。
あれば尚可
64歳以下
一般住宅の屋根外壁塗装工事を行っていただきま
普通自動車免許一種
変形（1ヶ月単位）
す。・足場組立、解体補助 ・養生、洗浄、コーキ
中型自動車免許
(1)8時00分～17時30分
ング等 ・塗装作業補助 ・ローラー、刷毛等での
あれば尚可
181,050円～276,900円
塗装作業 ・トラック等で資材、材料の運搬（４ｔ
トラック使用は有資格者） ・現場清掃等
塗装経験あれば尚可
59歳以下
一般住宅・マンション・アパート等建築物の外壁・
普通自動車免許一種
変形（1ヶ月単位）
屋根塗装工事の営業を行っていただきます。
(1)9時00分～18時00分
・チラシポスティング、契約
250,062円～300,330円
＊営業移動には社用車（ＭＴ車）を使用
営業経験あれば尚可
59歳以下
当社において下記の作業を行っていただきます。
普通自動車免許一種
変形（1ヶ月単位）
・当社保有のクサビ足場を使用し、お客様宅の足場 足場の組立て等作業主任者
(1)8時00分～17時30分
仮払工事を行います。・主に足場組立、解体の作業
あれば尚可
191,700円～298,200円
・その他付随する業務

59歳以下
車検チェーン全国５００店舗以上の「車検のコバッ
ク」でのお仕事になります。
・車検、法定点検、一般整備、オイル交換、タイヤ
交換 ・洗車、納車、その他付随する業務

岩手県宮古市港町２－４

足場の組立・解体の経験
あれば尚可

岩手県下閉伊郡岩泉町

03030- 3362211
岩手県宮古市西ヶ丘４丁目 社会福祉法人 恵心
５３－８
会 特別養護老人
ホーム 慈苑
岩手県宮古市

03030- 3365011
岩手県宮古市板屋１丁目２ 株式会社 イブキ産
－７
業

岩手県宮古市

03030- 3366311
岩手県宮古市板屋１丁目２ 株式会社 イブキ産
－７
業

岩手県下閉伊郡岩泉町

03030- 3369111
岩手県宮古市田鎖第１２地 有限会社 東北ペイ
割１０番地５
ント

岩手県宮古市

03030- 3370211
岩手県宮古市田鎖第１２地 有限会社 東北ペイ
割１０番地５
ント

岩手県宮古市

03030- 3371511
岩手県宮古市田鎖第１２地 有限会社 東北ペイ
割１０番地５
ント

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

03030- 3372411
岩手県下閉伊郡田野畑村和 有限会社 佐々木自
野１５－２４
動車整備工場

180,000円～250,000円

自動車整備経験
不問
当整備工場において主に下記の業務に従事します。
普通自動車免許一種
変形（1年単位）
・キズ、凹みなど自動車の損傷個所の自動車板金塗
(1)8時00分～17時00分
装 ・主に新車へのボディコーティング ・防錆塗
250,000円～300,000円
装 ・見積り、洗車、納車、タイヤ交換 ・その他
付随する業務
自動車板金塗装
不問
【設備作業員】・一般住宅の上下水道設備、住宅設
普通自動車免許一種
変形（1年単位）
備、ガス設備などの工事全般および保守点検、修繕 危険物取扱者（乙種）
(1)8時00分～17時00分
作業など ・トラックの運転（２ｔ車）【ガソリン
あれば尚可
150,000円～180,000円
スタンドスタッフ・豊間根ＳＳ】・給油作業、洗車
作業、簡単な車の整備（タイヤ・オイル交換等）
59歳以下
６ｔ～１２ｔトラックを使用し以下の業務を行って
大型自動車免許
変形（1年単位）
いただきます。・主にリース会社の重機や機材の運
玉掛技能者
(1)8時00分～17時00分
搬作業その他付随する業務 ・業務は宮古・下閉伊 車両系建設機械運転技能 188,600円～211,600円
地区が中心 ・大型ダンプにも乗っていただきます
小型移動式クレーン
※必要な資格は入社後、費用会社負担で取得可能
（５ｔ未満）
大型自動車運転経験
59歳以下
当法人が運営する幼稚園において、保育業務全般を
幼稚園教諭免許
交替制あり
お願いします。・クラス担任補助 ・バス添乗（登 （専修・１種・２種）
(1)7時20分～15時50分
降園時） ・降園後の預かり保育のお手伝い ・各
140,000円～190,000円 (2)8時00分～16時30分
種年間行事などのお手伝い ・園児数は３５名程度
(3)9時30分～18時00分
となる予定
不問

岩手県下閉伊郡田野畑村

03030- 3376911
岩手県下閉伊郡田野畑村和 有限会社 佐々木自
野１５－２４
動車整備工場

岩手県下閉伊郡田野畑村

03030- 3377111
岩手県下閉伊郡山田町豊間 有限会社 最上商店
根第３地割３３番地

岩手県宮古市、他

03030- 3378711
岩手県宮古市上鼻２丁目６ 株式会社 伊藤礦業
番７５号
所

岩手県宮古市

03030- 3380411
岩手県下閉伊郡山田町八幡 学校法人光明学園
町１２－２１
山田幼稚園

岩手県下閉伊郡山田町

03030- 3382311

4

運転手（随伴車）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
土木作業員および重機オペ
レーター
2人
雇用期間の定めなし
正社員
土木施工管理技士
1人
雇用期間の定めなし
正社員
総合職
1人
雇用期間の定めなし
正社員
代行運転手
1人
雇用期間の定めなし
正社員
事務職員
1人
雇用期間の定めなし
正社員
土木施工管理技士
2人
雇用期間の定めなし
正社員
重機オペ運転手及びとび土
工
1人
雇用期間の定めなし
正社員
森林整備作業員
2人
雇用期間の定めなし
正社員
森林整備作業員（経験者）
2人
雇用期間の定めなし
正社員
作業療法士・理学療法士
1人
雇用期間の定めなし
正社員
介護職員／日勤
1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
介護職員／正社員
1人
雇用期間の定めなし
正社員
看護職員／有料老人ホーム
1人
雇用期間の定めなし
正社員
介護支援専門員
2人
雇用期間の定めなし
正社員
建築大工
1人
雇用期間の定めなし
正社員
ゴルフ場フロント（正社
員）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
製造作業員
2人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
運転手
1人
雇用期間の定めなし
正社員
現場作業員
1人
雇用期間の定めなし
正社員

