ハローワーク 宮古

令和３年１２月９日発行

宮古公共職業安定所

（12月3日時点の内容です）

１１月３０日 から

１２月３日 までに受理した求人です。

＜次回発行日は１２月１６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

求人数

営業スタッフ（釜石店また
は宮古店）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
自動車整備作業員
1人
雇用期間の定めなし
正社員
消防設備点検業務（正社
員）（宮古市）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
消防設備点検業務（契約社
員）（宮古市）
1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
設備工事（宮古支店）【３
５歳以下】
1人
雇用期間の定めなし
正社員
スーパーマーケットの販売
スタッフ
1人
雇用期間の定めなし
正社員
介護職員／正社員
1人
雇用期間の定めなし
正社員
自動車整備／有資格者
2人
雇用期間の定めなし
正社員
自動車整備
1人
雇用期間の定めなし
正社員
調理補助・ホール／ＳＹＵ
ＷＡ ＳＹＵＷＡ／経験者
1人
雇用期間の定めなし
正社員
調理補助・ホール／経験者
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
自動車整備士／有資格者
1人
雇用期間の定めなし
正社員
土木作業員／岩泉町
2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
看護師
1人
雇用期間の定めなし
正社員
介護職
3人
雇用期間の定めなし
正社員
運転手兼水産加工員
1人
雇用期間の定めなし
正社員

仕事の内容
年
齢

必要な免許資格
必要な経験など

配属店舗において営業スタッフ業務全般に従事して
頂きます・店頭での車両（新車及び中古車）の販売
提案・担当する地域の顧客へのＴＥＬコールによる
車検・点検誘致や調子伺い、顧客管理及び顧客フォ
ロー・その他、指示された業務及び付随する業務
59歳以下
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。
59歳以下
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
59歳以下
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
不問
・ガス器具等、付帯設備器具の取付工事
・配管設備工事、水道設備工事
＊工事対象は一般家庭からアパート・マンション、
ビル等も含みます。＊作業習得期間中は資格を有す
る従業員と同行して業務を行います。
35歳以下
生鮮部門（青果、水産、食肉、惣菜） グロサリー
部門（日配、食品、雑貨）のいずれかの部門に配属
・店舗において商品作り、陳列、接客業務。・配達
等がある為、社用車（ＭＴ・ＡＴ）を運転する場合
があり
35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。
・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
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、修理、カスタマイズなど
・洗車や車両の引き取り、納車等
・その他付随する業務

普通自動車免許一種

賃

金

就業時間
変形（1年単位）
(1)9時15分～17時45分

フルタイム
所在地
就業場所

事業所名
求人番号

岩手県紫波郡矢巾町大字広 岩手ダイハツ販売
宮沢第７地割３３４番地
株式会社

155,000円～205,400円
岩手県宮古市、他

普通自動車免許一種
国家自動車整備士
三級自動車整備士
二級自動車整備士
あれば尚可

変形（1年単位）
(1)9時15分～17時45分

岩手県宮古市、他

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
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
パソコン操作できる方（ワー
ド・エクセル）

03010-24699811
岩手県盛岡市天神町１３－ 松栄商事 株式会社
２７

岩手県宮古市

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
第１種消防設備点検資格者 154,800円～154,800円
第二種電気工事士あれば尚可
パソコン操作できる方（ワー
ド・エクセル）

普通自動車免許一種
中型自動車免許
液化石油ガス設備士
あれば尚可

03010-24696911
岩手県紫波郡矢巾町大字広 岩手ダイハツ販売
宮沢第７地割３３４番地
株式会社

150,000円～200,400円

03010-24434311
岩手県盛岡市天神町１３－ 松栄商事 株式会社
２７

岩手県宮古市

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

03010-24440411
岩手県盛岡市内丸１４－４ 泉金物産 株式会社

166,000円～192,000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00分～17時00分

03010-24484611
岩手県下閉伊郡山田町中央 びはん 株式会社
町５－６

164,922円～188,722円

普通自動車免許ＡＴ

又は7時00分～21時30分
の間の8時間程度
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

岩手県下閉伊郡山田町

03030- 3778011
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

普通自動車免許一種
二級自動車整備士

(1)9時00分～17時40分

03030- 3779311
岩手県宮古市根市第２地割 ライトニング サー
３５－９
ビス工場

180,000円～220,000円

64歳以下
自動車の車検整備、点検整備、部品の交換、修理な
普通自動車免許一種
どを行っていただきます。普通乗用車をメインに
扱っています。作業は１～２人で行っています。そ
138,000円～230,000円
の他、納車・引き取り業務もあります。＊自動車整
備業務が初めての方でも応募可能です。
不問
厨房内において調理の補助的作業及びホールにおい
調理師
て接客業務を行っていただきます。○厨房内におい
あれば尚可
て調理の補助的作業 ・調理者の指示により、野菜
245,000円～300,000円
カットや調理の下ごしらえ、準備、盛付け、飲み物
作り、食器・調理器具の洗浄、食材の在庫確認等
調理、ホール経験
不問
厨房内において調理の補助的作業及びホールにおい
調理師
て接客業務を行っていただきます。○厨房内におい
あれば尚可
て調理の補助的作業 ・調理者の指示により、野菜
245,000円～300,000円
カットや調理の下ごしらえ、準備、盛付け、飲み物
作り、食器・調理器具の洗浄、食材の在庫確認等
調理、ホール経験
20歳以上
保育所での保育業務 ・保育所に入所している児童
保育士
（０～６歳児）への保育 ＊児童の年齢により対応
幼稚園教諭免許
人数は異なりますが、常時複数で対応します。＊担 （専修・１種・２種） 181,600円～201,600円
任は他におりますので、担任の補助を行っていただ
あれば尚可
きます。●資格試験により、正社員の可能性あり
不問
当社において下記の業務を行っていただきます。
普通自動車免許一種
・車検整備、一般修理
二級自動車整備士
・販売車両の納車整備
中型自動車免許
180,000円～220,000円
・タイヤ販売・交換・脱着、カーＡＶの取付業務
あれば尚可
・その他付随する業務
実務経験あれば尚可
不問
一般土木作業全般に従事していただきます。
普通自動車免許一種
・主に小本川河川災害工事での土木作業となりま
車両系建設機械運転技能
す。 ・大型土のう製作 ・ブロック設置 ＊現場
あれば尚可
183,334円～217,709円
には直行・直帰となります。
不問
一般土木作業全般に従事していただきます。・その
他雑工あり ・２ｔ、４ｔダンプの運転あり（免許
に応じて） ＊大槌町内～宮古市内が主な現場とな
り、現場まで乗り合いや直行直帰の場合がありま
す。＊経験者優遇します。＊中型免許あれば尚可
不問
介護施設の利用者及び入所利用者（現在７５名位）
への看護業務全般を行います。・入所利用者に対す
るバイタルチェック ・服薬管理、健康管理及び医
療処置 ・記録業務及び付帯業務 ＊経験者は優遇
いたします。
59歳以下
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。
＊介護経験３年以上あれば尚可
59歳以下
運搬業務、水産加工に従事します。
・４ｔ車を使用し、市場から工場へ原料魚を運搬作
業 ・工場内で水産加工（時期に水揚げとなった魚
の下処理） ・箱詰め作業 他１名おります。
フォークリフト資格者優遇
59歳以下

TEL 0193－63－8609

岩手県宮古市

(1)9時00分～17時00分

03030- 3780111
岩手県宮古市磯鶏１丁目１ 株式会社 アルティ
－２８
メットプランニング

岩手県宮古市

(1)10時30分～21時30分

03030- 3781711
岩手県宮古市八木沢第４地 ビツクベル 株式会
割９７－７
社

岩手県宮古市

(1)10時30分～21時30分

03030- 3782811
岩手県宮古市八木沢第４地 ビツクベル 株式会
割９７－７
社

岩手県宮古市

変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～15時45分
(2)8時15分～17時00分
(3)8時45分～17時30分

03030- 3783211
岩手県下閉伊郡山田町織笠 社会福祉法人 三心
第１１地割３０
会 織笠保育園

岩手県下閉伊郡山田町

(1)9時30分～18時30分
(2)9時30分～17時30分

03030- 3787311
岩手県下閉伊郡山田町山田 株式会社 ＢＭＣ
第２地割１７番地

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- 3788611
岩手県下閉伊郡山田町織笠 株式会社 越田土建
第９地割１２番地４

岩手県下閉伊郡岩泉町

普通自動車免許一種
中型自動車免許
あれば尚可

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分
183,200円～217,550円

岩手県宮古市、他

土木作業経験あれば尚可

看護師
准看護師
いずれか

03030- 3789911
岩手県下閉伊郡山田町織笠 株式会社 越田土建
第９地割１２番地４

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分
200,000円～260,000円 (2)7時30分～16時30分

03030- 3790711
岩手県下閉伊郡山田町飯岡 医療法人 晃生会
第９地割２３－１
介護老人保健施設
さくら山
岩手県下閉伊郡山田町

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分
143,000円～165,000円 (2)16時00分～9時00分
介護経験３年以上
あれば尚可

中型自動車免許
フォークリフト運転技能者
あれば尚可

03030- 3791811
岩手県下閉伊郡山田町飯岡 医療法人 晃生会
第９地割２３－１
介護老人保健施設
さくら山
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- 3792211
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

155,000円～230,000円
岩手県宮古市

03030- 3793511

1

水産加工員
2人
雇用期間の定めなし
正社員
内装工（見習い可）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
電工／有資格者
1人
雇用期間の定めなし
正社員
事務／宮古
1人
雇用期間の定めなし
正社員
現場管理（塗装）／宮古
1人
雇用期間の定めなし
正社員
集配ドライバー
2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
正社員以外
製造機械オペレーター【就
職氷河期世代限定求人】
3人
雇用期間の定めなし
正社員
料理長、料理長候補
1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
介護職員
1人
雇用期間の定めなし
正社員
介護職員／田鎖
1人
雇用期間の定めなし
正社員
介護職員／田鎖／大卒
1人
雇用期間の定めなし
正社員
営業および配送、在庫管理
1人
雇用期間の定めなし
正社員
製品検査
1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
林業作業員
1人
雇用期間の定めなし
正社員
カーライフアドバイザー
【正社員】
2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
リハビリアシスタント
1人
雇用期間の定めなし
正社員
訪問看護
1人
雇用期間の定めなし
正社員

