
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 142,307円～147,334円 (2)9時00分～18時00分

正社員以外 不問 03030-  258921
介護福祉士

介護職員初任者研修修了 (1)8時00分～17時00分
1人 いずれか 180,000円～180,000円

普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03030-  260821
介護福祉士

介護職員初任者研修修了 (1)8時00分～17時00分
1人 いずれか 180,000円～180,000円

普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03030-  261221
変形（1年単位）
(1)9時00分～18時00分

1人 150,000円～165,000円 (2)11時00分～20時00分

正社員 64歳以下 03030-  264321
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 165,000円～165,000円

正社員 35歳以下 ＰＣ基本操作できれば尚可 03030-  266921
社会福祉士、精神保健福祉士 変形（1ヶ月単位）
相談支援従事者初任者研修修了者 (1)9時00分～18時00分

2人 いずれか,普通自動車免許一種 150,000円～250,000円

正社員 59歳以下 03030-  267121
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～16時30分
1人 134,850円～134,850円 (2)9時00分～17時30分

(3)10時30分～19時00分

正社員以外 59歳以下 03030-  240921

(1)6時00分～15時00分
2人 313,200円～313,200円

正社員以外 不問 03030-  241121
普通自動車免許一種

1人 147,400円～249,800円

正社員以外 不問 03030-  242021
変形（1年単位）
(1)8時00分～18時30分

2人 149,685円～149,685円 (2)21時30分～8時00分

正社員以外 18歳～59歳 03030-  246521
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時30分
1人 176,400円～176,400円

正社員 64歳以下 03030-  247421

(1)9時00分～18時00分
1人 150,220円～150,220円

正社員以外 不問 03030-  248321
保育士 変形（1ヶ月単位）

1人 160,000円～170,000円

正社員 不問 03010- 1395121
変形（1ヶ月単位）

1人 140,000円～145,000円

子育てや介護の経験

正社員以外 不問 あれば尚可 03010- 1399221
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)10時00分～19時00分
3人 157,300円～160,600円

正社員 64歳以下 04010- 3621521
車両系建設機械運転技能

玉掛技能者 (1)8時00分～17時00分
3人 移動式クレーン運転士 172,800円～302,400円

いずれか

正社員以外 不問 土木作業経験あれば尚可 03030-  231621
車両系建設機械運転技能

玉掛技能者 (1)8時00分～17時00分
3人 移動式クレーン運転士 216,000円～302,400円

あれば尚可

正社員以外 不問 重機オペレータ経験 03030-  233121
中型自動車免許 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人 あれば尚可 167,250円～200,700円

正社員 59歳以下 建設業で働いた経験 03030-  236821
1

土木作業・重機オペレー
ター

・一般土木作業に従事　・トラック運転業務（重機
等の回送作業）・有資格者の方は重機（バック
ホー）の運転作業業務　資格がない方は土木作業で
の応募も可、入社後取得をしていただきます。取得
費用は会社負担です。

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第１４地割ー３２

株式会社　阿部組

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

重機オペレーター 土木工事現場において重機械を操作し、下記の業務
に従事していただきます。
・残土積込　・法面整形　・掘削　・その他付随す
る業務

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字三本松１８－１

合同会社　カンキョ
ウ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

土木作業員 土木工事現場において下記の業務に従事していただ
きます。
・重機作業の手元（補助作業）・その他付随する業
務　・資材運搬　・片付け等その他付随する業務

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字三本松１８－１

合同会社　カンキョ
ウ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

イエローハット店頭販売ス
タッフ（宮古店）

・カー用品の販売、レジ業務、簡単な事務処理業務
・作業の受付、接客、品出し、発注、売場作り等
※自動車についての難しい知識がなくても大丈夫
未経験の方にも親切に指導いたします。※商品購入
時、社員特典あり※制服は貸与します。