宮古市内・近郊を中心とした運転代行業務全般 ・
普通自動車免許ＡＴ
お客様のご依頼地にあわせての随伴車両運転 ・接
(1)21時00分～4時00分
客、乗務記録簿への記載、精算会計 ・車両管理等
110,400円～156,000円
（給油、洗車、タイヤ交換）を行います。＊経験が
なくてもやる気のある方を希望します。
運転経験１年以上
不問
当社受注工事において、土木作業全般および・建設
普通自動車免許一種
変形（1年単位）
機械オペレーター業務に従事していただきます。
車両系建設機械運転技能
(1)8時00分～17時00分
【各現場により作業内容が異なります】＊お持ちの
大型自動車免許
185,334円～231,667円
資格、免許等により２ｔ・４ｔトラックや大型ダン
あれば尚可
プ運転などを担当していただきます。
土木作業経験あれば尚可
64歳以下
土木工事の管理業務全般。
１級土木施工管理技士
変形（1年単位）
・施工管理 ・工程管理 ・安全管理 ・発注者と ２級土木施工管理技士
(1)8時00分～17時00分
の打ち合わせ等 ・パソコンにより書類作成、メー
いずれか
250,000円～350,000円
ル等 状況により土木作業に従事する場合がありま
普通自動車免許一種
工事現場施工管理等
す。
あれば尚可
64歳以下
事業所において下記の業務に従事していただきま
普通自動車免許一種
変形（1年単位）
す。
(1)9時00分～18時00分
・機械修理
139,570円～170,000円 (2)10時00分～19時00分
・家電工事等
・配送
整備経験
59歳以下
宮古市内・近郊を中心とした運転代行業務全般。
普通自動車免許一種
・ご依頼地にあわせて、お客様の車両及び随伴車両 普通自動車第二種免許
(1)21時00分～4時00分
の運転 ・接客、乗務記録簿への記載、精算会計
115,200円～156,000円
・車両管理全般等を行っていただきます。
不問
経理および建設事務に従事していただきます。
普通自動車免許一種
・現金出納帳の記入
(1)8時30分～17時00分
・受注管理台帳への記帳管理
173,400円～244,800円
・請求書作成
ワード・エクセル操作可能な
・電話・来客応対等を行っていただきます。
方、建設事務経験あれば尚可
64歳以下
土木、舗装の各工事現場で以下の業務を行いま
普通自動車免許一種
変形（1年単位）
す。・施工計画立案 ・管理（施工、安全、品質、 ２級土木施工管理技士
(1)8時00分～17時00分
工程など） ・各種書類作成＊公共工事が主となり
184,800円～250,000円
現場管理経験
（施工管理できれば
ます＊各現場への移動は社用車を使用します○ブラ
ブランクある方可）
ンクのある方の応募可能ですのでご相談ください。
ＰＣ操作ができれば尚可
不問
各工事現場において以下の業務を行っていただきま 車両系建設機械運転技能
変形（1ヶ月単位）
す。・重機による掘削等土工事 ・とび、土工作業
大型自動車免許
(1)8時00分～17時00分
員として工事作業全般 ＊主な工事現場は沿岸地域
あれば尚可
203,150円～215,100円
となります ＊大型免許有資格者尚可
重機運転経験
59歳以下
山林の各現場において、下記業務に従事していただ
普通自動車免許一種
変形（1年単位）
きます。・下草刈、除伐、伐採作業 ・現場への移 刈払機・チェーンソーの
動は乗り合いになります。個人車を使用する場合は 技能講習修了者あれば尚 140,000円～140,000円
移 動費（上限有り）を支給します。・業務上使用
可
又は7時00分～16時00分
する機材は当社で準備します。
の間の6時間
18歳以上
山林の各現場において、下記業務に従事していただ
普通自動車免許一種
変形（1年単位）
きます。・下草刈、除伐、伐採作業 ・現場への移 刈払機・チェーンソーの
動は乗り合いになります。個人車を使用する場合は
技能講習修了者
220,000円～220,000円
移動費（上限有り）を支給します。・業務上使用す
又は7時00分～16時00分
る機材は当社で準備します。
森林整備作業
の間の6時間
18歳以上
在宅療養する患者さんのご自宅に訪問しリハビリ業
普通自動車免許一種
務を行います。・１日の訪問件数は平均４～５件・
作業療法士
(1)9時00分～17時30分
主に機能回復訓練や指導・援助等・訪問後は報告書
又は
195,000円～270,000円
作成（パソコン入力）※エリアは宮古市内、社用車
理学療法士
使用となります※試用期間中は担当が同行します。
59歳以下
グループホーム入所者の介護業務全般を行います。
普通自動車免許一種
変形（1ヶ月単位）
・入所者９名の身の回りの世話、食事、入浴、排
(1)7時00分～16時00分
泄、リハビリ等の介助や見守りなど ・食事の準備
142,307円～204,140円 (2)8時30分～17時30分
や後片付け、洗濯、清掃、その他雑務など
(3)10時30分～19時30分

不問
グループホーム入所者の介護業務全般を行います。
・入所者９名の身の回りの世話、食事、入浴、排
泄、リハビリ等の介助や見守りなど ・食事の準備
や後片付け、洗濯、清掃、その他雑務など
63歳以下
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
59歳以下
愛福祉会指定居宅介護支援事業所において下記の業
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 ・その他付随す
る業務
59歳以下
一般住宅等の建築工事及び土木工事に従事していた
だきます。・新築、リフォーム工事 ・基礎工事
・外構工事他 ・会社に集合してから社用車にて現
場に向かいます ・主な現場は、宮古市内
不問
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
59歳以下
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、溶解工程、電気分解工程
の作業です。雇用期間：１年更新
不問
大型ダンプを使用し、以下の業務を行っていただき
ます。・アスファルト合材をプラントから積んで現
場への運搬業務 ・材料、残土、産業廃棄物等の運
搬業務 主に下閉伊管内となりますが、内陸に運搬
する場合もあります。
64歳以下
墓石建立工事をはじめ、墓石工事に関する様々な工
事を行います。・土砂の掘削、ブロック積み、よう
壁工事、テラセル積 ・墓石の設置 ・土葬のお骨
上げ等 ＊屋外での作業やブロックの手積みや運搬
など体力を要します。
40歳以下