鮮魚加工に従事します ・鮭、イカ、サバ、アジ、
ワカメ、メカブ、その他海藻類手捌き、機械加工
・箱詰め、袋詰め作業 水産加工未経験者でもでき
る仕事ですので、初心者の方も大歓迎です

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

山崎水産

143,000円～143,000円

不問
当社において、主に久慈から陸前高田までの建設現
普通自動車免許一種
場における内装工事 ・天井、壁の軽量鉄骨の下地
(1)8時30分～17時00分
組み、ボードなどの仕上げ工事 ・その他、付随す
182,000円～312,000円
る業務 ・工事エリアは東北一円となります。・社
用車の運転業務もあります。＊経験者は優遇します
59歳以下
電気設備全般に従事していただきます。・一般住宅
第一種電気工事士
変形（1年単位）
や公共事業の電気設備 ・設計、施工、保守、管理
第二種電気工事士
(1)8時15分～17時15分
業務 ・その他付随する業務 ＊移動は社用車（マ
いずれか
150,584円～278,000円
ニュアル）を使用 ＊現場は主に宮古・下閉伊地域
普通自動車免許一種
電気設備工事経験
○各種有資格者は採用面で優遇します。
あれば尚可
59歳以下
当社事務所において下記の業務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。・メール確認、日々の入出金の管理 ・伝票起 ＊パソコン操作（ワード・エ
(1)8時30分～17時30分
票、買掛金の支払い、売掛金の回収 ・書類作成、
170,400円～170,400円
クセル）で文書作成や
整理、ファイリング ・電話・来客対応 ・給与計 チラシの作成ができる方
＊Ｗｅｂ関連の業務に
算（専用ソフトあり）
慣れている方
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）
屋根塗装工事の現場管理を行っていただきます。
８トン限定中型自動車免許
(1)8時00分～17時30分
・現場の施工管理、安全管理等 ＊各現場を見て回
192,765円～249,210円
り、機械や車両の手配や安全指示等の業務になりま
す。○社用車貸与。
塗装現場経験
59歳以下
・荷物の配達および集荷（２～４トン車を使用し、
中型自動車免許
変形（1年単位）
宮古、下閉伊、釜石地区全般への集配）・積み降ろ ８トン限定中型自動車免許
(1)7時30分～16時30分
し作業（主に手積みで重量物もあり。パレット等積
いずれか
161,500円～201,500円
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
59歳以下
主に生イカの加工業務を行います。・イカの生処理
変形（1年単位）
作業（皮むき、腹割り等）・刺身作り工程での計量
(1)8時15分～17時15分
や盛り付け・パック・包装や箱詰め作業 加工品は
142,649円～142,649円
冷凍商品として出荷されます＊マイカー通勤につい
ては要相談となります＊未経験者、歓迎いたします
64歳以下
製造機械オペレーターは、成形機、組立機という機
交替制あり
械を使ってコネクタを生産するお仕事です。作業場
(1)8時00分～17時00分
所は温湿度管理されたクリーンルーム内でタッチパ
152,700円～152,700円 (2)20時00分～5時00分
ネルを使った機械操作が中心作業になります。
35歳～54歳
ブーランジェリー レ・ド・シェーブルがカフェ・
ビストロ レ・ド・シェーブルに生まれ変わりまし
た！昼はカフェ、夜はフレンチビストロと、時間帯
によって違った雰囲気でヤギミルクの美味しさを楽
しめる、ここにしかないお店を目指します。
64歳以下
当社が運営する小規模デイサービスにおける相談業
務全般に従事していただきます。・利用者、家族、
関係機関との相談業務 ・連絡調整全般 ・送迎対
応、その他付随する業務を行っていただきます。※
経験者は優遇
64歳以下
介護業務を担当していただきます。・主に食事、入
浴介助、レクリエーション等の支援 ・１０名程度
の利用者の方の介護を行います ・送迎車運転業務
等あり ・その他付随する業務 ＊家庭的なデイ
サービスを目指しています
64歳以下
小規模デイサービス利用者の介護を行っていただき
ます。・主に食事・入浴介助、レクリエーション活
動等をおこないます・送迎業務（主に宮古市内の送
迎となり、軽自動車や普通車を使用します）＊１日
１５名程度の利用者の方を５名位のスタッフで担当
64歳以下
小規模デイサービス利用者の介護を行っていただき
ます。・主に食事・入浴介助、レクリエーション活
動等をおこないます・送迎業務（主に宮古市内の送
迎となり、軽自動車や普通車を使用します）＊１日
１５名程度の利用者の方を５名位のスタッフで担当
64歳以下
当社において下記の業務に従事していただきま
す。・ロープ、漁網等漁業資材等の営業それに伴う
配送 ・報告書作成（ＰＣ使用）・その他付随する
業務 ＊配送に使用する車両：２ｔ・４ｔトラッ
ク、軽トラック（ＡＴ限定は不可）
40歳以下
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。
不問
林業作業に従事し下記の業務を行います。
・立木等をチェンソーで伐採、バックホーで作業道
を作り、林業用機械で木を集める ・林業用機械
ハーベスタを利用して木を切り丸太にする ・検知
や丸太の積込、はい積等
64歳以下
当社にて販売営業を行っていただきます。お客様の
ご要望に合わせて最適な車を提案していただきま
す。・お車に関する保険やクレジット等のカーライ
フ全般のコンサルティング業務 ・ご案内業務（車
検や点検等のアフターサービス）・店舗での接客業
45歳以下
各現場において解体工事および土木作業に従事して
いただきます。
・屋外作業となります。
・当社では社員との連携やコミュニケーション、協
調性を大切にする方を希望します。
40歳以下
近藤医院リハビリデイケアセンターにおいて下記の
業務に従事していただきます。・リハビリセンター
の準備と整理整頓 ・患者様のバイタル測定（自動
血圧計等を用いて）・患者さんのトレーニング補助
（マシントレーニング等）・セラピストのお手伝い
59歳以下
在宅療養する患者さんのご自宅に訪問し、主治医の
指示により看護業務を行います。・主に在宅療養、
介護方法の指導、医療器具、医療機器の管理、注
射、点滴等 ・報告書作成など簡単なパソコン入力
あり ・１日の訪問件数は平均５件
59歳以下

岩手県下閉伊郡山田町川向 有限会社
町１６８

岩手県下閉伊郡山田町

03030- 3794411
岩手県宮古市実田二丁目４ 有限会社 マルゼン
－４
建装

岩手県宮古市

03030- 3795011
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

03030- 3796311
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- 3743411
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- 3744011
岩手県宮古市津軽石第１０ 東北西濃運輸株式会
地割３５ー３７
社 宮古営業所

岩手県宮古市

03030- 3747911
岩手県宮古市長町２丁目３ 共和水産 株式会社
－１

岩手県宮古市

03030- 3749711
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

03030- 3750511
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

調理師
あれば尚可
185,000円～250,000円
飲食業の経験あれば尚可
未経験可

又は10時30分～21時30分
の間の8時間

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00分～17時00分

岩手県宮古市
岩手県宮古市新町２－６

03030- 3751411
介護サービス 株式
会社

200,000円～200,000円

その他の福祉・介護関係資格
社会福祉主事または
介護支援専門員のいずれか

岩手県宮古市

普通自動車免許一種
介護職員初任者研修修了

岩手県宮古市新町２－６
(1)8時00分～17時00分

03030- 3755911
介護サービス 株式
会社

170,000円～170,000円
岩手県宮古市

介護職経験のある方

普通自動車免許一種
介護職員初任者研修修了
(1)8時00分～17時00分
ホームヘルパー２級
170,000円～170,000円
初任者研修または
ホームヘルパー２級の
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～200,000円

岩手県宮古市田鎖３－８

岩手県宮古市
岩手県宮古市田鎖３－８

03030- 3756111
株式会社 みやこ

03030- 3757711
株式会社 みやこ

岩手県宮古市

普通自動車免許一種
変形（1年単位）
８トン限定中型自動車免許
(1)8時00分～17時00分
小型移動式クレーン
165,000円～220,000円
あれば尚可
ＰＣ基本操作、
ワード、エクセル

03030- 3758811
岩手県宮古市磯鶏沖８－２ 東北製鋼株式会社
４
宮古営業所

岩手県宮古市

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

03030- 3760011
岩手県宮古市津軽石１４ー ジュピター工業 株
９７－２
式会社

141,614円～141,614円
岩手県宮古市

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
伐木業務（チェンソー） 166,500円～266,400円
／刈払機作業従事者
あれば尚可
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

03030- 3761311
岩手県下閉伊郡田野畑村菅 株式会社 ふるさと
窪２０５－８
木材

岩手県宮古市、他

03030- 3762611
岩手県宮古市実田１丁目８ 株式会社 宮古日産
－１２

176,000円～216,000円
岩手県宮古市

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
あれば尚可
231,667円～301,167円

03030- 3763911
岩手県宮古市根市第６地割 有限会社 伊藤総業
７番地１

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30分
155,000円～155,000円 (2)8時00分～17時00分

