
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

1人 192,000円～192,000円

正社員 64歳以下 接客経験があれば尚可 03010-  206821
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～16時30分

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

正社員 18歳～64歳 03010-  281521
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～16時30分

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

正社員 18歳～64歳 03010-  285921
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)9時00分～18時00分
1人 235,000円～245,000円

正社員 38歳以下 03010-  331921
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時00分
1人 148,000円～154,000円

正社員以外 不問 03030-   67221
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
1人 190,000円～249,500円

正社員 44歳以下 03030-   68521

(1)8時30分～17時30分
1人 140,000円～199,500円

正社員 40歳以下 03030-   69421
交替制あり
(1)8時30分～17時30分

2人 140,000円～199,500円 (2)19時10分～4時10分

正社員 18歳～59歳 03030-   70921
交替制あり
(1)8時30分～17時30分

1人 138,908円～197,760円 (2)19時10分～4時10分

正社員以外 18歳～59歳 03030-   71121

(1)8時30分～17時30分
1人 140,000円～199,500円

正社員 59歳以下 03030-   72021
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-   74821
普通自動車免許一種

(1)9時00分～17時30分
1人 170,000円～170,000円

正社員 不問 03030-   75221
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
3人 208,000円～208,000円 (2)21時00分～6時00分

正社員 18歳～59歳 03030-   81721
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

3人 172,000円～172,000円 (2)21時00分～6時00分

正社員以外 60歳以上 03030-   82821
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
2人 164,800円～267,800円

正社員 不問 03030-   85421
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
中型自動車免許 (1)8時00分～17時00分

1人 車両系建設機械運転技能 183,334円～275,000円

正社員 64歳以下 左官工事、ブロック積み工事経験 03030-   86321
調理師

あれば尚可 (1)10時30分～21時30分
1人 180,000円～300,000円

正社員 20歳以上 03030-   87621
調理師

あれば尚可 (1)10時30分～21時30分
1人 180,000円～300,000円

調理、ホール経験

正社員 不問 あれば尚可 03030-   89121
1

事業所名
求人番号

営業スタッフ（合掌堂　宮
古店）

〇仏壇・仏具・墓石に伴う営業販売等を行っていた
だきます☆典礼会館から連絡を受け、葬儀をされた
ご家族様のもとへ訪問をし、商品をご提案しま
す！！ご注文を頂けたら、商品の発送手配を行いま
す。

岩手県盛岡市津志田南３丁
目１４番６５号

株式会社　サンファ
ミリー　（愛グルー
プ）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

（1月7日時点の内容です）

１２月２８日　から　　１月７日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は１月２０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

ユニオン山田／ホールス
タッフ・カウンタースタッ
フ

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

岩手県盛岡市東見前５地割
５７－１－２階

株式会社　飛鳥商事

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

ユニオン宮古／ホールス
タッフ・カウンタースタッ
フ

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

岩手県盛岡市東見前５地割
５７－１－２階

株式会社　飛鳥商事

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

指導員 障がい福祉サービス事業所で指導員として下記の業
務に従事していただきます。・職業指導、生活支援
全般　・リサイクル事業の回収作業の指導　・施設
外就労の作業指導　・利用者の送迎（送迎車は５人
乗り、１０人乗りワンボックス車）

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字中家４５－２

ＮＰＯ法人　きぼう
ハウス

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

賃貸アパート・マンション
等の管理サービススタッフ
／沿岸

大東建託が保有する賃貸建物の管理業務をお任せし
ます。オーナー様の代わりに入居者様の安心や安全
な暮らしを支えていきます。
具体的には・建物管理　建物の定期巡回、点検や改
修工事の提案　・家賃管理　毎月の家賃の管理

岩手県盛岡市前九年１丁目
４－６３　ドルチェ１０２

大東建託パートナー
ズ　株式会社　盛岡
営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

ワード・エクセル操作
福祉に理解のある方、福祉施

設業務経験あれば尚可

生産管理業務 お客様の注文に対して納期管理と調整を行う仕事で
す。〇パソコンで簡単な入力作業があります　・注
文内容や生産数量の入力、データ整理　・製品納期
管理、製品出荷書類作成　〇取引先との電話対応
（材料注文・受注確認等）

岩手県下閉伊郡山田町石峠
３－１７－４

和田工業株式会社
東北工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

営業（ルートセールス） ・精密部品メーカーへ定期的に訪問し、営業活動
（ルート営業）を行います。お客様から注文をいた
だいたら、工場へ見積りを依頼してお客様に提出す
る、工場とお客様との橋渡し役です。