岩手県宮古市実田１－１－ 運転代行
１

人力舎

岩手県宮古市

03030- 3383611
岩手県下閉伊郡山田町長崎 株式会社 堀合建設
４丁目１２番２６号

岩手県下閉伊郡山田町

03030- 3384911
岩手県下閉伊郡山田町長崎 株式会社 堀合建設
４丁目１２番２６号

岩手県下閉伊郡山田町

03030- 3385111
岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉 有限会社 岩泉マッ
字太田１０－５
カラー商会

岩手県下閉伊郡岩泉町

03030- 3386711
岩手県宮古市実田１－１－ 運転代行 人力舎
１

岩手県宮古市

03030- 3387811
岩手県下閉伊郡岩泉町袰綿 有限会社 澤里土木
字浦場６５－１
工業

岩手県下閉伊郡岩泉町

03030- 3389511
岩手県宮古市山口五丁目４ 佐藤土木工業 有限
番１２号
会社

岩手県宮古市

03030- 3390311
岩手県宮古市山口１丁目４ 株式会社 オガサワ
－２５
ラ産業

岩手県宮古市

03030- 3392911
岩手県宮古市川井第１地割 グリーンワイド 合
１１０番４
同会社

岩手県宮古市、他

03030- 3393111
岩手県宮古市川井第１地割 グリーンワイド 合
１１０番４
同会社

岩手県宮古市、他

03030- 3394711
岩手県宮古市宮町２丁目２ 株式会社 メディケ
番１９号
ア・システム

岩手県宮古市

03030- 3396211
岩手県宮古市中里団地４－ グループホーム愛宕
１１
の丘（有限会社 川
崎タクシー）
岩手県宮古市

普通自動車免許ＡＴ

変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分
142,307円～204,140円 (2)8時30分～17時30分
(3)16時00分～9時00分

03030- 3397511
岩手県宮古市中里団地４－ グループホーム愛宕
１１
の丘（有限会社 川
崎タクシー）
岩手県宮古市

看護師
准看護師
いずれか
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
200,000円～250,000円 (2)9時00分～18時00分

03030- 3399011
岩手県宮古市刈屋第１２地 特定非営利活動法人
割３番地
愛福祉会

岩手県宮古市

普通自動車免許一種
介護支援専門員
（ケアマネージャー）

(1)8時30分～17時30分

03030- 3400811
岩手県宮古市刈屋第１２地 特定非営利活動法人
割３番地
愛福祉会

175,000円～200,000円
岩手県宮古市

介護支援専門員

普通自動車免許一種
(1)8時00分～17時00分

03030- 3401211
岩手県宮古市田鎖第９地割 福沢建設
２３－１

210,000円～252,000円
大工経験者
（経験３年以上）

岩手県宮古市

変形（1年単位）

03030- 3402511
岩手県宮古市崎山第４地割 株式会社 宮古カン
８６－３
トリークラブ

162,000円～228,000円
又は6時30分～17時00分
の間の7時間程度
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

ワード・エクセル操作

岩手県宮古市

03030- 3403411
岩手県宮古市小山田１丁目 ラサ工業株式会社
７番地
宮古事業所

170,000円～210,000円
岩手県宮古市

大型自動車免許
(1)8時00分～17時00分
147,000円～189,000円

03030- 3404011
岩手県宮古市金浜第６地割 有限会社 ジェイ・
２１ー６６
ティ・エス 岩手営
業所
岩手県宮古市

普通自動車免許一種

変形（1年単位）
(1)7時30分～17時00分

03030- 3408111
岩手県宮古市山口三丁目１ 株式会社 伊藤石材
０－１９

161,700円～173,250円
岩手県宮古市

03030- 3409711

5

牧場運営・新製品開発・企
画・製造・事務
4人
雇用期間の定めなし
正社員
生活支援員
1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
加工業務
2人
雇用期間の定めなし
正社員以外
葬祭スタッフ
1人
雇用期間の定めなし
正社員
レンタカースタッフ（オ
リックスレンタカー宮古駅
前店）
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
重機オペレーターおよび土
木作業員【県外】

1人

2人
雇用期間の定めなし
正社員
セレモニープランナー（宮
古支店）
1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
事務・経理補助（オート
サービス）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
土木施工管理【岩手県】
3人
雇用期間の定めなし
正社員
建築施工管理【岩手県】
4人
雇用期間の定めなし
正社員
一般事務（宮古地域セン
ター）
1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）
正社員以外
営業

不問
○河川改修及び道路工事などの土木作業及び重機オ
ペレーターに従事していただきます ＊被災地復興
現場もあります ＊現場作業所に泊り込んで作業し
ます。毎週日曜日には帰省します（土曜日作業終了
後、帰って来ます）
64歳以下
【セレモニーのプランニングをしてみませんか？】
◎経験・年齢・性別を問わず活躍できる仕事です。
◎まずは研修からスタートするので、未経験でも安
心です。◎お客様の人生の節目を豊かにするお手伝
いができるやりがいのある仕事です。
不問
（株）ミナカワ オートサービスにおいて下記の業
務（事務及び経理補助業務）を行っていただきま
す。・経理補助業務（起票、パソコン入力など）・
電話、来客対応 ・その他、付随する業務および指
示された業務
59歳以下
工事竣工まで、現場管理をするお仕事です。主にゼ
ネコン１次２次下請け工事の土木施工管理になりま
す。＜お仕事の内容＞現場管理、測量、丁張、写真
管理、業者等の打ち合わせ、安全管理、書類作成、
下請け業者への指示など。
64歳以下
工事竣工まで、現場管理をするお仕事です。主にゼ
ネコン１次２次下請け工事の建築施工管理になりま
す。（お仕事の内容）現場管理、測量、丁張、写真
管理、業者等の打ち合わせ、安全管理、書類作成、
下請け業者への指示など。
64歳以下
宮古地域センターにおいて下記の事務を担当してい
ただきます。・電話対応、来客対応 ・事務所内の
清掃 ・ＰＣを使用してのデータ入力、管理 ・書
類整理、管理 ・その他、付随する業務