03030- 3764111
岩手県下閉伊郡山田町飯岡 医療法人 晃生会
第９地割２３番地１
近藤医院

岩手県下閉伊郡山田町

看護師
助産師
保健師
いずれか
普通自動車免許一種

(1)9時00分～17時30分

03030- 3765711
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

230,000円～300,000円
岩手県宮古市

03030- 3767211

2

作業員（伐採、造林）
2人
雇用期間の定めなし
正社員
介護職員
2人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
交通誘導警備員
5人
雇用期間の定めなし
正社員
移動販売員
1人
雇用期間の定めなし
正社員
土木軽作業員
5人
雇用期間の定めなし
正社員
現場監督
2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
土木施工管理補助
2人
雇用期間の定めなし
正社員
土木施工管理
3人
雇用期間の定めなし
正社員
技術・営業
2人
雇用期間の定めなし
正社員
管理栄養士（岩泉町）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
栄養士（岩泉町）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
調理師／嘱託（宮古市）
1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
調理員／嘱託（宮古市）
1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
土木作業員／正社員（宮古
市）
2人
雇用期間の定めなし
正社員
医療事務（岩泉町）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
技術員
1人
雇用期間の定めなし
正社員
作業員
2人
雇用期間の定めなし
正社員
母子訪問指導員／健康課
（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
しいたけ菌床及び製造
1人
雇用期間の定めなし
正社員以外

山林での伐採、造林作業に従事していただきます・
変形（1年単位）
整地、間伐、苗木を植える・山林作業は通年あり３
(1)8時00分～17時00分
～６名で作業をしています・仕事の状況や天候によ
179,200円～220,000円
り製材工場でチップ材を機械に投入する作業、製品
の長さを合わせて仕分けする作業も行っていただき
35歳以下
施設入所者数１８名（認知症の方）を対象とした、
普通自動車免許一種
交替制あり
入所者の介護を行います。・身の回りの世話、食
介護職員初任者研修修了
(1)7時00分～16時00分
事、排泄、入浴の介助 ・その他、移動介護、掃
あれば尚可
143,424円～143,424円 (2)9時00分～18時00分
除、調理、洗濯など ・入居者を、受診のため病院
(3)10時30分～19時30分
へ社用車で送迎する場合があります。
不問
道路工事現場や建設工事現場で歩行者や一般車両、
変形（1年単位）
工事車両の安全を確保するための交通誘導を行いま
(1)8時00分～17時00分
す。・現場は主に宮古、下閉伊地域となります。・
162,000円～216,000円
他にもイベント会場での駐車場、一般来場者等の誘
導・案内も行っていただきます。
18歳～64歳
【主な業務内容】＊鮮魚などの商品を保冷車で販
普通自動車免許一種
売、接客、金銭授受 ＊商品の品出し、陳列及び補
(1)8時00分～17時00分
充 ＊後方付けなど、上記に付随する業務 ＊お客
146,880円～146,880円
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） ※保冷車を運転し移動販売をする仕事
59歳以下
◆土木工事現場にて、土木作業の仕事を担当してい
普通自動車免許一種
変形（1年単位）
ただきます【主な仕事内容】＊土木工事の現場にて
大型自動車免許
(1)8時00分～17時00分
作業 ＊交通誘導など、その他上記に付随する作業
あれば尚可
141,019円～217,550円
等 ※現場は、久慈・二戸・岩泉・葛巻・田野畑が
主な現場となります
土木工事作業
64歳以下
◆土木工事現場にて、施工管理全般の仕事を担当し １級土木施工管理技士
変形（1年単位）
ていただきます【主な仕事内容】＊土木工事現場に ２級土木施工管理技士
(1)8時00分～17時00分
て施工管理・工程管理・安全管理等 ＊現場の作業
いずれか
180,000円～300,000円
指示、各種書類作成 ＊その他、上記に付随する作
普通自動車免許一種
業等 ※現場は、久慈・二戸・岩泉・葛巻・田野畑
経験年数３年以上
64歳以下
◆山田営業所にて、建物解体、産業廃棄物処分契約
普通自動車免許一種
等の営業業務を行っていただきます。＊営業エリヤ
(1)8時00分～17時00分
は岩手県内および近郊（社用使用）＊資料の準備、
141,869円～216,000円
見積書の作成等 ＊その他、上記に付随する業務
※営業未経験者でも応募可能です。慣れるまで指導
不問
・建設現場での写真撮影 ・巻き尺で距離を測る
普通自動車免許一種
・パソコンへの入力 など、現場監督のお手伝いを
(1)8時00分～17時00分
していただきます。＊当社では国家資格取得を目指
249,700円～343,700円
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）
ＣＡＤ使用経験あれば尚可
69歳以下
土木施工管理 ・現場管理、測量、丁張り、写真管
普通自動車免許一種
理、出来形管理等 ・主にゼネコン工事の１次、２ １級土木施工管理技士
(1)8時00分～17時00分
次下請け工事現場の施工管理、各種土木工事 ・道 ２級土木施工管理技士 357,100円～565,200円
路、下水道、河川、護岸、橋梁、造成工事＊６０歳
あれば尚可
建設現場での実務経験
以上の方応募可（会社規定あり、詳細は面接時）
ＣＡＤ使用経験あれば尚可
69歳以下
【技術】トラクターをはじめとした農業機械の整備
普通自動車免許一種
変形（1年単位）
業務全般に従事して頂きます。
(1)8時30分～17時30分
【営業】ルート営業が主になります。担当エリア内
157,000円～204,000円 (2)9時00分～17時00分
のお客様を訪問し、ヤンマーの農業機械・資材・部
品などの販売、メンテナンスを行います。
45歳以下
請負先事業所において責任者の指示のもと、下記の
管理栄養士
交替制あり
業務を行っていただきます。・患者様への食事提供
(1)5時00分～14時30分
業務 ・調理、盛付け、食器洗浄、献立、帳票作成
188,100円～198,900円 (2)10時30分～19時30分
・栄養管理業務全般 ＊患者数：９０名程度
64歳以下
請負先事業所において責任者の指示のもと、下記の
業務を行っていただきます。・患者様への食事提供
業務 ・調理、盛付け、食器洗浄、献立、帳票作成
・栄養管理業務全般 ＊患者数：９０名程度

吉本

岩

岩手県下閉伊郡岩泉町

03030- 3768511
岩手県下閉伊郡田野畑村机 中城興産株式会社
２９９

岩手県下閉伊郡田野畑村

03030- 3769411
岩手県宮古市神田沢町１番 株式会社 セーフ
２３号
ティーガード

岩手県宮古市

03030- 3771911
岩手県下閉伊郡普代村第１ 有限会社 マルコシ
３地割字普代１４０番地４ 商店

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

03100- 2898011
岩手県久慈市山形町荷軽部 有限会社 谷地林業
第３地割１８
土木部門

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

03100- 2876111
岩手県久慈市山形町荷軽部 有限会社 谷地林業
第３地割１８
土木部門

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

03100- 2877711
岩手県久慈市長内町第３７ 有限会社 陸中商会
地割１２－８

岩手県下閉伊郡山田町

03100- 2879211
宮城県仙台市宮城野区榴岡 株式会社 クリエイ
３丁目１０－７
トワークス 建設事
サンライン第６６ビル２Ｆ 業部
岩手県宮古市、他

04010-64014711
宮城県仙台市宮城野区榴岡 株式会社 クリエイ
３丁目１０－７
トワークス 建設事
サンライン第６６ビル２Ｆ 業部
岩手県宮古市、他

04010-64052611
宮城県仙台市若林区六丁の ヤンマーアグリジャ
目西町８－１ 斎喜セン
パン 株式会社 東
タービル１階
北支社
岩手県宮古市

04010-64323211
岩手県盛岡市大通３丁目３ 日清医療食品 株式
番１０号 七十七日生盛岡 会社 北東北支店
ビル ９階
岩手県下閉伊郡岩泉町

栄養士

64歳以下
請負先事業所において責任者の指示のもと患者様へ
調理師
の食事提供業務 調理、盛付、厨房内での業務全般
＊患者数：１５０名程度 ＊雇用について １年毎
の契約更新有り（但し、勤務内容に問題が無い限
り）
不問
請負先事業所において責任者の指示のもと患者様へ
の食事提供業務 調理、盛付、厨房内での業務全般
＊患者数：１５０名程度 ＊雇用について １年毎
の契約更新有り（但し、勤務内容に問題が無い限
り）
不問
・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
59歳以下
請負先の医療機関にて医事業務全般を行います
メディカルクラーク
入院中の患者様の診療内容を確認し医療費の計算、 （医療事務技能審査）
請求書の作成を行います
あれば尚可
メディカルクラーク取得者歓迎
「働き方改革関連認定企業」※くるみん認定
59歳以下
＊土木・舗装工事の管理業務全般。＊工事の施工管
理、工事計画作成、施工管理立案から作業指示。＊
行政機関および発注者への提出書類作成。（パソコ
ン貸与）＊連絡車を貸与します。＊主に釜石～山田
管内での業務となります。
59歳以下
＊土木・舗装工事施工作業全般の補助的作業。資器
材等の運搬など機械作業で困難な作業全般を担当し
て頂きます。＊現場は主に釜石～山田管内での作業
となります。釜石・大槌・山田・宮古での各現場
（稀に大船渡での作業もあります）
59歳以下
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。
不問
しいたけ菌床の製造、栽培、出荷業務担当となりま
す。・菌床製造 ・種菌接種 ・培養 ・カット管
理 ・発生収穫 ・パック詰め ・出荷作業等 正
社員登用制度あり パート勤務から慣らしながら仕
事ができます
59歳以下

岩手県下閉伊郡岩泉町浅内 株式会社
字松野４５－１２
泉事業所

交替制あり
(1)5時00分～14時30分
163,100円～173,900円 (2)10時30分～19時30分

03010-24306111
岩手県盛岡市大通３丁目３ 日清医療食品 株式
番１０号 七十七日生盛岡 会社 北東北支店
ビル ９階
岩手県下閉伊郡岩泉町

(1)5時00分～14時30分
154,600円～181,000円

03010-24308811
岩手県盛岡市大通３丁目３ 日清医療食品 株式
番１０号 七十七日生盛岡 会社 北東北支店
ビル ９階
岩手県宮古市

(1)10時30分～19時30分
149,600円～176,000円

03010-24309211
岩手県盛岡市大通３丁目３ 日清医療食品 株式
番１０号 七十七日生盛岡 会社 北東北支店
ビル ９階
岩手県宮古市

変形（1年単位）
(1)8時00分～16時45分

03010-24310011
岩手県滝沢市木賊川４０９ 協積産業 株式会社
－３

173,600円～208,320円
岩手県宮古市

(1)8時30分～17時15分
130,310円～138,160円

ワード・エクセル入力、
操作経験のある方

03010-24311311
岩手県盛岡市盛岡駅西通２ 株式会社 ニチイ学
－９－１ マリオスビル１ 館 盛岡支店
２Ｆ
岩手県下閉伊郡岩泉町

１、２級土木施工管理技
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
１、２級建設機械施工技士 250,000円～300,000円
いずれか
普通自動車免許一種
工事現場施工管理等あれば尚可