宮城県仙台市太白区西多賀
４丁目４－１７

株式会社　ホットマ
ン

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

保育補助（宮古市）※資格
不要

県立宮古病院内保育所に於いて保育補助業務を行っ
て頂きます。
・健康観察、身の回りのお世話（食事・排泄の補助
など）・その他、上記に付随する業務および指示さ
れた業務（園児数　約１５名）

岩手県盛岡市上田１丁目２
－１６　（あゆみ保育所
内）

株式会社　プライム
ツーワン　東北支局

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は7時00分～19時00分

の間の8時間程度
岩手県宮古市

保育士（宮古市） 県立宮古病院内保育所に於いて保育業務を行って頂
きます。・健康観察、身の回りのお世話（食事・排
泄の補助など）・保護者への子育てアドバイス　・
その他、上記に付随する業務および指示された業務
（園児数　約１５名）

岩手県盛岡市上田１丁目２
－１６　（あゆみ保育所
内）

株式会社　プライム
ツーワン　東北支局

雇用期間の定めなし
又は7時00分～19時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

販売員（道の駅やまだ） 道の駅において、町内特産物や日常品の販売に係る
業務全般を行います。・接客　・レジ操作　・商品
袋詰め　・陳列補充　・整理、店内外清掃等を行い
ます。○雇用期間終了後、１年更新

岩手県下閉伊郡山田町船越
第６地割１４１番地

山田町特産品販売協
同組合

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

一般事務／正社員 当社において下記の業務を行っていただきます。・
一般事務　・請求書、その他資料等作成　・来客、
電話応対　・外出用務（銀行・役場・宮古市内）
・その他付随する業務　＊外出用務には社用車を使
用していただきます。

岩手県下閉伊郡岩泉町浅内
字下栗畑６８－１１

株式会社　岩泉きの
こ産業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

合板工（交替制あり）／藤
原工場

藤原工場において、合板の製造、加工業務を行いま
す。・原木（丸太）を機械に挿入し、切断する作業
・切断した板を切削し、薄い単板に加工する作業
＊機械のオペレーション作業ですが、難しい機械操
作は行いません。初めての方でも指導いたします。

岩手県宮古市磯鶏２丁目３
－１

ホクヨープライウッ
ド株式会社宮古工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

パソコン（ワード・
エクセル）操作できる方

公立小中学校事務（臨時職
員）

宮古教育事務所管内の各小中学校において、学校事
務に従事していただきます。・学校職員の給与事
務、旅費事務、市町村費予算の支出事務、学校集金
事務　・来客受付、応対　・学校に届く文書の収受
事務など

岩手県宮古市五月町１－２
０　宮古地区合同庁舎内

宮古教育事務所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 又は8時00分～17時30分

の間の8時間程度
岩手県宮古市

海藻加工 海藻養殖わかめ・こんぶ加工を行います。・湯通し
塩蔵加工、不用部分の除去作業　・選別作業　・箱
詰め作業　・作業場所は屋内、屋外　＊視力を要す
る作業や色を識別する作業があります。＊作業につ
いては指導します。

岩手県宮古市音部第１０地
割１６番地５

山崎海草加工

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

パソコン操作（ワード・
エクセル）できる方

建築鉄骨加工・金属製品製
造（工場または工務）

建築物の柱や梁となる鉄骨製作業務に従事します・
主な業務内容は、工場機械・ロボットオペレーター
（材料となる鉄の切断、孔明けや溶接ロボットの操
作をします）、仮組み（切断と孔明けが施された材
料を仮の溶接で製品の形に組み立てます）

岩手県宮古市田鎖９地割５
０番１

株式会社　榊鐵工所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

サービススタッフ 日産レンタカーにおいて以下の業務を行っていただ
きます。・レンタカーの配車、引取業務　・カウン
ターでの接客業務　・洗車、車内清掃　・電話対応
・各種事務処理　・その他、関連する業務

岩手県宮古市大通４丁目４
－２２　朝日生命宮古ビル
１階

株式会社　日産レン
タカー岩手　日産レ
ンタカー宮古駅前店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