岩手県宮古市田老字小堀内 しあわせ乳業
１９－１５
会社

1人
正社員
保育士／正社員以外
1人
雇用期間の定めなし
正社員以外
合板工（交替制あり）
3人
雇用期間の定めなし
正社員以外
保育士／正社員以外
1人
雇用期間の定めなし
正社員以外
生活支援員
1人
雇用期間の定めなし
正社員
製造スタッフ／事務スタッ
フ
6人
雇用期間の定めなし
正社員
保育士／こども課（会計年
度任用職員）
1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
自動車検査員
1人
雇用期間の定めなし
正社員
保育士

普通自動車免許一種

又は5時00分～17時00分
の間の8時間
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分
145,900円～145,900円 (2)6時00分～15時30分
(3)6時30分～15時30分

簡単なＰＣ入力
（ワード・エクセル）

1人

岩手県宮古市

03030- 3410511
岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第４ 社会福祉法人若竹会
地割１－１１
自立支援センターウ
イリー
岩手県宮古市

(1)8時30分～17時30分

03030- 3412011
岩手県宮古市田鎖９－２５ 有限会社 ユーエム
アイ

133,987円～138,720円
岩手県宮古市

普通自動車免許一種

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時00分

03030- 3413311
岩手県下閉伊郡山田町中央 有限会社 町民葬祭
町１－５

170,000円～220,000円
岩手県下閉伊郡山田町

普通自動車免許一種

変形（1ヶ月単位）
165,000円～200,000円

パソコン操作
（ワード・エクセル）

普通自動車免許一種
車両系建設機械運転技能
玉掛技能者
194,400円～237,600円
あれば尚可

又は8時00分～19時00分
の間の8時間程度
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

03030- 3414611
宮城県仙台市青葉区本町２ オリックスレンタ
丁目１０－２８ カメイ仙 カー・カメイ 株式
台グリーンシティ６階
会社
岩手県宮古市

04010-58048411
秋田県仙北市田沢湖神代字 株式会社 森元組
戸伏松原４０－３

岩手県宮古市、他

土木作業経験者優遇

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
172,000円～172,000円

05041- 1660811
岩手県盛岡市津志田南３丁 株式会社 サンファ
目１４番６５号
ミリー （愛グルー
プ）
岩手県宮古市

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分
142,000円～155,000円
簡単なパソコン操作
（ワード・エクセル）
可能な方

03010-21846811
岩手県盛岡市向中野２丁目 株式会社 ミナカワ
１９番３８号【求人票郵送
先指定あり】
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）
１,２級土木施工管理技士
(1)8時00分～17時00分
測量士補、あれば尚可 358,164円～574,414円
エクセル・ワード、ＣＡＤ操作経
験者優遇、施工管理経験（ご経
験が浅い方もご相談下さい）

03010-21884311
岩手県盛岡市本宮３丁目３ 株式会社 ナスキー
－２０
盛岡営業所

岩手県宮古市、他

普通自動車免許一種
変形（1年単位）
１,２級建築施工管理技士
(1)8時00分～17時00分
あれば尚可
358,164円～574,414円
エクセル・ワード、ＣＡＤ操作経
験者優遇、施工管理経験（ご経
験が浅い方もご相談下さい）

03010-21950211
岩手県盛岡市本宮３丁目３ 株式会社 ナスキー
－２０
盛岡営業所

岩手県宮古市、他

(1)8時30分～17時15分

03010-21952411
岩手県盛岡市北飯岡１丁目 岩手県農業共済組合
１０番５０号

140,000円～140,000円

不問
損害保険、生命保険のコンサルティング営業を行っ
普通自動車免許一種
ていただきます〈主な担当業務〉・自動車保険、火
(1)9時00分～18時00分
災保険など個人、企業への訪問営業 ・医療保険、
160,000円～200,000円
生命保険などの商品提案、契約締結 ・事故受付対
ＰＣ基本操作
応（事故、災害など）・新規顧客の開拓あり
（ワード、エクセル）
不問
園児の保育業務全般を行っていただきます。
保育士
変形（1ヶ月単位）
・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
153,360円～170,400円
か、行事等の準備や環境整備など ＊担当クラス等
又は7時00分～19時00分
は採用後に決定となります。
の間の8時間程度
59歳以下
合板の製造、加工業務を行います。・単板の乾燥作
フォークリフト
変形（1年単位）
業 ・合板を加工機械に挿入する作業と加工作業
あれば尚可
(1)8時00分～16時30分
・難しい機械操作は行いません。最初は単材（畳く
149,569円～149,569円 (2)16時30分～1時00分
らいの薄い板）を乾燥機に装入する作業 ・細かな
(3)23時30分～8時00分
単板をつなげる作業 ・入力での作業もあります
18歳～59歳
園児の保育業務全般を行っていただきます。
保育士
変形（1ヶ月単位）
・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
153,360円～170,400円
か、行事等の準備や環境整備など ＊担当クラス等
又は7時00分～19時00分
は採用後に決定となります。
の間の8時間程度
59歳以下
障がいのある利用者の方の食事や入浴、排せつ等の
普通自動車免許一種
変形（1ヶ月単位）
介助や、創作活動の物作り、生産活動の支援を行い
介護有資格（尚可）
(1)8時30分～17時30分
ます。利用者の方と一緒に調理も行っていただく事
150,000円～200,000円 (2)9時00分～18時00分
もあります。その他送迎時の運転、添乗もありま
す。午後は障がい児の支援・見守りを行います。
64歳以下
下記の業務に従事していただきます。牛舎スタッフ
普通自動車免許一種
＜２名＞〇搾乳・牛、山の管理 加工・製造スタッ 【営業・販売事務スタッフにおいて】
(1)6時00分～16時00分
フ＜３名＞○ミルク・乳製品の製造、発送等 事務 基本操作（Word,Excel）、簡単な文 195,000円～230,000円 (2)7時00分～16時30分
スタッフ＜１名＞○製品の発送・受注管理○電話・ 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
来客・メール対応○資料作成・整理等
ワーポイント等）操作経験
不問
宮古市内保育所（公立保育所、へき地保育所）１１
保育士
か所のいずれかでの勤務となります。
(1)8時30分～17時15分
・園児の日中活動の保育や記録など ・園内清掃や
163,100円～192,200円
備品消毒など ・担当クラスや児童数は、勤務する
保育所によって変わります。
不問
当社整備工場において下記の業務に従事します。
普通自動車免許一種
・自動車、バイク、トラック系や重機の車両検査
自動車検査員
(1)8時30分～17時00分
・一般整備作業
195,000円～225,000円 (2)8時30分～12時00分
・車両の納車・引き取り等
64歳以下
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。＊担
任は他におりますので、担任の補助を行っていただ
きます●資格試験により、正社員の可能性あり。
不問