普通自動車免許一種

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

03010-24383811
岩手県釜石市甲子町第５地 株式会社 カネナカ
割６２番地１

岩手県宮古市、他

03020- 2036111
岩手県釜石市甲子町第５地 株式会社 カネナカ
割６２番地１

176,000円～220,000円
岩手県宮古市、他

普通自動車免許一種
助産師

(1)8時30分～17時15分

03020- 2037711
岩手県宮古市宮町一丁目１ 宮古市役所
－３０

168,900円～198,400円
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

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

03030- 3643111
岩手県下閉伊郡田野畑村松 株式会社 サンマッ
前沢５４番地８
シュ田野畑

131,874円～142,314円
岩手県下閉伊郡田野畑村

03030- 3644711

3

設計および工務
1人
雇用期間の定めなし
正社員
看護補助員
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
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
運転手（食料品）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
重機オペレーター

当社は主に建築鉄骨や海洋鋼構造物を設計、施工し
ています ・パソコン（ＣＡＤ）の操作、設計打合
せ同行、顧客対応 ・工場内での生産管理、品質管
理、写真管理など（状況を見ながら）※打合せ同行
の際には、社用車を使用します。
64歳以下
・患者様の日常生活に関わる業務をして頂きます。
診察介助、器具洗浄、殺菌作業、移動補助、入浴補
助、食事補助等 ・医療環境の整備、整頓、物品に
関する業務 ・その他、搬送業務、メッセンジャー
業務
不問
当院において看護業務に従事していただきます。・
入院病棟での看護業務や、診療の補助及び療養上の
介助など ＊夜勤の出来る方希望、夜勤専従も可
能。＊就業時間は相談に応じます。経験の浅い方で
も応募可。業務内容相談に応じます。
18歳以上
○３ｔ冷凍車による食料品（冷凍・チルド品）の配
送。
・配送コース：宮古市内、山田町、釜石方面や田老
方面 ※車両は配送前点検を毎日実施します。

1人

64歳以下
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係る重機操作に従事して
頂きます。※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。
45歳以下
公共工事や一般土木工事などの施工計画案の作成○
工事中における品質管理、安全管理、施工の調整な
ど監督・指揮業務や各種書類作成○就業場所は担当
の現場事務所が基本になりますが現場への直行直帰
もあります●土木施工管理の資格をお持ちの方優遇
64歳以下
・ガス販売事業に係る営業、検針、集金業務など
・ガス設備、配管工事他ガス器具、暖房器具等の修
理など

1人

45歳以下
・ガス販売事業に係る営業、検針、集金業務など
・ガス設備、配管工事他ガス器具、暖房器具等の修
理など

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
ＬＰガス事業スタッフ

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
建築士資格等あれば尚可 160,000円～250,000円
普通自動車免許一種
ワード・エクセルの
操作ができる

岩手県宮古市臨港通１番７ 有限会社
号
工所

佐々木鉄

岩手県宮古市

(1)8時30分～17時15分
143,060円～210,320円 (2)6時30分～15時15分
(3)12時15分～21時00分

03030- 3645811
岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉 社会福祉法人 恩賜
字中家１９－１
財団 岩手県済生会
岩泉病院
岩手県下閉伊郡岩泉町

普通自動車免許一種
看護師

交替制あり
(1)8時30分～17時15分
156,600円～258,800円 (2)16時30分～1時15分
(3)0時30分～9時15分

03030- 3646211
岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉 社会福祉法人 恩賜
字中家１９－１
財団 岩手県済生会
岩泉病院
岩手県下閉伊郡岩泉町

８トン限定中型自動車免許
変形（1年単位）
中型自動車免許
(1)5時15分～14時15分
※フォークリフト運転資 158,000円～158,000円
格についてはあれば尚可
いずれか
車両系建設機械運転技能
変形（1年単位）
小型移動式クレーン
(1)8時00分～17時00分
玉掛技能者
194,792円～343,750円
中型又は大型自動車免許
あれば尚可
普通自動車免許一種
普通自動車免許一種
変形（1年単位）
１級土木施工管理技士
(1)8時00分～17時00分
２級土木施工管理技士 200,000円～450,000円
あれば尚可
土木施工管理業務経験者、Ｃ
ＡＤ操作ができれば優遇します

03030- 3647511
岩手県宮古市西町一丁目７ 有限会社 東北物流
－３２
運輸

岩手県宮古市

03030- 3648411
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- 3649011
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

普通自動車免許一種
(1)8時00分～17時00分

03030- 3651111
岩手県宮古市大通３－６－ 中屋石油 株式会社
３５

151,000円～151,000円

雇用期間の定めなし
正社員
ＬＰガス事業スタッフ／経
験者

岩手県宮古市

普通自動車免許一種
設備・配管等資格
あれば尚可

(1)8時00分～17時00分

03030- 3652711
岩手県宮古市大通３－６－ 中屋石油 株式会社
３５

152,000円～155,000円

雇用期間の定めなし
正社員
店長兼料理人
1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
土木施工管理技士
1人
雇用期間の定めなし
正社員
販売員（ドラ店）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
現場作業員
2人
雇用期間の定めなし
正社員
電気工（機械等修理業）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
土木工事監督
1人
雇用期間の定めなし
正社員
土木作業員
5人
雇用期間の定めなし
正社員
調理員
2人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
看護助手
2人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
作業療法士
1人
雇用期間の定めなし
正社員
理学療法士
1人
雇用期間の定めなし
正社員
土木施工管理
1人
雇用期間の定めなし
正社員

59歳以下
昼と夜の時間帯で地元食材を活かしたお料理を提供
するバルです。シフト管理や売上管理及び調理全般
を行っていただきます。・食材の仕入れと発注 ・
仕込み、味付け、盛り付け等 ・その他付随する業
務
不問
土木工事現場においての、工事の監督・指導全般
・主に公共工事を請負っており、施工計画の立案、
工事監理、打ち合わせなど ・使用する資材、機械
の手配や管理・図面や計画書、報告書などの作成に
はパソコンを使用・現場への移動は、社用車を使用
64歳以下
お菓子、ケーキ、パン等の販売
・来店したお客様応対、レジ、品出し ・箱詰め、
ラッピング ・店内の清掃 ＊長期間勤務できる方
を希望します。＊接客未経験の方も、お気軽にご相
談ください。
64歳以下
各作業現場において、土木作業に従事していただき
ます。・土砂の掘削や埋め戻し ・コンクリート打
設立の作業 ・その他付随する作業全般を行ってい
ただきます。＊現場には直行直帰となります。

岩手県宮古市

ＬＰガス事業経験

変形（1ヶ月単位）
(1)11時00分～22時00分
200,000円～250,000円 (2)10時30分～14時30分
ｉＰａｄ、スマホ、
パソコン操作、調理経験

岩手県下閉伊郡山田町

普通自動車免許一種
１級土木施工管理技士

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

03030- 3655511
岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉 横屋建設 株式会社
字村木７４

255,000円～300,000円
基本操作（ワード・
エクセル・ＣＡＤ等）

岩手県宮古市、他

変形（1年単位）
(1)9時00分～18時00分
150,000円～165,000円 (2)11時00分～20時00分

03030- 3656411
岩手県宮古市実田一丁目５ 株式会社 日進堂
－１７
（ドーネル）

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- 3657011
岩手県宮古市太田１丁目８ 株式会社 青山工業
番４号

181,334円～226,667円

59歳以下
・電気工事、管工事、機械設置工事（建設業）など
普通自動車免許一種
変形（1年単位）
の作業に関わる業務全般 ・自動車電製品修理、業
準中型自動車免許
(1)8時30分～17時30分
務用各種回転機械修理（モーター、発電機等） ＊ Ｈ２９．３．１２以降免許取得の方 149,000円～184,000円 (2)8時30分～17時00分
第二種電気工事士あれば尚可
出張修理等の現場作業もあり（日帰り）
59歳以下
各作業現場において管理業務全般に従事していただ
きます。・工程管理、安全管理、写真管理等 ・パ
ソコンを使用しての計画書作成 ・報告書などの書
類作成 ＊各現場への移動は社有車を使用して直行
直帰となります。
59歳以下
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。
不問
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２０５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。
不問
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
不問
山口病院又は介護老人保健施設における入所者・通
所者等のリハビリテーションに従事していただきま
す。・作業治療を用いた心身の機能回復訓練や指
導・援助 ・その他に計画書作成、記録など

03030- 3653811
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

電気工事または自動車整備の
経験あれば尚可

岩手県宮古市

03030- 3658311
岩手県宮古市藤原二丁目９ 伊手屋電機 有限会
－７
社

岩手県宮古市

２級土木施工管理技士
２級建設機械施工技士

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

03030- 3659611
岩手県宮古市太田１丁目８ 株式会社 青山工業
番４号

土木施工管理技士又は建設機 200,000円～250,000円
械施工技士いずれも２級以上

いずれか
普通自動車免許一種
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
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
土木作業の経験あれば尚可