岩手県下閉伊郡山田町石峠
３－１７－４

和田工業株式会社
東北工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

パソコン（ワード・エクセ
ル）の基本操作、簡単な入力

作業ができる方

自動機及び成形オペレー
ター

主に下記業務を行っていただきます。・自動機への
ワーク供給及び完成品のトレイ収納、ユニットを分
解　しメンテナンスを行う　・ＰＣでの生産履歴・
現品票の作成、測定データ入力　・顕微鏡・測定器
での製品寸法の測定や製品の品質確認

岩手県下閉伊郡山田町石峠
３－１７－４

和田工業株式会社
東北工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

プレス作業 プレス機械を操作して、電子部品を作る仕事です。
プレス機械が部品を自動で作るので、材料を取り付
けたり、金型を取り付けたり、出来上がった製品を
収納したり、プレス機械周辺の作業が中心です。

岩手県下閉伊郡山田町石峠
３－１７－４

和田工業株式会社
東北工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

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

プレス金型技術者 高速精密プレス金型を完成させる仕事です。金型部
品を研磨で調整し、組み込んで金型を仕上げ、プレ
ス機械を操作して寸法出しをする仕事に従事してい
ただきます。

岩手県下閉伊郡山田町石峠
３－１７－４

和田工業株式会社
東北工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町
精密プレス金型の製作・仕
上・調整の経験がある方

管理職候補（警備職） ・当初１～２年程度、実際の［警備業務］に従事し
て頂き、実務経験を積んで頂きます。・その間に国
家資格を取得して頂き、将来的には、［営業］とし
て顧客管理、［業務］として警備員教育・人員手配
業務を行って頂きます。

岩手県宮古市宮町４丁目５
番１６号

東洋ワークセキュリ
ティ株式会社　宮古
営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業 輸入住宅メーカー　セルコホームの住宅販売を主に
行います。・見込み客の集客　・資料請求をされて
いるお客様への商品案内やご提案　・商談～契約、
アフターケアを担当　○営業エリア：陸前高田市～
久慈市など主に沿岸部○営業時は社用車を使用

岩手県下閉伊郡山田町大沢
第２地割２６－２

陸中木材センター
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町
ワード・エクセル基本操作
住宅営業経験あれば尚可

建築板金作業員 ・主な作業は、一般住宅の屋根葺き替え工事や雨樋
工事、各種塗装工事、板金加工等　・本社へ出社後
乗り合わせで現場へ　・現場到着後は指導の元従っ
て作業　・高所作業経験者大歓迎
○主な現場は宮古市内。

岩手県宮古市日影町４－１
２

壽技工

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

警備員（資格不問）【６０
歳以上限定求人】

●工事・建設現場や店舗駐車場などでの「交通誘
導」業務●イベントや祭り会場での「雑踏警備」業
務※［６０歳以上歓迎求人］です！未経験者でも安
心して仕事が始められます。未経験の方、シニアの
方でも安心してスタートできる研修を行っています

岩手県宮古市宮町４丁目５
番１６号

東洋ワークセキュリ
ティ株式会社　宮古
営業所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

建設・建築業経験
あれば尚可

現場作業員／左官工、ブ
ロック積工

当社において下記の業務に従事していただきます。
・外構、ブロック積み等エクステリア工事　・左官
工事　・その他付随する業務　＊経験者の募集で
す。＊お持ちの免許・資格に応じた作業をしていた
だきます。

岩手県宮古市老木第１７地
割４番地４

ガーデンクラブ　株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

職長・安全衛生責任者
教育等あれば尚可

調理、ホール経験
あれば尚可

調理補助・ホール／ＳＹＵ
ＷＡ　ＳＹＵＷＡ

厨房内において調理の補助的作業及びホールにおい
て接客業務を行っていただきます。○厨房内におい
て調理の補助的作業　・調理者の指示により、野菜
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

岩手県宮古市八木沢第４地
割９７－７

ビツクベル　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理補助・ホール 厨房内において調理の補助的作業及びホールにおい
て接客業務を行っていただきます。○厨房内におい
て調理の補助的作業　・調理者の指示により、野菜
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

岩手県宮古市八木沢第４地
割９７－７

ビツクベル　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

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

令和４年１月１３日発行

TEL 0193－63－8609

ハローワーク 宮古

宮古公共職業安定所

フルタイム



普通自動車免許一種
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 192,000円～192,000円

正社員 45歳以下 03030-   91221
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時00分

2人 140,597円～140,597円

正社員 59歳以下 03030-   95621
変形（1年単位）

1人 155,000円～250,000円

正社員 18歳～64歳 03030-   96921
看護師
准看護師 (1)8時30分～18時00分

1人 いずれか 190,000円～250,000円 (2)8時30分～12時30分

正社員 59歳以下 03030-   98021
足場の組立て等作業主任者 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