株式

185,000円～250,000円

ワード、エクセルの使用、入
力ができること

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外

牧場では乳牛をはじめヤギ・羊・ロバを飼育してお
り、県内外からお客様も沢山来られます。
○可愛く、オシャレな牧場にする為の遊び場作り
○チーズ、お菓子などの製造 ○動物たちの世話 ○
新商品の開発イベント企画
64歳以下
・当施設利用者の生活支援に係る業務となりま
す。・日中活動ではコーヒー豆の焙煎、施設内外の
環境整備、余暇活動等を一緒に行っていただきま
す。・パソコンを使用して専用ソフトへの入力業務
があります。＊正社員への登用可能性あり。
不問
社内での製品加工業務
・電線をコネクターに挿入する作業 ・電線の指定
された箇所にテープを巻く作業 ・電線切断作業な
ど ＊専用の器具を使用した作業も一部あります
が、大半が手作業となります
59歳以下
葬祭業に関する業務全般
・霊柩搬送（病院から自宅・会館への移動）
・葬儀施行に関する葬家との打合せ
・祭壇の設営及び撤去作業
・納棺式の施行
59歳以下
レンタカー業務全般
・接客、電話対応
・洗車、車両点検、車両回送
・システム入力等事務処理（ＰＣ使用）、等

文字・数字入力程度
（定型フォーム入力）

保育士
幼稚園教諭免許
（専修・１種・２種）
あれば尚可

岩手県宮古市

03010-21994011
岩手県宮古市西町２丁目２ あいえむほけん株式
－１１
会社

岩手県宮古市

03030- 3305511
岩手県宮古市津軽石第４地 社会福祉法人 慈愛
割４０番地８
会 津軽石保育所

岩手県宮古市

03030- 3307011
岩手県宮古市磯鶏２丁目３ ホクヨープライウッ
－１
ド株式会社宮古工場

岩手県宮古市

03030- 3309611
岩手県宮古市花輪第４地割 社会福祉法人 慈愛
２番地１
会 花輪保育所

岩手県宮古市

03030- 3310811
岩手県宮古市末広町６番８ ＮＰＯ法人 結人
号

岩手県宮古市

03030- 3311211
岩手県下閉伊郡岩泉町上有 農業生産法人 株式
芸字水堀２８７
会社企業農業研究所

岩手県下閉伊郡岩泉町

03030- 3312511
岩手県宮古市宮町一丁目１ 宮古市役所
－３０

岩手県宮古市

03030- 3314011
岩手県宮古市太田１丁目１ 工藤ディーゼル自動
－１
車工業株式会社

岩手県宮古市

変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～15時45分
181,600円～201,600円 (2)8時15分～17時00分
(3)8時45分～17時30分

03030- 3315311
岩手県下閉伊郡山田町後楽 社会福祉法人 三心
町４－５
会 山田町第一保育
所
岩手県下閉伊郡山田町

03030- 3316611

6

一般事務
1人
雇用期間の定めなし
正社員
保育士
1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
保育士（いわいずみ・こが
わ・おもとこども園）
3人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
自動車整備
1人
雇用期間の定めなし
正社員
フロントスタッフ／正社員
2人
雇用期間の定めなし
正社員
サービススタッフ／正社員
1人
雇用期間の定めなし
正社員
一般事務
1人
雇用期間の定めなし
正社員
水産加工員
1人
雇用期間の定めなし
正社員
フロント業務
2人
雇用期間の定めなし
正社員
精神保健福祉士
2人
雇用期間の定めなし
正社員
介護福祉士
1人
雇用期間の定めなし
正社員
看護師（訪問）
2人
雇用期間の定めなし
正社員
建築技術者
1人
雇用期間の定めなし
正社員
土木技術者
1人
雇用期間の定めなし
正社員
ミシン保全兼裁断工
1人
雇用期間の定めなし
正社員
縫製工
2人
雇用期間の定めなし
正社員
足場組立作業員
2人
雇用期間の定めなし
正社員
現場作業員
1人
雇用期間の定めなし
正社員
コネクター製造オペレー
ター
2人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
精密部品の検査
2人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外

事務業務を担当していただきます。○電話・接客対
応 ○車両登録書類準備 ○売上・売掛管理 ○お
客様のお車の引取りおよび納車の手伝い ○ショー
ルームの装飾 ○その他、付随する業務および指示
された業務
40歳以下
２歳未満児の保育業務が主な仕事になります。
・現在は１８人の園児を５名の保育士が担当してお
ります。・園児は全部で６３名おり、保育士は９名
体制で行っております。・担任は持ちません。●雇
用期間は年度更新となります
不問
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 ・行事運営
※クラス担任の補助業務をしていただきます。
不問
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
64歳以下
ホテルフロントにおいて利用されるお客様への対
応、チェックイン・チェックアウト時の受付、清
算、館内のご案内、電話対応が主な仕事となりま
す。宿泊管理等で専用ソフトにてパソコン入力あり
ます。＊接客経験のある方尚可です。
59歳以下
当ホテルおいて主にレストランでの接客業務に従事
していただきます。レストランを利用されるお客様
のご案内、料理の配膳・片付け。そのほか宿泊され
るお客様のご夕食、ご朝食時の配膳や片付けなど。
＊接客経験のある方は尚可です。
59歳以下
○パソコン操作（伝票入力、会計ソフト入力、表計
算、書類作成等 ）○電話・来客対応 ○検針、集
金等 ○その他付随する業務 ※簿記資格のある
方、または事務経験のある方を希望します。
59歳以下
市場での買い付けの補助、当工場までの運搬・水揚
げされた鮮魚や冷凍している魚を切身・開き等に加
工 ・町内の店舗などへの配達・スーパーマーケッ
トやネットからの受注。パソコンへの入力、受注管
理＊フォークリフトを操作しての業務があります。
64歳以下
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 ※
データ入力等の簡単なパソコン操作を伴います
59歳以下
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。
59歳以下
・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 ・その他付随する業務