相談支援専門員 障がい者の相談支援業務をおこないます。主な業務
は以下のとおりです。
・相談支援…電話対応、来客面談、訪問、同行支援
など（訪問等は宮古市、下閉伊管内、県内。社用車
（全てＡＴ車）使用）

岩手県宮古市緑ヶ丘２番３
号　はあとふるセンターみ
やこ１Ｆ

特定非営利活動法人
宮古圏域障がい者福
祉推進ネット　レイ
ンボーネット雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

基本操作
（ワード・エクセル）

Word,Excel,簡単な入力(定型フォー
ムへの入力業務があります),福祉
業務実務経験5年以上あれば尚可

販売員（ドラ店） 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。

岩手県宮古市実田一丁目５
－１７

株式会社　日進堂
（ドーネル）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

サービス提供責任者 訪問介護サービス提供責任者業務全般を担当してい
ただきます。・利用者様へのサービス提供　・食
事、入浴、排せつの介助　・炊事、掃除、洗濯と
いった日常生活の手助け等　・その他付随する業務

岩手県宮古市田鎖３－８ 株式会社　みやこ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市
初任者研修取得後実務経験3年以
上／介護福祉士資格がない場合

サービス提供責任者 訪問介護サービス提供責任者業務全般を担当してい
ただきます。・利用者様へのサービス提供　・食
事、入浴、排せつの介助　・炊事、掃除、洗濯と
いった日常生活の手助け等　・その他付随する業務

岩手県宮古市新町２－６ 介護サービス　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市
初任者研修取得後実務経験3年
以上／介護福祉士資格がない場

合

事業所名
求人番号

事務 ・電話、来客対応　・パソコンを使用しての書類作
成　・伝票整理　・郵便物の発送　・請求書の作
成、発送　・外出用務（社用車ＡＴ車使用）　・そ
の他付随する業務

岩手県宮古市実田一丁目６
番６号

有限会社　メンテナ
ンス宮古

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時00分～18時00分

の間の8時間程度
岩手県宮古市

パソコンの基礎入力
ワード、エクセル

（1月17日時点の内容です）

１月１１日　から　　１月１７日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は１月２７日です＞

職種・雇用期間・雇用形態 求人数
仕事の内容
年　　　齢

必要な免許資格
必要な経験など

賃　　金 就業時間
所在地
就業場所

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

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

令和４年１月２０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



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 200,000円～300,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 施工管理経験 03030-  237221
変形（1ヶ月単位）
(1)13時30分～22時00分

2人 147,334円～173,334円

正社員以外 不問 03030-  238521
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～16時30分
1人 146,812円～146,812円 (2)8時30分～17時00分

正社員以外 不問 03030-  239421
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
4人 200,700円～334,500円

正社員 64歳以下 03100-  189321
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 250,000円～420,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 経験あれば尚可 03100-  190121

(1)10時00分～19時00分
3人 190,000円～400,000円

正社員 35歳以下 04010- 3160921
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～17時00分
1人 130,000円～130,000円

正社員 59歳以下 06060-  141021
普通自動車免許一種 交替制あり

1人 171,600円～229,900円

正社員 18歳～35歳 13040- 6727221
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時45分

1人 138,544円～138,544円

正社員以外 67歳以下 03030-  223921
介護職員初任者研修修了 変形（1ヶ月単位）
ホームヘルパー２級 (1)8時30分～17時30分

1人 いずれか 141,300円～154,600円 (2)7時00分～16時00分
普通自動車免許一種 (3)10時00分～19時00分

正社員 64歳以下 03030-  229521
１,２級土木施工管理技士 変形（1年単位）
２級建築施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