変形（1ヶ月単位）
(1)5時00分～14時00分
141,100円～141,100円 (2)10時30分～19時30分

岩手県宮古市

03030- 3660811
岩手県下閉伊郡山田町長崎 澤田工建 株式会社
４丁目１２番３５号

岩手県下閉伊郡山田町

03030- 3661211
岩手県宮古市板屋１丁目６ 医療法人財団 正清
番地３６
会

岩手県宮古市

調理経験あれば尚可

変形（1ヶ月単位）
(1)8時15分～17時00分
141,100円～141,100円 (2)11時00分～19時45分

03030- 3662511
岩手県宮古市板屋１丁目６ 医療法人財団 正清
番地３６
会

岩手県宮古市

作業療法士
(1)8時20分～17時20分

03030- 3663411
岩手県宮古市山口五丁目３ 社団医療法人 新和
番２０号
会

203,000円～260,200円

59歳以下
山口病院又は介護老人保健施設における入所者・通
理学療法士
所者等のリハビリテーションに従事していただきま
(1)8時20分～17時20分
す。・身体機能や日常生活の基本的動作能力の回
203,000円～260,200円
復・維持・予防を目的とした運動療法や物理療法
・その他に機能評価および計画書作成など
59歳以下
土木施工管理業務を担当していただきます。・品質 １級土木施工管理技士
管理、安全管理、施工調整等の監督指揮業務 ・業 ２級土木施工管理技士
(1)8時00分～17時00分
務に関する各種書類作成 ○現場は宮古市、山田
施工管理技士どちらか必須 250,000円～300,000円
町、釜石市のほか陸前高田～田野畑。通勤車がない
普通自動車免許一種
方は乗合も相談可能です。
不問

岩手県宮古市

03030- 3665311
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- 3666611
岩手県宮古市近内６－３－ 飯岡興業 株式会社
６

岩手県宮古市、他

03030- 3667911

4

調理師
1人
雇用期間の定めなし
正社員
土木作業員
5人
雇用期間の定めなし
正社員
土木施工管理／補助
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
自動車整備
1人
雇用期間の定めなし
正社員
土木・建設作業員
1人
雇用期間の定めなし
正社員
現場代理人
1人
雇用期間の定めなし
正社員
運転手
2人
雇用期間の定めなし
正社員
ゴルフ用品販売員（正社
員）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
木材加工（製造）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
現場責任者
2人
雇用期間の定めなし

8人
雇用期間の定めなし
正社員
水産加工品の製造
3人
雇用期間の定めなし
正社員
警備員
3人
雇用期間の定めなし
正社員以外
土木作業
1人
雇用期間の定めなし
正社員
大工（経験者）
2人
雇用期間の定めなし
正社員
建築施工管理・土木施工管
理（見習可）
2人
雇用期間の定めなし
正社員
大工見習い
1人
雇用期間の定めなし
正社員
土木作業員
3人
雇用期間の定めなし
正社員
看護師
1人
正社員以外

59歳以下
土木工事、建設工事作業全般を行っていただきま
す。・一般住宅や公共工事がメイン ・有資格者は
重機オペレーター、現場管理業務等も担当 ＊経験
や資格のない方の応募も可能。ご相談ください。＊
現場は主に山田町、岩泉町、田野畑村、久慈市です
不問
工事現場での管理業務全般を行います。・現場代理
人の業務を担当 ・現場は主に宮古市内 弊社は公
共工事（道路・ダム・下水道など）から、一般の建
築工事（新築・リフォーム）の他に、水道や外構な
ど、様々な種類の工事を行う会社です。
64歳以下
タクシーでの旅客輸送業務を行っていただきま
す。・出庫前の車両点検 ・料金収受、乗務記録の
記入 ・車両の清掃作業等 一般のタクシー乗務員
の他、介護職員初任者（旧ヘルパー２級）以上お持
ちの方は介護タクシー乗務員となる場合があります
64歳以下
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
◎採用後１ヶ月程度、他店において宿泊を伴う研修
40歳以下
製造部にて、住宅木材の加工を業務を担当しま
す。・壁材の枠組みの製造作業 ・木工機械に手作
業で木材を並べ、機械を操作し釘打、カット ・製
品をパレットに移し９段５列に梱包、専用棚に同じ
長さ毎に入れる等の作業
64歳以下
下記の業務に従事していただきます。
・ゼネコンや地元業者の現場における土木施工管理
業務 ・工程管理等、付随する一切の業務
＊元請に出向の場合もあり。

調理師

変形（1ヶ月単位）
(1)5時15分～14時15分
144,200円～144,200円 (2)8時15分～17時15分
(3)10時00分～19時00分

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
大型特殊自動車免許
158,667円～226,667円
あれば尚可
建設機械運転等
土木作業員経験あれば尚可

新和

03030- 3668111
岩手県下閉伊郡岩泉町門字 株式会社 畑中組
中瀬５１番地１４

岩手県宮古市、他

普通自動車免許一種
(1)8時00分～17時00分

03030- 3669711
岩手県宮古市近内６－３－ 飯岡興業 株式会社
６

200,000円～300,000円
土木工事関連経験
あれば尚可

岩手県宮古市、他

普通自動車免許一種
８トン限定中型自動車免許

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

03030- 3670511
岩手県宮古市宮町１丁目３ 陸中建設 株式会社
－５

中型自動車免許はＡＴ限定不可 161,330円～268,830円

車両系建設機械運転技能
小型移動式クレーン、あれば尚可

岩手県宮古市

土木工事経験

普通自動車免許一種
(1)8時30分～17時30分

03030- 3671411
岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉 有限会社 岩泉モー
字三本松４１－５
タース

141,500円～164,000円
岩手県下閉伊郡岩泉町

自動車整備あれば尚可

２級建築施工管理技士
変形（1年単位）
２級土木施工管理技士
(1)8時00分～16時30分
車両系建設機械（基礎工 153,680円～226,000円
事用）運転技能者
あれば尚可
８トン限定中型自動車免許
変形（1年単位）
中型免許一種（８ｔ限定
(1)8時00分～17時00分
含む・マニュアル必須） 185,334円～347,500円
パソコン操作ができる方
現場管理業務の経験者

03030- 3672011
岩手県下閉伊郡山田町大沢 サカエ興業 株式会
第７地割２０１番地１
社

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

03030- 3673311
岩手県宮古市山口１丁目２ 沢与建設 株式会社
－３１

岩手県宮古市

普通自動車第二種免許

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

03030- 3674611
岩手県宮古市大字津軽石５ 有限会社 クボタタ
－３２
クシー

142,307円～142,307円
岩手県宮古市

変形（1年単位）

03030- 3675911
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
基本操作、ワード・エクセ
ル・オンライン対応が
可能なこと

又は7時00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30分

普通自動車免許一種

岩手県宮古市

03030- 3676111
岩手県宮古市実田１丁目５ 株式会社 ヤマウチ
番１３号

150,000円～200,000円
岩手県宮古市

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

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分
200,000円～500,000円 (2)7時30分～16時30分

不問
下記の業務に従事していただきます。
普通自動車免許一種
変形（1年単位）
・各現場において土木工事全般
車両系建設機械運転技能
(1)8時00分～17時00分
・免許所持の方には重機オペレーター・ダンプ運転
大型自動車免許
216,000円～388,800円 (2)7時30分～16時30分
業務をして頂く場合もあります。
あれば尚可
不問
商品パック詰め工程、加工製造業務に従事します。
・めかぶ、塩辛加工品ライン工程による作業 ・ラ
イン工程はパック詰め、検品、目視検査箱詰 ・担
当工程は交替制・原料を機械に流し込み作業○簡単
な業務です。それぞれ複数人ずつで作業を行います
59歳以下
１．交通誘導警備：工事現場における歩行、車両等
の安全誘導 ２．駐車場警備：店舗やイベント駐車
場における整理業務 ３．雑踏警備：イベント等に
おける安全確保、誘導業務 ４．施設警備：各種施
設における出入および施設管理業務
18歳～59歳
住宅の基礎工事土砂掘削・型枠工事、型枠作り・公
共事業などの土木・建築作業全般・車両系有資格者
は重機操作あり 主な現場は宮古市、山田町内＊土
木施工管理の資格があれば尚可＊長く勤めていただ
ける方、意欲のある方、努力できる方を希望します
64歳以下
建築工事全般に従事します。・建前骨組み ・外
壁、屋根下地 ・床、壁、天井の下地 基本社用車
に乗り合いで現場に向かいますが、場合により直
行・直帰となることがあります。＊パソコン操作を
習得しようとする意欲・努力があれば尚可
64歳以下
工事現場の施工管理業務を行います・土木工事と建
築工事の現場管理（移動社用車使用）・積算見積作
成 ・パソコンでの工事関連書類作成 ・ＣＡＤを
使用しての図面作成 お客様との打合せなどを行っ
ていただきます。１人で複数の現場を担当します。
64歳以下
一般住宅の建築工事全般に従事します。・各現場清
掃や資材の準備、運搬 ・道具の手入れ＊パソコン
操作を修得しようとする意欲・努力があれば尚可
（パソコン資格の有無は問いません）＊長く勤めて
いただける方、意欲のある方、努力できる方を希望
64歳以下
当社において道路工事・宅地造成工事などの土木工
事現場において土木作業に伴う業務全般を行ってい
ただきます。・土砂の掘削、埋め戻し、整地等 ・
その他付随する業務 ＊現場は宮古市内、下閉伊地
区となります。
64歳以下
配属先の当法人各施設においての看護業務を行いま
す。・障がい者、高齢者等の利用者・入所者の日常
活動支援 ・健康管理バイタルチェック ・服薬管
理等 ・場合によっては介護支援業務あり ※経験
あれば尚可
64歳以下