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

宮古日産

160,000円～200,000円
岩手県宮古市

エクセル・ワード等

保育士

交替制あり
(1)8時30分～17時00分
165,480円～190,680円 (2)7時00分～13時00分
(3)10時00分～19時00分

03030- 3317911
岩手県宮古市沢田４番１号 常安寺保育園

岩手県宮古市

保育士
看護師
准看護師
154,100円～192,100円
幼稚園教諭免許・
又は7時30分～19時00分
小学校教諭免許のいずれ
の間の8時間程度
か
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
いずれか
155,000円～170,000円
普通自動車免許一種
変形（1年単位）
(1)6時30分～15時25分
142,200円～227,500円 (2)13時30分～22時25分
パソコンの基本操作（ワー
ド・エクセル）、フロント業
務経験あれば尚可

03030- 3318111
岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉 岩泉町役場
字惣畑５９番５

岩手県下閉伊郡岩泉町

03030- 3319711
岩手県下閉伊郡山田町豊間 有限会社 山田自動
根第６地割９９－９
車整備工場

岩手県下閉伊郡山田町

自動車整備経験

又は6時30分～22時55分
の間の7時間程度
変形（1年単位）
(1)6時30分～15時25分
142,200円～227,500円 (2)13時30分～22時25分

接客経験あれば尚可

又は6時30分～22時55分
の間の7時間程度

普通自動車免許一種
日商簿記３級

(1)8時00分～17時00分

建設業経理士２級あれば尚可 132,673円～141,400円
パソコン基本操作（ワード・
エクセル等）可能な方、事務
経験

03030- 3320511
岩手県宮古市日立浜町３２ 株式会社 浄土ヶ浜
－４
パークホテル

岩手県宮古市

03030- 3323311
岩手県宮古市日立浜町３２ 株式会社 浄土ヶ浜
－４
パークホテル

岩手県宮古市

03030- 3324611
岩手県下閉伊郡山田町長崎 山田ガス 有限会社
３丁目２番２９号

岩手県下閉伊郡山田町

フォークリフト
変形（1年単位）
５トン限定準中型自動車免許
(1)6時00分～15時00分
準中型はＨ２９．３．１ 156,422円～185,822円
２以降免許取得の方
PC操作(Word,Excel)が出来る
方,魚を捌くことができれば尚可

03030- 3325911
岩手県下閉伊郡山田町中央 株式会社 びはん
町５番地６
コーポレーション

岩手県下閉伊郡山田町

変形（1年単位）
(1)7時00分～16時00分
145,000円～240,000円 (2)8時30分～17時30分
(3)13時00分～21時00分

03030- 3326111
岩手県下閉伊郡田野畑村羅 株式会社 陸中たの
賀６０－１
はた

岩手県下閉伊郡田野畑村

基本的なパソコン操作

普通自動車免許一種
精神保健福祉士

変形（1ヶ月単位）
(1)8時20分～17時20分

03030- 3327711
岩手県宮古市山口五丁目３ 社団医療法人 新和
番２０号
会

193,200円～193,200円
岩手県宮古市

介護福祉士

変形（1ヶ月単位）
(1)8時20分～17時20分

03030- 3328811
岩手県宮古市山口五丁目３ 社団医療法人 新和
番２０号
会

147,400円～147,400円

59歳以下
宮古山口訪問看護ステーションにおける診療の補
看護師
助、療養上の世話をしていただきます。・医療器具
准看護師
(1)8時20分～17時20分
の準備、服薬管理、生活の見守り ・医師の指示に
いずれか
197,100円～257,000円
よる看護業務全般 ＊状況により雑務等も行いま
普通自動車免許一種
す。＊訪問には社用車を使用します。
59歳以下
建設部での業務に従事していただきます。・現場の
普通自動車免許一種
変形（1年単位）
施工管理、工程、安全管理業務 ＊店舗・事務所な １級建築施工管理技士
(1)8時00分～17時00分
どの改修から、学校・施設などの公共事業（木造建
201,230円～319,590円
築から鉄骨建築）まで幅広く請け負っています。＊
ワード・エクセルができる
現場は、主に宮古市、下閉伊管内となります。
方、土木工事
59歳以下
土木部での業務に従事していただきます。・現場の
普通自動車免許一種
変形（1年単位）
施工管理、工程、品質、安全管理業務 ＊主に公共 １級土木施工管理技士
(1)8時00分～17時00分
事業（道路・港湾・河川）ですが、一部民間事業も
201,230円～319,590円
請け負っています。＊現場は、主に宮古市内とな
ワード・エクセルができる
方、道路・港湾・河川等の施
り、移動は社有車を使用します
工管理
59歳以下
ミシン７０台の保全と裁断工程を行います。
変形（1年単位）
・ミシンの修理調整 ・メーカーに問合せ（必要
(1)8時10分～17時10分
時） ・ロール状（２０～３０キロ）の生地を自動
170,000円～170,000円
裁断機セット ・自動機に操作入力 ・裁断機を操
作、型紙に合わせ手作業でカット
40歳以下
主に官公庁の制服を製造しています。
変形（1年単位）
(1)8時10分～17時10分
・裁断された生地をミシンで縫製加工
141,212円～141,212円
・各パーツ担当（１３名）で、ライン作業
64歳以下
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。
64歳以下
東北電力様の企業グループユアテック様の協力会社
として、配電線路へ接近している木の伐採、下刈り
作業に従事して頂きます。現場は岩泉町、田野畑
村、宮古市になります。現場へは社有車で向かいま
す＊業務に必要となる資格取得の費用を会社で負担
45歳以下
空調の効いた明るい工場内で下記の業務を担当して
頂きます。プレス機、射出成形機、自動組立機など
のオペレーション業務。自動で動きますので停止が
発生した時の対応や材料補給などの軽作業となりま
す◆未経験者でも１～３ヶ月程で慣れる仕事です。
18歳以上
空調の効いた明るい工場内で座って作業して頂きま
す。拡大鏡や顕微鏡を使用し携帯電話、デジタルカ
メラなどに用いられる精密電子部品（コネクタ）の
検査をして頂きます。細かい作業が得意な方に最適
なお仕事です。
不問