1人 180,000円～290,000円 (2)8時00分～16時30分

いずれか
正社員 64歳以下 普通自動車免許一種 03100-  165621

交通誘導警備業務検定２級
あれば尚可 (1)8時30分～17時30分

2人 161,700円～191,100円 (2)8時30分～17時00分

交通誘導警備の経験

正社員以外 18歳以上 あれば尚可 04010- 2747921
普通自動車免許一種

(1)10時00分～18時00分
1人 170,000円～170,000円 (2)9時00分～17時00分

正社員以外 不問 04010- 3020121
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
3人 220,000円～300,000円

正社員 不問 02060-  114621
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

5人 206,785円～454,928円

正社員 59歳以下 03010-  894021
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)9時00分～17時00分
5人 180,000円～400,000円

正社員 59歳以下 03010-  910521
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 150,000円～150,000円

正社員 59歳以下 03010- 1034321
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

3級自動車ｶﾞｿﾘﾝ・ｴﾝｼﾞﾝ整備士 (1)9時00分～17時50分
1人 3級自動車ｼﾞｰｾﾞﾙ・ｴﾝｼﾞﾝ整備士 152,000円～275,500円

自動車検査員,あれば尚可

正社員 59歳以下 03010- 1046021
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
2人 測量士補、あれば尚可 271,719円～346,875円

※土木施工管理技士資格者優遇

正社員 64歳以下 03010- 1068621
１,２級建築施工管理技士 変形（1年単位）

あれば尚可 (1)8時00分～17時00分
2人 ※建築施工管理技士の資格者優遇 271,719円～346,875円

普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03010- 1069921

2

建築施工管理補助【岩手
県】

工事竣工まで、現場管理補助をするお仕事です。民
間発注のマンション、施設、工場、倉庫などＳ・Ｒ
Ｃ構造物の現場管理業務です。（お仕事の内容）現
場管理、施工図作成・修正、測量、写真管理、施主
との打ち合わせ、安全管理、書類作成、下請け業者

岩手県盛岡市本宮３丁目３
－２０

株式会社　ナスキー
盛岡営業所

雇用期間の定めなし
エクセル・ワード、ＣＡＤ操作
経験者優遇、施工管理経験

岩手県宮古市、他

土木施工管理補助【岩手
県】

工事竣工まで、現場管理補助をするお仕事です。道
路、河川、橋梁、造成、災害復旧工事など
＜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。

岩手県盛岡市本宮３丁目３
－２０

株式会社　ナスキー
盛岡営業所

雇用期間の定めなし
エクセル・ワード、ＣＡＤ操作
経験者優遇、施工管理経験

岩手県宮古市、他

自動車整備士（宮古店） 当社、店舗において下記の業務を行っていただきま
す。
≪自動車の整備点検全般≫・主に一般車両の整備、
車検業務、整備結果説明など　・その他、付随する
業務及び指示された業務

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
自動車整備士としての
実務経験あれば尚可

岩手県宮古市

自動車整備士補助（宮古
店）

当社、店舗において下記の業務を行っていただきま
す。≪自動車整備業務におけます補助業務全般≫・
洗車、車内清掃、簡単な整備作業、構内のクルマ移
動　・その他、付随する業務及び指示された業務
※無資格・未経験から始められる業務です。

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

建設業仮設足場工事の営業
その他（宮古営業所）

架設足場リースの営業　・主に建設、建築、塗装業
等の事業所を訪問していただきます。・社内での雑
務、現場での写真撮り・採寸等。＊業務は直行直帰
が主で、週１度程度出社し報告などを行って頂きま
す。＊自家用車を使用。

岩手県盛岡市乙部５地割６
１－１

有限会社　新鋭

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

建設業仮設足場工事の作業
員（宮古営業所）

＊仮設足場の組立・撤去作業　＊社内での雑務、現
場での写真撮り・採寸等　若年者また高齢者や足場
作業主任者など無資格者は高所作業はありません。
現場内での資材運搬等など有資格者の補助的作業と
なります。

岩手県盛岡市乙部５地割６
１－１

有限会社　新鋭

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

現場作業員 ○主にフェンス・ガードレールの組立及び設置作業
に従事していただきます＊初心者大歓迎！お友達と
のご応募も可能です！＊現場は、県内又は県外も含
め幅広く展開しております（現在の現場は岩手県内
で現場へは県内の寮から各現場に出向いています）