2人 いずれか 191,334円～215,250円
普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 建設経験者 03030-   99721
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 156,000円～204,000円

正社員 64歳以下 03030-  101921
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

5人 150,000円～214,000円 (2)20時00分～5時00分

正社員 18歳～35歳 03030-  103021
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

交通誘導警備業務検定２級 (1)8時00分～17時00分
1人 警備員指導教育責任者 238,217円～260,884円

正社員 18歳以上 03030-  104721
保育士 変形（1ヶ月単位）

(1)7時30分～16時30分
1人 151,700円～165,800円 (2)8時30分～17時30分

いずれか (3)9時00分～18時00分

正社員以外 64歳以下 03030-  105821
栄養士 変形（1ヶ月単位）

管理栄養士 (1)8時30分～17時30分
1人 あれば尚可 166,200円～187,300円 (2)5時30分～14時30分

(3)7時30分～16時30分

正社員以外 64歳以下 栄養士経験あれば尚可 03030-  106221
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)7時30分～16時30分
2人 173,700円～192,300円 (2)9時00分～18時00分

(3)12時00分～21時00分

正社員以外 64歳以下 経験あれば尚可 03030-  107521
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 140,000円～145,000円

正社員 64歳以下 03030-  108421
栄養士

管理栄養士 (1)8時30分～17時15分
1人 あれば尚可 141,100円～222,800円

正社員以外 不問 03030-  109321
変形（1年単位）
(1)7時00分～16時00分

2人 143,000円～160,000円 (2)17時00分～2時00分

正社員 18歳～59歳 03030-  111021
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 140,000円～145,000円

正社員 64歳以下 03030-  112721
交替制あり
(1)5時30分～14時30分

1人 140,700円～170,700円 (2)6時00分～15時00分
(3)8時30分～17時30分

正社員 59歳以下 03030-  113821
保育士
看護師

5人 准看護師 154,100円～192,100円

正社員以外 不問 03030-  115521
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
中型自動車免許 (1)7時45分～17時00分

1人 あれば尚可 155,000円～235,000円

正社員 59歳以下 03030-  116421
臨床工学技士 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
2人 238,400円～294,900円 (2)8時30分～12時30分

正社員 59歳以下 03030-  117321
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 144,000円～185,000円

正社員 30歳以下 03030-  120721

2

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

岩手県宮古市津軽石第１４
地割１００番地２

有限会社　エムデー

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

臨床工学士 当院内において、透析業務全般を行います。
・医師の指示のもと、患者様サイドにおいて人工透
析装置（血液浄化装置）の保守・点検・操作を担当
していただきます。・その他、付帯する業務となり
ます。

岩手県宮古市大通一丁目３
－２４

後藤泌尿器科皮膚科
医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

配管工及び配管工助手 給水、排水、ガス等の配管設備工事に従事します。
・一般家庭給排水工、ガス配管工、エアコン設備配
管設置　・学校など公共工事　・道路水道本管工事
現場への移動は出社後、社用車で移動となります。


岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第４
地割２３

角登設備　有限会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

保育士（いわいずみ・こが
わ・おもとこども園）

各こども園にて園児の保育業務をしていただきま
す。・園児の遊び、食事介助、寝かしつけ、おたよ
り記載　・教室の整理整頓　・行事運営　※クラス
担任の補助業務をしていただきます。


岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字惣畑５９番５

岩泉町役場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

幼稚園教諭免許・小学校
教諭免許のいずれか 又は7時30分～19時00分

の間の8時間程度
岩手県下閉伊郡岩泉町

調理員 特養老人福祉施設における厨房での調理業務
・入居者１１０名の食事（朝食、昼食、夕食／シフ
ト対応）・食器の片づけ、厨房の清掃等　・４名～
５名で対応していただきます。

岩手県宮古市西ヶ丘４丁目
５３－８

社会福祉法人　恵心
会　特別養護老人
ホーム　慈苑

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

製造（ゴムプレス機オペ
レーター）

ゴム製品の製造におけるプレス機のオペレータ業務
です。プレス機へのゴム材料投入、完成品のシート
回収が主な仕事です。将来的にはゴム製造に関わ
る、ロール、裁断、検査、出荷なども学んでいただ
きます。※経験のある方、優遇します。

岩手県宮古市刈屋第１４地
割５２－１

株式会社　オーレッ
クス　岩手工場

雇用期間の定めなし
パソコンの基本操作が

できれば尚可
岩手県宮古市

オイルシール成形オペレー
ター

合成ゴムを原料としたものをプレス機で受注製品の
型に加工する業務を行っていただきます。
・その他付随する業務となります。・主に自動車エ
ンジン部分に使用するものを製造しています。