岩手県宮古市山口五丁目３ 社団医療法人
番２０号
会

岩手県宮古市

パソコン基本操作
（ワード・エクセル）

正社員
建設作業員

雇用期間の定めなし

調理業務全般
・病院内における入院患者様や入居者様の給食の調
理、配膳、食器等の片付け、清掃など
・山口病院では、概ね３００人の調理を１７名で担
当
59歳以下
公共工事・舗装工事・道路維持等の土木作業に従事
していただきます。・現場は岩泉町・田野畑村・宮
古市・葛巻町 ・現場へは、社用車にて相乗りまた
は直行直帰での移動 ＊建設機械運転等、土木作業
経験あれば尚可
64歳以下
土木施工管理の補助業務を担当していただきます。
・品質管理、安全管理、施工調整等の監督指揮業務
の補助 ・業務に関する各種書類作成 ○現場は宮
古市、山田町、釜石市のほか陸前高田～田野畑。通
勤車がない方は乗合も相談可能です。
不問
宮古・下閉伊地区の各現場において、土木工事等に
係る業務を行っていただきます。・主に公共工事及
び民間の基礎・造成等の土木工事作業 ・現場作業
において２ｔ・４ｔダンプ及び４ｔトラック（ユ
ニック付）の運転業務 ・現場へは直行直帰
59歳以下
・車検・点検に伴う整備及び修理
・故障車の診断・修理
・車両の引き取り納車
・その他上記に付随する作業

03030- 3678811
岩手県宮古市磯鶏沖８－２ 有限会社 リアライ
５
ズ

岩手県宮古市、他

03030- 3679211
岩手県宮古市磯鶏沖８－２ 有限会社 リアライ
５
ズ

岩手県宮古市、他

建設現場の経験あれば尚可

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

03030- 3680011
岩手県下閉伊郡山田町織笠 株式会社 山田コー
第１１地割２２－１１
ルドストレージ

142,600円～142,600円
岩手県下閉伊郡山田町

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分
161,250円～182,750円

普通自動車免許一種
準中型自動車免許
２級土木施工管理技士
あれば尚可

又は20時00分～5時00分
の間の8時間程度
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

03030- 3681311
岩手県宮古市実田１－２－ 株式会社 トスネッ
３
ト北東北 宮古営業
所
岩手県宮古市、他

03030- 3682611
岩手県宮古市太田１丁目８ 有限会社 乙戸建設
番２０号

160,000円～250,000円
岩手県宮古市

普通自動車免許一種
準中型自動車免許
２級建築施工管理技士
１級建築施工管理技士
あれば尚可

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分
209,700円～300,000円

岩手県宮古市

大工経験

２級建築施工管理技士
２級土木施工管理技士
二級建築士、いずれか
普通自動車免許一種

03030- 3683911
岩手県宮古市太田１丁目８ 有限会社 乙戸建設
番２０号

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

03030- 3684111
岩手県宮古市太田１丁目８ 有限会社 乙戸建設
番２０号

180,000円～350,000円

パソコン操作出来る方、現場管
理経験、ＣＡＤ操作あれば尚可

岩手県宮古市

普通自動車免許一種
準中型自動車免許

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

03030- 3685711
岩手県宮古市太田１丁目８ 有限会社 乙戸建設
番２０号

140,000円～180,000円
岩手県宮古市

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
小型移動式クレーン
184,800円～207,900円

03030- 3686811
岩手県宮古市長沢第９地割 株式会社 金丸組
２８８番地

玉掛け・型枠支保工作業主任者

大型自動車免許あれば尚可

岩手県宮古市

土木作業経験者

看護師
准看護師
いずれか
普通自動車免許一種

変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分
175,700円～187,300円 (2)8時30分～17時30分
(3)12時30分～21時30分

03030- 3687211
岩手県下閉伊郡山田町山田 社会福祉法人 親和
１－１１－３
会

岩手県下閉伊郡山田町

03030- 3688511

5

水質管理員
1人
雇用期間の定めなし
正社員
介護職
2人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
介護職員／正社員以外（有
料老人ホーム）
1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
自動車整備士／有資格者
1人
雇用期間の定めなし
正社員
土木技術者／有資格者
1人
雇用期間の定めなし
正社員
コネクタ製造自動機・成形
機オペレータ
2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
土木施工管理補助
1人
雇用期間の定めなし
正社員
法面作業員
1人
雇用期間の定めなし
正社員
牛乳製造
1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
牧場管理／長嶺牧場
1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
土木施工管理技士
2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
外線技能職 ２０２２年４
月入社向け中途採用
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
土木作業員および重機オペ
レーター
1人
雇用期間の定めなし
正社員
フロント業務（夜勤あり）
2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
3人
雇用期間の定めなし
正社員
一般土木作業員
1人
雇用期間の定めなし
正社員

・工場内にある公害防止設備等の点検 ・記録、評
公害防止管理者
変形（1年単位）
価、報告書作成等の業務 ・オイルシール製造工
(1)8時30分～17時30分
（状況により）【オイルシールとは】回転軸におけ
200,000円～200,000円
る潤滑剤の漏れや異物の混入を防ぐ密封装置の一
種。オイル（油）シール（封じる）機械要素。
59歳以下
施設入所者の生活介護業務を行います。・入所者の 介護職員初任者研修修了
変形（1ヶ月単位）
日常生活の車椅子、歩行、食事介助や水分補給、口
ホームヘルパー２級
(1)7時00分～15時45分
腔清拭、手洗い、排泄介助、オムツ交換、入浴、更
介護福祉士
140,640円～194,720円 (2)9時00分～17時45分
衣介助、寝具交換、臥床介助、ふれあいケアなど
いずれか
(3)10時00分～18時45分
パソコン入力ができること
・パソコンを使用した業務報告
（初級程度）
18歳以上
有料老人ホーム入居者（定員２１名）の介護業務
普通自動車免許一種
変形（1ヶ月単位）
・主に要介護１～３の方の介護となります。・食事
(1)8時00分～17時00分
介助、配膳・下膳、排せつ介助、入浴介助、通院介
148,500円～158,500円 (2)10時00分～19時00分
助（社用車使用）清掃等 ※１年更新○経験のない
(3)16時30分～9時30分
方でも担当職員が丁寧に指導します。
不問
自動車整備士として業務に従事していただきます。
普通自動車免許一種
変形（1年単位）
・車検や整備の業務 ・タイヤ交換 ・お客様への 三級自動車ガソリン・
(1)8時00分～17時00分
説明 ・車両の引き取り及び納車 ・洗車作業 ・
エンジン整備士
197,500円～207,500円
その他付随する業務
二級ガソリン自動車整備士
あれば尚可
69歳以下
土木工事の現場管理を行います。主に道路工事、水 １,２級土木施工管理技士
変形（1ヶ月単位）
道工事などを請け負っています。
１,２級建設機械施工技士
(1)8時00分～17時00分
・書類作成 ・現場代理人として施工管理及び指揮
いずれか
250,000円～300,000円
監督業務
普通自動車免許一種
経験者
64歳以下
電子部品（コネクタ）製造自動機オペレータ業務、
インサート成形（金型と樹脂を一体化させる方法）
機オペレータ業務 ・自動組立機、インサート成形
150,000円～200,000円
機、モールド品自動検査機を用い、安定した稼働を
支える重要な仕事です。
18歳～61歳
当施設における利用者への看護業務全般を行いま
看護師
す。・利用者の健康管理 ・服薬管理 ・バイタル
准看護師
チェック ・通院介助等 また、それに伴う記録等
いずれか
161,600円～270,100円
も行います。＊現在、看護師４名で勤務していま
普通自動車免許一種
す。※待遇面は特記事項を参照下さい。
不問
・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１０
135,567円～163,334円
ｋｇくらいの荷物の運搬もあります。＊パート勤務
もご相談いたします。
59歳以下
土木施工における現場管理の補助を行いながら業務
普通自動車免許ＡＴ
を覚えていただきます。・一般住宅から道路・河川
などの公共事業の工事現場において測量補助 ・品
158,200円～192,100円
質・工程管理やそれに伴うＰＣ操作、書類作成
ＰＣ操作
（ワード・エクセル）
（ワード・エクセル）
ができる方
35歳以下
道路や河川など、各現場において法面作業全般を行
普通自動車免許一種
います。・主に斜面から降りながらの高所作業やそ
大型自動車免許
の他現場作業となり、体力を必要とします・現在、
大型特殊自動車免許
192,100円～339,000円
田野畑・岩泉・宮古が主な現場・現場へは基本的に 自動車整備士あれば尚可
社有車に乗り合いにて移動＊未経験者の方応募可
64歳以下
当公社の牛乳加工場において、牛乳加工等の作業を
担当 ・生乳の殺菌、充填 ・使用した機器の洗浄
・牛乳、乳製品等の出荷業務 ○正社員への登用制
146,880円～146,880円
度もあります

18歳以上
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
不問
土木工事部での業務 ・現場管理、工事の書類・写
真整理 ※パソコンは、ワード・エクセルのほかに
専用ソフトを使用します。※現場では、トランシッ
ト・レベルなどをお願いします。使用方法は、指導
します。
不問
土木工事部での業務 ・土木工事（基礎工事、資材
の運搬など）・水道工事（漏水工事、風呂、キッチ
ン、トイレ等の配管工事や器具の取り付け作業な
ど）＊１チーム３～５人で土木現場を完成させる仕
事です（各現場の世話役が指導します）
不問
主に宮古市内・管内の配電工事や東北電力ネット
ワークの電気機械設備・維持改修に関わる作業に従
事していただきます。東北電力ネットワークの案件
を主に担当しており、地域のインフラに創業当時か
ら深く関わっています。
30歳以下
図面の作成、施工管理及び現場管理に従事しま
す。・河川や道路工事の現場が多く、主に山田町
内・宮古市内の現場・１人１現場を受け持ちます・
その他、工事関連書類や写真の整理・管理等○未経
験、無資格の方は見習いから始めていただきます。
64歳以下
各工事現場において土木作業に従事します・道路工
事や解体工事の現場が多く、主に山田町内・宮古市
内の現場・資格のある方は主に重機を使った作業と
なりますが、現場の状況により人力での現場作業＊
作業場（織笠）に集合後、各現場へ移動となります
64歳以下
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。
18歳～35歳
当社において下記の業務に従事していただきます。
【土木作業全般】・道路工事、防潮堤工事、災害復
旧工事、電線共同構、上下水道工事等に係る作業
【重機オペレーター】・バックホウ等重機の操縦に
おいて土砂掘削、埋戻、敷均し等
64歳以下
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。
64歳以下