青森県五所川原市大字広田
字榊森２－１１

株式会社　ＬＥＡＤ
ＴＥＣ各種建設関係免許等

あれば尚可
雇用期間の定めなし

建設・土木作業経験
あれば尚可

岩手県宮古市、他

フィールドスタッフ店頭販
促（北上市、花巻市、大船
渡市）

・ドラッグストア、ホームセンター、大型スーパー
において、大手外資系メーカーの日用雑貨、洗剤、
ヘアケア用品の販売促進活動を行います。自宅から
担当店舗へ直行直帰するという自己管理で仕事を進
められます。

宮城県仙台市青葉区一番町
２丁目１－２　ＮＯＦ仙台
青葉通りビル７階

フィクスコミュニ
ケーションズ　株式
会社　仙台営業所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

交通誘導警備業務 ・東北電力・ユアテック企業グループの一員とし
て、岩手県内各地において電気工事作業に伴う歩行
者や通行車両の交通誘導警備を行う仕事です。
※現場は岩手県内の複数箇所です。

宮城県仙台市宮城野区五輪
１丁目１７－４７

株式会社　トークス

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市、他

技術者 ◆管工事、土木工事の現場施工管理　・発注担当者
との協議　・現場の施工管理、工程管理、安全管理
等　・工事関係資料等の作成　・その他、上記に付
随する業務　＊主に久慈管内と、岩泉町周辺の現場
も行っております。「働き方改革関連認定企業」

岩手県久慈市山形町川井第
８地割１５－７

プレステック　株式
会社

土木、管工事、建築関係
の施工管理技士資格で可雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

介護職員／グループホーム
ゆい八木沢

グループホーム内での介護業務全般を行っていただ
きます。・入浴、食事、排泄支援、見守り、介助
・レクレーション、通所同行　・利用者と一緒に調
理、清掃、買い物、散歩など　・施設入居者９名
＊資格なくても相談に応じます。

岩手県宮古市八木沢第５地
割８５番地１

合同会社ライフサ
ポート・ゆうゆう

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

水産物加工員 当社加工場において、水産食品の製造・加工業務に
従事していただきます。・サンマ・鮭・サバ・イカ
など（時季により変動します）を扱います。・鮮魚
だけでなく、冷凍処理した魚を加工してみりん干し
や塩干し等を作ります。

岩手県宮古市藤原１丁目３
番４号

有限会社　三上商店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

接客・販売／店舗責任者／
マリンコープ宮古店

店長候補としてモスバーガーの店舗運営をお任せし
ます。
入社後はまず、接客対応、レジ操作、調理（仕込
み）クレンリネスなど一通りのスキルを学んでいた
だきます。その後、副店長へステップアップ。

東京都品川区大崎２－１－
１
ＴｈｉｎｋＰａｒｋ　Ｔｏ
ｗｅｒ４階

株式会社　モススト
アカンパニー（モス
バーガー）

雇用期間の定めなし
又は8時00分～22時30分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

家庭薬配置員【岩手営業
所】（宮古市・岩泉町管
内）

＊試用期間基本給１５万３千円～２０万３千円　＊
試用期間終了後、期間中の業績により下記の賃金と
なります（モデルケース）・９０万売上の場合
基礎給１３０，０００円＋歩合給８１，０００円
・※詳細は面接時に説明

山形県長井市本町二丁目１
０番６号

協同薬品工業　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

携帯ショップカウンター接
客スタッフ

携帯ショップにて、お客様からの様々なお問合せに
対応していただきます。
《具体的には・・・》１・お客様ご来店　２・お問
合せや、ご用件に応じたサービスを提供　３・携帯
の新規ご契約や機種変更のご案内