岩手県宮古市実田１丁目８ 株式会社
－１２

岩手県宮古市

03030- 3329211
岩手県宮古市山口五丁目３ 社団医療法人 新和
番２０号
会

岩手県宮古市

03030- 3330011
岩手県宮古市宮町１丁目３ 陸中建設 株式会社
－５

岩手県宮古市

03030- 3331311
岩手県宮古市宮町１丁目３ 陸中建設 株式会社
－５

岩手県宮古市

03030- 3332611
岩手県宮古市蟇目第８地割 有限会社 興亜被服
１２０
工業所 宮古工場

岩手県宮古市

03030- 3333911
岩手県宮古市蟇目第８地割 有限会社 興亜被服
１２０
工業所 宮古工場

岩手県宮古市

縫製工の経験あれば尚可

普通自動車免許一種

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

03030- 3334111
岩手県下閉伊郡山田町織笠 北成興業 株式会社
第１２地割３－７２

174,750円～256,300円
岩手県宮古市、他

建設経験者あれば尚可

普通自動車免許一種

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

03030- 3339411
岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉 有限会社 差畑林業
字惣畑６５

187,000円～242,000円
岩手県下閉伊郡岩泉町

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分
139,570円～153,000円 (2)20時30分～5時30分

03030- 3340611
岩手県宮古市田鎖９地割５ 株式会社 エム・ア
５番地１
イ・テイー 東北工
場
岩手県宮古市

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分
139,570円～153,000円

03030- 3341911
岩手県宮古市田鎖９地割５ 株式会社 エム・ア
５番地１
イ・テイー 東北工
場
岩手県宮古市

03030- 3342111

7

セールスドライバー／正社
員
雇用期間の定めなし
正社員
総務・経理事務
雇用期間の定めなし
正社員
重機オペレーター
雇用期間の定めなし
正社員
大型運転手
雇用期間の定めなし
正社員
パン・菓子の製造
雇用期間の定めなし
正社員
コネクタ部品製造オペレー
タ及び付随する業務（山田
町）
雇用期間の定めなし

当社において下記の業務に従事して頂きます。・宅
配便の集荷及び配達 ・宮古市内を２ｔ車で運転し
1人 ての集配業務 ＊社内規定に従い、初めは乗務見習
いとして配達の仕分け、端末操 作方法、お客様と
の接し方などを同乗しながら覚えていただきます。
35歳以下
○パソコン（会計ソフト）を使ったデータ入力 ○
給与計算 ○電話・来客対応、事務所内清掃 ○書
1人 類作成 ○その他、付随する業務 外出用務がある
場合があります。（社用車使用） 土・日・祝日、
勤務可能な方歓迎します。
64歳以下
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
2人 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。・主な現場は宮古・下閉伊地区＊やる
気のある方を採用させていただきます。
不問
主に以下の業務を行っていただきます。［丸太運
搬］・大型トラック（１０ｔグラップル付）による
1人 運搬、積み下ろし 運行範囲…宮古管内、八戸 必
要資格…車両系建設機械（整地・運搬・積込）＊建
設現場経験者であれば尚可
64歳以下
末広町にオープンしたパン屋さん「ＰＯＳＴ ＢＡ
ＫＥＲＹ」で製造スタッフを募集しています。パン
2人 が好きな方、パン作りを学びたい方、おしゃれなお
店で一緒に働きませんか？※製パン経験者、お菓子
作りが好きな方、土日祝勤務できる方歓迎します。
64歳以下
電子機器に使用されるマイクロコネクターの製造業
務
10人 プラスチック部品の射出成型機のマシンオペレータ
金属部品加工、コネクター組立のマシンオペレータ

無期雇用派遣労働者
清掃員（済生会 岩泉病
院）
1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
土木施工管理（未経験者）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
営業（山田営業所）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
販売員「バックコレクショ
ンモリタ宮古ＤＯＲＡ」
2人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
不動産営業【在宅勤務】
（岩手県内）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
不動産営業（経験者）【在
宅勤務】（岩手県）
1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
機器メンテナンス（岩手）
／未経験者歓迎
5人
雇用期間の定めなし
正社員
営業（岩手）／ノルマなし
／本社研修あり
5人
雇用期間の定めなし
正社員
土木技術者（施工管理業
務）岩手県内各現場
5人
雇用期間の定めなし
正社員
建方作業及び建方作業の指
揮・指導（契約社員）（岩
手県）
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外