岩手県下閉伊郡岩泉町小本 岩手アライ
字長内２６
社

株式会

岩手県下閉伊郡岩泉町

03030- 3689411
岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉 社会福祉法人 恩賜
字中家４０番地
財団済生会支部岩手
県済生会 特別養護
老人ホーム 百楽苑
岩手県下閉伊郡岩泉町

03030- 3690611
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

03030- 3692111
岩手県下閉伊郡岩泉町小本 工藤建設株式会社
字大牛内６７－５
陸中サービスセン
ター
岩手県下閉伊郡岩泉町

03030- 3693711
岩手県宮古市小山田三丁目 三浦重機 株式会社
６－７

岩手県宮古市

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分
(2)16時00分～1時00分
(3)0時00分～9時00分

03030- 3694811
岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第９ モルデック株式会社
地割３０番地
宮古工場

岩手県宮古市

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分
(2)8時30分～17時30分

03030- 3695211
岩手県宮古市崎山第５地割 社会福祉法人 若竹
９４
会 わかたけ学園

岩手県宮古市

変形（1年単位）
(1)8時00分～16時30分

03030- 3696511
岩手県下閉伊郡岩泉町小本 有限会社 竹下水産
字小成１３０－１

岩手県下閉伊郡岩泉町

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

03030- 3698011
岩手県下閉伊郡田野畑村羅 佐藤建設 株式会社
賀２６８－１

岩手県宮古市、他

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

03030- 3701511
岩手県下閉伊郡田野畑村羅 佐藤建設 株式会社
賀２６８－１

岩手県宮古市、他

交替制あり
(1)8時00分～17時00分
(2)2時00分～11時00分

03030- 3702411
岩手県下閉伊郡田野畑村尾 一般社団法人 田野
肝要３９－１
畑村産業開発公社

岩手県下閉伊郡田野畑村

普通自動車免許一種
(1)8時30分～17時30分

03030- 3703011
岩手県下閉伊郡田野畑村尾 一般社団法人 田野
肝要３９－１
畑村産業開発公社

162,500円～260,000円
牧場での作業経験
トラクター運転経験
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

岩手県下閉伊郡田野畑村

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

03030- 3704311
岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉 株式会社 西倉工務
字合の山１２－４
店

250,000円～300,000円
岩手県下閉伊郡岩泉町

パソコン操作

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- 3705611
岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉 株式会社 西倉工務
字合の山１２－４
店

180,000円～220,000円
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)7時45分～17時00分

03030- 3706911
岩手県宮古市田鎖第１０地 株式会社 宮古電工
割２１－１１

164,000円～178,000円
岩手県宮古市

スマホ操作、オフィス操作

普通自動車免許一種
１級土木施工管理技士
２級土木施工管理技士
あれば尚可

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

03030- 3707111
岩手県下閉伊郡山田町長崎 有限会社 藤沢組
２丁目５－１８

170,000円～350,000円
岩手県宮古市、他

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
あれば尚可
173,250円～249,480円

03030- 3708711
岩手県下閉伊郡山田町長崎 有限会社 藤沢組
２丁目５－１８

岩手県宮古市、他
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
185,000円～185,000円 (2)14時00分～22時00分
(3)22時00分～7時00分

岩手県宮古市新町２－５

03030- 3709811
有限会社 熊安旅館
（宮古セントラルホ
テル熊安）

岩手県宮古市

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
小型移動式クレーン
174,800円～218,500円
玉掛技能者、あれば尚可
土木作業経験 重機オペレーター
経験 型枠大工作業経験あれば尚
可

03030- 3710411
岩手県宮古市小山田四丁目 小山田電業 株式会
１－３０
社

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- 3711011
岩手県宮古市八木沢三丁目 株式会社菊地建設
１１－５

194,792円～343,750円
岩手県宮古市

03030- 3713611
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配管工および土木作業員
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
水産加工員及び運転手
1人
雇用期間の定めなし
正社員
薬剤師
2人
雇用期間の定めなし
正社員
看護職
1人
雇用期間の定めなし
正社員
機能訓練指導員
1人
雇用期間の定めなし
正社員
理学療法士・作業療法士・
言語聴覚士
2人
雇用期間の定めなし
正社員
理学療法士・作業療法また
は柔道整復師
1人
雇用期間の定めなし
正社員
介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）
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
介護支援専門員（ケアマネ
ジャー）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
理学療法士・作業療法士
1人
雇用期間の定めなし
正社員
鉄筋工
2人
雇用期間の定めなし
正社員
放牧整備作業員
1人
雇用期間の定めなし
正社員以外
介護職／特別養護老人ホー
ム
2人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
事務／歯科技工所
1人
雇用期間の定めなし
正社員
山田町商工会 共済・福祉
制度推進スタッフ
2人
雇用期間の定めなし
正社員
重機オペレーター（建設現
場）
2人
雇用期間の定めなし
正社員
技術職
3人
雇用期間の定めなし
正社員
発注者支援業務［岩手県宮
古市］
3人

給排水設備工事および上下水道工事全般に従事して
普通自動車免許一種
いただきます。 ・一般住宅、公共工事等の給排水 車両系建設機械運転技能
工事・上下水道、衛生配管工事 ・上記に付随する
大型自動車免許
185,334円～231,667円
業務 ＊お持ちの資格、免許等により２ｔ・４ｔト ２級管工事施工管理技士
ラックや大型ダンプ、重機オペレーターなどを担当
あれば尚可
給排水工事作業経験あれば尚可
64歳以下
・土木工事、舗装工事、管工事現場の施工管理、現 １,２級土木施工管理技士
場監督 ・安全管理、パソコンを使用し書類の作成 ２級管工事施工管理技士
・現場状況の写真管理、完成図書の作成※建設機械 ※この他、仕事の内容欄参照 231,000円～359,000円
施工技士、管工事管理技士の資格がある方も応募可
いずれか
能※大型自動車免許あれば尚可
普通自動車免許一種
現場施工管理経験
64歳以下
以下の業務を行っていただきます。・鮭、サンマ、
中型自動車免許
鯖、イカなどの機械捌きや手捌き作業・乾燥、冷凍 ８トン限定中型自動車免許
作業＊鮮魚加工した箱（重さ１０ｋｇ～１５ｋｇ）
いずれか
143,367円～160,234円
の運搬作業もあります＊慣れたら運転業務を魚市場
普通自動車免許一種
から工場、田老から工場までやっていただきます。
59歳以下
下記の業務に従事していただきます。・医師の処方
薬剤師
箋に基づく調剤業務 ・患者様の薬歴管理及び服薬
指導 ・薬のピッキング ・薬の在庫管理 ・医薬
300,000円～666,000円
品販売 ・その他関連する業務 ○６０歳以上の方
簡単なＰＣ入力
の応募も歓迎します。
薬局実務経験あれば尚可
59歳以下
特別養護老人ホームふれあい荘および短期入所生活
看護師
介護事業所において看護業務に従事します。・検温
准看護師
や血圧測定などの健康管理や、服薬管理 ・社用車
いずれか
182,600円～238,600円
を使用し、利用者様の通院同行など 月に７回程度
普通自動車免許ＡＴ
の夜間対応の自宅待機があります。
59歳以下
特別養護老人ホームふれあいにおいて機能訓練指導
看護師
業務に従事します。利用者８０名の生活リハビリに
准看護師
関する機能訓練の提案、アドバイス、他職員への指
理学療法士
172,600円～228,600円
示を行います。また、機能訓練計画書の作成などを 上記資格または作業療法
行います。
士資格のいずれか
59歳以下
利用者へのリハビリテーション業務を行います。
理学療法士
・入居者約８５名、通所登録者４０名（１日平均２
作業療法士
７名程度）の方のリハビリ業務
言語聴覚士
205,000円～320,000円
＊通所リハビリテーション営業日：月曜日～金曜日
いずれか