宮城県仙台市青葉区五橋１
丁目６－６　五橋ビル９Ｆ

株式会社　サンリ
キュール　仙台営業
所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木施工管理技士【宮古
市・岩泉町・山田町・田野
畑村】

◆測量及び施工管理業務
【主な仕事内容】
・国道工事、護岸工事、砂防工事に係る施工管理、
工程管理安全管理　・発注者との打ち合わせ、日程
調整等　・工事関係書類の作成（パソコン使用）

岩手県九戸郡野田村大字野
田第２７地割１６０－１

株式会社　さくら綜
合企画

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

一般作業員（土木・解体）
【宮古市・岩泉町・山田
町・田野】

◆土木工事・解体作業工事における作業全般
【主な仕事内容】
・一般的な土木作業、解体作業（有資格の方には、
重機等の操作あり）・資材運搬、片づけ、清掃等
・その他上記に付随する作業

岩手県九戸郡野田村大字野
田第２７地割１６０－１

株式会社　さくら綜
合企画

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木施工管理技士 当社請負の各現場において下記業務を行っていただ
きます。・土木工事の現場施工管理業務　・安全管
理、品質管理、工程管理、出来形管理、原価管理
・パソコンを使用して書類、図面作成　・その他付
随する業務＊現場は現在、岩泉町や田野畑村が中心

岩手県下閉伊郡岩泉町小本
字鈩３０５－１

株式会社　佐藤組

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

観光案内員及び環境整備員 龍泉洞誘客事業に従事していただきます。（年数回
のお祭りなどのイベント）・観光案内、改札業務
・龍泉洞や新洞科学館の洞内監視、消毒作業　・園
地（トイレ含む）や洞内の清掃管理（草取や草刈り
機を使っての除草作業など）・園地内の整備、補修

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字府金４８

株式会社　岩泉総合
観光

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

飲食サービス係 龍泉洞温泉ホテルにおいて主に下記業務に従事して
いただきます。
・宴会、夕食の会場準備　・給仕、配膳等　・後片
付け　＜予約状況において＞・料理の盛付

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字府金４８

株式会社　岩泉総合
観光

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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)8時00分～17時00分

1人 155,000円～250,000円

正社員 59歳以下 03030-  196021
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 180,000円～235,000円

溶接経験・溶接資格

正社員 59歳以下 あれば尚可 03030-  198821
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 200,000円～200,000円

正社員 64歳以下 03030-  202221
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
1人 その他の福祉・介護関係資格 200,000円～200,000円

正社員 64歳以下 デイサービスにて3年以上実務経験 03030-  203521
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

1人 140,000円～180,000円

正社員 40歳以下 03030-  204421
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～16時50分
1人 あれば尚可 158,000円～178,000円

正社員 35歳以下 03030-  205321
大型自動車免許 変形（1年単位）

小型移動式クレーン (1)8時00分～17時00分
1人 213,800円～243,800円

正社員 59歳以下 03030-  206621
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 180,000円～235,000円

溶接経験・溶接資格

正社員 59歳以下 あれば尚可 03030-  209021
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時15分
1人 150,000円～180,000円

正社員 64歳以下 エクセル基本操作 03030-  210221
１級ボイラー技士
２級ボイラー技士 (1)19時00分～6時30分

1人 いずれか 180,000円～250,000円

正社員 18歳～64歳 ボイラー 03030-  211521
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時15分

6人 160,000円～250,000円 (2)18時15分～3時30分

正社員 18歳～64歳 03030-  212421

(1)8時30分～17時30分
1人 139,473円～164,667円

正社員 59歳以下 03030-  213321
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時00分
1人 150,000円～250,000円 (2)8時30分～12時00分

正社員 45歳以下 03030-  215921
普通自動車免許一種
中型自動車免許 (1)8時00分～17時00分

1人 あれば尚可 147,000円～210,000円

水道設備作業経験

正社員 64歳以下 あれば尚可 03030-  216121
普通自動車免許一種

(1)10時00分～21時00分
1人 142,696円～250,000円

正社員 69歳以下 03030-  219821
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時00分
1人 200,000円～300,000円 (2)8時30分～12時00分