1人

18歳以上
◆済生会 岩泉病院内外の日常清掃作業を行ってい
ただきます。・病院内（外来・ホール・病棟）の
床、窓ガラスの拭き清掃（ごみ回収を含む）・院内
（外来・病棟）トイレ、お風呂場清掃 ・病院外
周、駐車場のごみ拾いや清掃（環境整備）
不問
〇土木施工管理（未経験者）〇 土木工事現場にお
いて、現場監督の助手をして頂きます。工作物の寸
法測定や、地中に埋まる箇所等の写真撮影をして、
図面通りの寸法が確保されているか画像を保全する
お仕事です。
64歳以下
○屋根工事（瓦屋根等）で工務店中心にルートセー
ルス及び現場監理業務に従事して頂きます。※初め
は営業責任者につき補助作業を行って頂きますの
で、安心し てご応募ください。※営業エリア：就
業場所より周囲５０ｋｍ圏内
40歳以下
○バッグ、財布、スーツケース等の小売専門店
・接客販売および発注、品出し、ディスプレイ、Ｐ
ＯＰ作成等の売場と商品の管理の仕事です。
＊人と人が楽しく触れ合えるやりがいのある仕事で
す。
不問
☆当社所有物件を販売提携業者へ提供、紹介する営
業。また、不動産買取調査、物件管理業務を行う仕
事です。＊自宅から自家用車を使用して営業活動を
行います。（社用車利用制度あり）・業務連絡は貸
与スマートフォンで行います
45歳以下
☆岩手県の不動産売買、物件管理、不動産調査
＊自宅から自家用車を使用して営業活動を行いま
す。（社用車利用制度あり）・業務連絡は貸与ス
マートフォンで行います ・資料作成を行えるパソ
コン、インターネット環境を要します
不問
・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。※先輩と同行して知識を増やして頂きます。
＊土曜の出勤は月１～２回程度※未経験者歓迎！
59歳以下
・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、管材商社への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。※先輩と同行して知識を増や
して頂きます。＊土曜の出勤は、月１～２回程度
59歳以下
○国土交通省他、中央官庁、地方自治体、ネクスコ
発注による監督補助業務、積算補助業務に従事（工
事監督、積算業務、資料作成、各種協議等）勤務地
は下記の通り複数あり。久慈・宮古・釜石・盛岡・
北上等＊業務上車を使用する機会：有（社有車有）
64歳以下
建方作業及び建方作業の指揮・指導 入社後、当社
研修施設にて当社基準・ルールに則った建方工事方
法を習得して頂きます。その後実際の建築現場にて
建方作業等に従事して頂きます。一年を通じて同県
内で安定した仕事が出来ます。
不問

５トン限定準中型自動車免許
変形（1年単位）
上記以上／準中型は
(1)7時50分～16時50分
Ｈ２９．３．１２以降 138,070円～141,850円
免許取得の方
普通自動車免許一種
普通自動車免許一種
(1)8時30分～17時30分

岩手県宮古市長町２丁目１ ヤマト運輸 株式会
－３２
社 宮古支店

岩手県宮古市

03030- 3343711
岩手県宮古市田老字小堀内 しあわせ乳業 株式
１９－１５
会社

185,000円～250,000円
Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、メー
ルが問題なく使える

岩手県宮古市

車両系建設機械運転技能

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

03030- 3345211
岩手県宮古市磯鶏沖８－２ 有限会社 リアライ
５
ズ

216,000円～388,800円
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

大型自動車免許
車両系建設機械運転技能

(1)7時30分～16時30分

03030- 3348011
岩手県宮古市田老字乙部２ 有限会社 平内運送
４７－２８

193,500円～193,500円
大型運転業務
１年以上の経験

岩手県宮古市

普通自動車免許一種
(1)6時00分～15時00分

03030- 3349311
岩手県宮古市崎山第３地割 グロースパートナー
１１２－７０
ズ 株式会社

185,000円～250,000円
岩手県宮古市

製パン経験あれば尚可

交替制あり
(1)8時00分～17時00分
230,339円～230,339円 (2)20時00分～5時00分

03030- 3353211
岩手県北上市村崎野２２地 ＡＴアクト株式会社
割３８－３
岩手支店
グランヒルズ北上Ａ１０２
岩手県下閉伊郡山田町

(1)7時40分～17時00分

03070- 5784211
岩手県久慈市長内町第９地 株式会社 久慈中央
割２０
商事

140,884円～140,884円
岩手県下閉伊郡岩泉町

(1)8時00分～17時00分
230,800円～316,100円
ワード、エクセル等
基本操作

03100- 2547411
宮城県仙台市青葉区一番町 株式会社 クランク
２丁目２－１３ 仙建ビル
３階
岩手県宮古市、他

普通自動車免許一種

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

04010-57658411
宮城県気仙沼市松川前１３ 株式会社 ヤマサカ
５番地

154,000円～216,500円
岩手県下閉伊郡山田町

変形（1ヶ月単位）
(1)9時30分～18時30分
153,691円～153,691円 (2)10時30分～19時30分
(3)11時00分～20時00分

04080- 3667711
秋田県秋田市山王３丁目３ 株式会社 モリタ
－９

岩手県宮古市
普通自動車免許一種
(1)8時30分～17時30分
200,000円～300,000円
パソコン操作
スマートフォン操作

山形県天童市中里７－４－ 曙
７２ みずほビルＡ－３０ 社
１
岩手県宮古市、他

普通自動車免許一種
宅地建物取引士（旧：宅地
(1)8時30分～17時30分
建物取引主任者）あれば尚 250,000円～350,000円
パソコン操作、スマートフォ
ン操作、不動産、建築関係経
験者

山形県天童市中里７－４－ 曙
７２ みずほビルＡ－３０ 社
１

05010-21743311
不動産 有限会

06010-17988011
不動産 有限会

岩手県宮古市、他

普通自動車免許ＡＴ

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

06010-18708911
神奈川県川崎市幸区新川崎 株式会社 ショウエ
２－６
イ

200,000円～380,000円
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

普通自動車免許ＡＴ

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

14040-17106811
神奈川県川崎市幸区新川崎 株式会社 ショウエ
２－６
イ

200,000円～380,000円
ワード、エクセル
触れたことがあれば可

１級土木施工管理技士
２級土木施工管理技士
いずれか
普通自動車免許一種

岩手県下閉伊郡岩泉町

(1)8時30分～17時30分
350,000円～550,000円

岩手県宮古市、他

土木実務経験半年以上

普通自動車免許一種
(1)8時00分～17時45分

※求人に関する特記事項参照
建設業界の経験もしくは木造建築
物の組立等の作業経験５年以上
（免許取得の為）【歓迎】職長教育
修了者※経験年数応相談

14040-17283911
新潟県新潟市中央区東大通 株式会社 エムエー
２－２－９－７０８
シー 新潟事務所

15010-34214711
静岡県浜松市西区大久保町 株式会社 一条工務
１２２７－６
店

250,000円～250,000円
岩手県宮古市、他

22020-22723211
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