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

岩手県下閉伊郡山田町長崎 株式会社
４丁目１２番２６号

堀合建設

岩手県下閉伊郡山田町

(1)8時00分～17時00分

03030- 3714911
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、他

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

03030- 3715111
岩手県宮古市築地２丁目７ 有限会社 小が理商
－１８
店

岩手県宮古市

(1)8時30分～18時00分
(2)8時30分～16時00分
(3)8時30分～12時30分

03030- 3716711
岩手県宮古市実田２丁目５ 有限会社 ミドリ薬
番９号
局

岩手県宮古市

交替制あり
(1)9時00分～18時00分
(2)7時00分～16時00分

03030- 3718211
岩手県宮古市田老字養呂地 社会福祉法人 田老
６番地２
和心会

岩手県宮古市

(1)9時00分～18時00分

03030- 3720311
岩手県宮古市田老字養呂地 社会福祉法人 田老
６番地２
和心会

岩手県宮古市

変形（1ヶ月単位）
(1)8時45分～17時45分

64歳以下
利用者の機能訓練に従事します。・デイサービス利
理学療法士
用者１０名～１５名の方の機能訓練と、家庭（３件
作業療法士
(1)8時30分～17時30分
～４件）訪問し、身体や作業の機能訓練を行いま
柔道整復師
200,000円～350,000円
す。・主に午前中がデイサービス、午後が訪問サー
いずれか
ビスとなります。・訪問エリアは宮古市内です。
普通自動車免許一種
64歳以下
ふれんどりー岩泉において介護支援業務に従事して
普通自動車免許一種
いただきます。・施設利用者のケアプランの作成業
介護支援専門員
(1)8時45分～17時45分
務 ・利用者やご家族との連絡および相談等の業務 （ケアマネージャー） 166,500円～254,500円
・施設利用者の認定調査業務 ※外出時は社用車
（ＡＴ車）を使用します
64歳以下
水産加工業務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）
・主にホタテの加工（殻付きホタテの箱詰め、殻む
(1)6時00分～15時00分
き、貝柱のパック詰め）
150,000円～220,000円
・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。
45歳以下
ハートランド宮古併設の居宅介護支援事業所の介護
普通自動車免許一種
支援専門員業務を行います。・介護サービス計画の
介護支援専門員
(1)8時30分～17時30分
策定および相談業務 ・要介護認定の申請代行等
（ケアマネージャー） 170,000円～220,000円
・外出用務の際は、基本的に社用車使用 ・６５歳
以上の方の応募歓迎します。
64歳以下
当法人が運営する、ハートランド宮古リハビリテー
理学療法士
ションにおいて下記の業務に従事していただきま
作業療法士
(1)8時30分～17時30分
す。・通所リハビリを利用される方（最大２８名）
いずれか
220,000円～350,000円
への機能訓練（スタッフ２名対応）・訪問リハビリ
普通自動車免許一種
＊移動は自家用車または社用車です。
64歳以下
建築現場での鉄筋の組立及び加工場での鉄筋の加工
を行っていただきます。建設業での労働経験のある
(1)8時00分～17時00分
方は優遇しますが、作業経験のない方には仕事内容
165,900円～308,100円
をお教えします。現場への移動は一旦加工場へ集合
し、会社の車で現場に移動となります。
鉄筋工の経験あれば尚可
不問
新たに牧場を拡張するにあたり、動物たちが快適に
普通自動車免許一種
過ごせるように伐採後の切った枝を処理したり、し
(1)8時00分～17時00分
ばかきや春には放牧の種をまく仕事です。動物たち
172,800円～172,800円
と触れ合いながら、自然の中で一緒に楽しく仕事を
して頂ける仲間を募集します。
64歳以下
・施設利用者（特養・短期入所者）への介護サービ
変形（1ヶ月単位）
スの提供（食事、入浴、排せつ、レクリエーション
(1)7時00分～16時00分
等） ・採用後おおむね３ヶ月間は日勤のみの勤務
145,900円～145,900円 (2)9時30分～18時30分
※現在、特養５０名・短期２０名の施設利用者がお
(3)10時00分～19時00分
り、介護職員２４名体制でお世話をしています。
不問
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、
(1)8時30分～17時00分
請求書作成 ・従業員給与計算 ・電話、来客対応
166,834円～200,200円 (2)8時30分～12時00分
・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
パソコン基本操作
不問
・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）
(1)9時15分～17時00分
のコンサルティング営業 ・経営者のリスク管理や
180,000円～240,000円 (2)9時15分～16時15分
事業承継、資産管理などのアドバイスや保険設計
・個人のライフプランに対応した保険設計
64歳以下
◆久慈管内、宮古方面の各工事現場にて建設機械
普通自動車免許一種
変形（1年単位）
（バックホー、タイヤローラー、タイヤショベル、
大型自動車免許
(1)8時00分～17時00分
グレーダー等）の運転業務を行っていただきます。 車両系建設機械運転技能 180,800円～180,800円
※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。
重機運転経験
59歳以下
河川情報・道路情報・防災施設などの公共設備の電
普通自動車免許一種
気・通信設備の保守・管理業務など ＜具体的には
(1)8時30分～17時15分
＞◆日本を守る各種設備の保守・点検、災害時の緊
165,100円～206,200円
急対応 監視カメラ情報システム、道路などに設置
Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄなどの
されている情報板、トンネル警報装置、
基本的な入力スキル
40歳以下
・国土交通省東北地方整備局による公共工事の発注
普通自動車免許一種
者支援です。施工管理、工事関係資料作成、積算等 ２級土木施工管理技士
(1)8時30分～17時30分
の補助業務に従事していただきます。
350,000円～480,000円

03030- 3721611
岩手県下閉伊郡岩泉町乙茂 社団医療法人 緑川
字上９－１２
会

岩手県下閉伊郡岩泉町

03030- 3725811
岩手県宮古市山口５丁目８ 株式会社 かがやき
番２号
ライフ

岩手県宮古市

03030- 3726211
岩手県下閉伊郡岩泉町乙茂 社団医療法人 緑川
字上９－１２
会

岩手県下閉伊郡岩泉町

03030- 3727511
岩手県下閉伊郡山田町川向 株式会社 川石水産
町１６８

岩手県下閉伊郡山田町

03030- 3728411
岩手県宮古市実田２丁目５ 医療法人 おかだ外
－１０
科内科クリニック

岩手県宮古市

03030- 3729011
岩手県宮古市実田２丁目５ 医療法人 おかだ外
－１０
科内科クリニック

岩手県宮古市

03030- 3730911
岩手県宮古市田代第５地割 中澤鉄筋有限会社
－７２

岩手県宮古市、他

03030- 3731111
岩手県宮古市田老字小堀内 しあわせ乳業 株式
１９－１５
会社

岩手県宮古市

03030- 3732711
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

03030- 3735511
岩手県下閉伊郡山田町北浜 マリンデンタル 株
町１０４－４
式会社

岩手県下閉伊郡山田町

03030- 3742511
岩手県大船渡市盛町字中道 アクサ生命保険 株
下２‐２５
式会社 盛岡支社
大船渡商工会議所会館１階 大船渡営業所
岩手県下閉伊郡山田町

03080- 3379511
岩手県久慈市山形町川井第 蒲野建設 株式会社
９地割３２番地２

岩手県宮古市、他

03100- 2820211
宮城県仙台市青葉区二日町 株式会社 ケーネス
６－１２ ＭＳビル７Ｆ
東北支店

岩手県宮古市

04010-63361811
宮城県仙台市青葉区小田原 株式会社 エムエー
５丁目２－５６
シー 仙台支店
スタジオサイキビル２階

雇用期間の定めなし
正社員

64歳以下

国交省発注土木工事の
施工管理の経験あれば尚可

岩手県宮古市

04010-63652711
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建設業全般作業員【現場：
岩手】
2人
雇用期間の定めなし
正社員
重機オペレーター【岩手
県】
2人
雇用期間の定めなし
正社員
土木作業員【岩手県】
3人
雇用期間の定めなし
正社員
重機及び車両運転手兼土木
作業員
1人
雇用期間の定めなし
正社員
介護員または介護補助員
1人
雇用期間の定めなし
正社員
販売アシスタント
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

＊建設業全般での作業に携わっていただきます。
（解体、土木、鳶職、造園等の業務となります）＊
重機オペレーター業務（有資格者）＊冬期間は市役
所の依頼を受け、雪下ろしと雪下ろし後の排雪作業
もしていただきます。
64歳以下
◇災害復旧工事現場における重機オペレーター業務
全般に従事していただきます。工事現場でのバック
ホー等の運転及び土木作業です。
＊宿舎あり（岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉松橋）宿泊
費：会社負担（個室）
不問
◇災害復旧工事現場の土木作業に従事していただき
ます。・河川ブロック積み重ね ・掘削、埋戻し等
＊宿舎あり（岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉松橋）宿泊
費：会社負担（個室）食事：昼（弁当あり、本人負
担） ＊現在の現場が終了したら、次の現場へ移動
不問
土木作業全般に従事します。・１０ｔダンプの運転
・重機による土砂掘削、積み込み、整地等 ・移動
式クレーンによる資材の積み込み、荷下ろし業務等
○災害復旧工事から建物工事まで様々な工事を行っ
ています。
不問
「グループホームひなた」において、介護業務全般
に従事していただきます。・食事・入浴・排泄の支
援 ・見守り、介助、レクリエーション ・病院受
診時の同行等 ・入居定員９名＊介護職員初任者研
修修了者や介護福祉士などの資格所持者は尚可です
64歳以下
日産自動車の販売アシスタントとして、営業（カー
ライフアドバイザー）の補助を行っていただきま
す。・書類作成等の事務業務 ・店舗での接客業務
・お客様への電話連絡 ・ご案内業務（車検や点検
等のアフターサービス）
35歳以下
地域商工業振興の為、企業を訪問し経営改善や支援
事業を行います。・企業の帳簿記帳、経理、申告等
・パソコンを使用し文書作成（ワード・エクセ
ル）・各種イベント（夏祭り、宮古産業まつりな
ど）の企画や運営 ・来客、電話対応等
35歳以下

普通自動車免許一種
(1)8時00分～17時00分

秋田県大仙市大曲金谷町１ 株式会社
９－３

ａｒｍｓ

233,250円～318,150円
岩手県下閉伊郡岩泉町、他

業務経験あれば尚可

大型自動車免許
車両系建設機械運転技能

(1)8時00分～17時00分

05040- 6248611
青森県上北郡東北町字仏沢 有限会社 東北推進
３－４９
工業

259,200円～280,800円
重機オペレーターの
経験ある方

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

(1)8時00分～17時00分

02050- 2895411
青森県上北郡東北町字仏沢 有限会社 東北推進
３－４９
工業

172,800円～237,600円
岩手県下閉伊郡岩泉町、他

土木作業の経験ある方

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
大型自動車免許
201,750円～246,584円
２級土木施工管理技士
あれば尚可
車両系建設機械操作あれば尚可

普通自動車免許ＡＴ
変形（1ヶ月単位）
介護職員初任者研修修了
(1)8時00分～17時00分
介護福祉士
143,000円～153,000円 (2)9時30分～18時30分
あれば尚可
(3)16時30分～8時30分

02050- 2896011
岩手県宮古市崎山第６地割 黒武工業 株式会社
２－６

岩手県宮古市

03030- 3637811
岩手県宮古市津軽石第１３ 株式会社 風和璃
地割２０８番地１６０

岩手県宮古市

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

03030- 3638211
岩手県宮古市実田１丁目８ 株式会社 宮古日産
－１２

160,000円～200,000円
岩手県宮古市

エクセル・ワード等

普通自動車免許ＡＴ
日商簿記３級
簿記実務検定３級
あれば尚可
パソコン操作、文書作成（ワー
ド）表計算（エクセル）他

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時00分
138,700円～179,300円 (2)8時30分～12時00分

03030- 3641611
岩手県宮古市保久田７番地 宮古商工会議所
２５号

岩手県宮古市

03030- 3642911
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