正社員以外 不問 03030-  220421
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時20分
2人 150,000円～221,000円

正社員 35歳以下 03100-  139421
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 経験者のみ 03100-  145221
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 316,320円～550,100円

正社員 59歳以下 施工管理経験を３年以上 04010- 2366521
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 316,320円～550,100円

正社員 59歳以下 施工管理経験：３年以上 04010- 2367421

3

電気設備施工管理 各建設現場に伴う電気設備施工管理業務に従事して
頂きます。・工事現場の写真管理、品質管理　・協
力会社に対し、連絡指示、工程の進捗確認　・経験
が豊富な方は施主対応、定例会対応も行って頂きま
す　・その他付随する図面業務、書類作成

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

空調・衛生設備施工管理 各建設現場に伴う空調・衛生設備施工管理業務に従
事して頂きます。・工事現場の写真管理、品質管理
・協力会社に対し、連絡指示、工程の進捗確認　・
経験が豊富な方は施主対応、定例会対応も行って頂
きます　・その他付随する図面業務、書類作成

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

左官工 ＊建物の壁に土やモルタルを塗って仕上げをする。
タイル等を取り付ける為の下地作り。＊土木工事
（橋梁下部、集落排水、道路工事に伴う作業）※主
に左官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もあり

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

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

岩手県久慈市田高１丁目２
３

有限会社　久慈電業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村、他

歯科技工士 歯科技工業務全般　義歯、硬レ（差し）、クラウ
ン・ブリッジ作業【必要な経験・資格について】下
記の１か２か３に該当する方　１．歯科技工士の資
格をお持ちの方　２．無資格だが業務経験のある方
３．歯科助手経験のある方

岩手県下閉伊郡山田町北浜
町１０４－４

マリンデンタル　株
式会社仕事の内容欄に記載され

ている要件を満たす方
雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

調理スタッフ（見習い可）
／和海味処いっぷく

和食を中心に定食・丼物・そば等のメニューがあり
ます。・仕込み、調理、盛り付け　・皿洗い、清掃
等　他に３名調理スタッフがおります。社用車（軽
ワゴン等）にて、配達や食材の買い出しをお願いす
ることもあります。

岩手県下閉伊郡山田町船越
第６地割１３４－１

株式会社　いっぷく

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

水道設備作業員 各現場にて下記の業務を行って頂きます。
・水道設備工事に係る作業　・その他付随する業務
＊経験者優遇ですが、未経験の方の応募可能です。
丁寧に指導しますので安心して応募して下さい。

岩手県宮古市大通１丁目４
番８号

合同会社　ＳＫＣ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業（宮古支店：正社員） 営業に関わる以下の業務を行っていただきます。・
業務用洗剤のルート営業（福祉施設、ホテル等）・
その他会社事業内容に関する業務　・既存得意先へ
の営業配送　＊丁寧に指導致します。ご応募お待ち
しています。

岩手県宮古市港町１番２２
号

株式会社　塩釜商会
宮古支店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

品質管理 製品の外観・寸法測定などの品質関連作業　・目視
や顕微鏡による検査　・工場顕微鏡等による寸法測
定作業　・品質関係データの作成・管理　未経験で
も指導します　※関連業務経験者優遇　視力を使う
仕事ですが、コンタクト・メガネでの矯正可

岩手県宮古市板屋３－１１
－１５

株式会社　エム・ア
イ・エス東北工場

Ｅｘｃｅｌでの入力作業あり
、工場顕微鏡の使用経験、製

造業の経験
あれば尚可

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

木材加工技術者 ・一般住宅向け構造用集成材（柱や土台など）を作
る工場です　・製材部門：丸太を製材して板を作り
ます　・集成材部門：板を人工乾燥した後、４～５
枚の板を貼り合わせ、柱等の角材を作ります　・最
新鋭の機械化された製造ラインです

岩手県宮古市川井第６地割
３５

株式会社　ウッティ
かわい

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ボイラー管理者 ボイラーの運転と維持管理の業務を行っていただき
ます。
・ボイラーの起動に関わる機械操作　・燃料の補給
等　＊夜間専属業務となり、勤務は１日おきの出勤
で、他１名おります

岩手県宮古市川井第６地割
３５

株式会社　ウッティ
かわい

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般事務 総務部門での事務業務全般に従事していただきま
す。・電話及び来客対応　・パソコンを使用しての
書類作成　・伝票整理・管理・保管　・郵便物の発
送・収受　・外出用務は社用車（ＡＴ車）を使用
・その他付随する業務

岩手県宮古市川井第６地割
３５

株式会社　ウッティ
かわい

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第２地割８－１

五菱工業株式会社
山田工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

貨物自動車運転手 飼料配送業務を担当していただきます。
・ユニック車（７ｔ）を運転
・農家へバラ飼料の配送
・その他日々の業務として、車両の点検、運転日
報、洗車などの付随業務

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字中家１２番地１

岩泉自動車運輸　株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

コンクリート製造 当社プラント内において生コンクリートの製造に従
事します。
・機械を操作して生コンを製造するオペレーター業
務　・製造設備の点検、整備　・ローダーによる骨
材の供給作業

岩手県宮古市藤の川１５－
７

宮古生コンクリート
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ＣＡＤオペレーター ＣＡＤオペレーターの業務します。
・図面作成のためパソコンに図面数字を入力
・オートプロッター機でチャート紙に作画（自動）
・図面を見慣れてきたら、材料発注業務
・その他付随する業務

岩手県宮古市板屋３－１１
－１５

株式会社　トウコウ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

生活相談員／昭和の家 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。


岩手県宮古市田鎖３－８ 株式会社　みやこ

雇用期間の定めなし 社会福祉主事または
介護支援専門員いずれか

岩手県宮古市

介護職員／昭和の家／大卒 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）

岩手県宮古市田鎖３－８ 株式会社　みやこ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

岩手県宮古市小山田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

鉄工作業員 弊社山田工場において下記の業務に従事します。・
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（２ｔ～４ｔ平ボデートラッ
ク）を使用します＊鋼材等を取り扱うため力仕事等

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第２地割８－１

五菱工業株式会社
山田工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町



普通自動車免許一種
(1)8時00分～17時00分

1人 245,440円～459,520円

正社員 59歳以下 04010- 2394921
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時45分～18時00分
1人 179,000円～231,000円 (2)10時45分～20時00分

(3)12時00分～21時15分

正社員 35歳以下 15070-  400421
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時45分～18時00分
1人 179,000円～231,000円 (2)10時45分～20時00分

(3)12時00分～21時15分

正社員 35歳以下 15070-  425221

4

販売・店舗運営職（リー
ジョナル社員）

販売からスタートし、将来的には店長や地域マネー
ジャーとして、店舗運営の中堅幹部を目指していた
だく職種です。まずはホームセンターでの接客、販
売、売場づくり、商品管理、店長代行業務などを通
じて知識と技術を習得していただきます。

新潟県新潟市南区清水４５
０１番地１

株式会社　コメリ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

販売・店舗運営職（リー
ジョナル社員）

販売からスタートし、将来的には店長や地域マネー
ジャーとして、店舗運営の中堅幹部を目指していた
だく職種です。まずはホームセンターでの接客、販
売、売場づくり、商品管理、店長代行業務などを通
じて知識と技術を習得していただきます。

新潟県新潟市南区清水４５
０１番地１

株式会社　コメリ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

施工管理補助（建築課） 未経験の方でも歓迎致します。建設現場での現場監
督の補佐（建築）に従事して頂きます。・デジカメ
等を使用した写真の管理・整理　・ＰＣを操作（Ｅ
ｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ）し、書類の作成　・施工担当
への指示出し及び進行状況等の確認など

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