岩手県下閉伊郡岩泉町小本
字長内２６

岩手アライ　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

栄養士／（会計年度任用職
員）

病院の栄養士業務全般を行っていただきます。・給
食材料の発注、食材等の納品確認、伝票整理　・入
院患者の献立作成、栄養指導等（パソコンデータ入
力・資料作成含む）※採用開始時期は採用確定後に
本人と相談のうえ決定

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第１
地割１１番地２６

岩手県立　宮古病院

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） パソコン操作（ワード・エク

セル）操作の出来る方
岩手県宮古市

仕上げ検査（正社員） 工業用ゴム製品の仕上検査を行います。
・工業用ゴム製品（Ｏリング、パッキング類）のプ
レス成型されたシート状から製品を取り出す（チギ
リ）作業　・キズや汚れなど目視検査による良品と
不良品への選別作業

岩手県宮古市刈屋第１４地
割５２－１

株式会社　オーレッ
クス　岩手工場

雇用期間の定めなし
パソコンの基本操作が

できれば尚可
岩手県宮古市

介護支援専門員 利用者の支援、健康管理業務、ケアプランの作成、
相談業務に従事します。
・利用者への支援や関係機関への連絡調整など
・訪問外出用務の際は施設車（ＡＴ車）を利用
・シフトにより（１）～（５）の時間の交替勤務

岩手県下閉伊郡山田町山田
１－１１－３

社会福祉法人　親和
会介護支援専門員

（ケアマネージャー）
雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

栄養士 施設利用者の食事全般の栄養指導を行います。
・栄養指導　・食材の発注業務　・他に調理補助を
していただくこともあります。・調理員４名体制
＊業務内容について、わかりやすく指導します。


岩手県下閉伊郡山田町山田
１－１１－３

社会福祉法人　親和
会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

保育士又は幼稚園教諭 ０歳～６歳児までの児童保育補助を担当
・園児達の給食・お手洗いの指導
・遊び・お昼寝の見守り等
・担任の補助業務を行います
＊１４名の園児を４名の職員にて対応しています。

岩手県下閉伊郡山田町船越
第９地割２６－１６

社会福祉法人　親和
会　日台きずな保育
園

幼稚園教諭免許
（専修・１種・２種）

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

警備員兼警備員指導教育責
任者

復興工関連工事の公共建設土木工事等の工事車両の
交通誘導警備に従事していただきます。現場の状況
によりますが、１～２名人員体制現となります。移
動手段は、会社に集合し社用車で移動、又は直行直
帰もあります。＊６０歳以上の方も歓迎します

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第１６地割３－３１

株式会社　宇野ビル
ド

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

プレスオペレーター パソコンやスマートフォン通信機器などに組み込ま
れているコネクター端子を製造します。
・高速プレス機を操作
・コネクター端子のプレス加工
・生産情報の入力

岩手県宮古市津軽石１４ー
９７－２

ジュピター工業　株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

溶接工 ステンレス製プールの製作・工程で、切断、組立、
本体溶接業務に従事して頂きます。
＊ガスやアーク溶接、プレス機を使用しての曲げ加
工、切断など
＊その他建設物等の鉄骨工事

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第５地割３１－７

有限会社　小原工業
溶接関係資格が
あれば尚可

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

鳶工及び土工／正社員 各現場において、工事作業全般に従事していただき
ます。
・鳶土工工事作業員を主としています。
・主な現場は沿岸地域となります
・現場へは会社より社用車での移動となります。

岩手県宮古市山口１丁目４
－２５

株式会社　オガサワ
ラ産業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師・准看護師 当クリニックにおいて、看護業務全般を担当
・医師の補助
・診療介助、処置、検査介助、注射、血圧、検温、
服薬指示
・診療材料の準備、整理

岩手県宮古市保久田４－７ 佐藤雅夫クリニック

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

レジ正社員（沿岸エリア） レジ正社員として、下記の業務に従事していただき
ます。（１）レジ精算業務（２）サービスカウン
ター業務（３）レジ周りの消耗品補充やかご整理
（４）接客業務（お客様からの注文や商品場所案内
など）（５）タバコの補充・発注

岩手県下閉伊郡山田町山田
５－４１－１

株式会社　キクコウ
ストア　山田イン
ター店

雇用期間の定めなし
又は8時00分～22時15分
の間の8時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

商品（生花）管理 宮町工房にて、店頭に並べる前の生花管理を行って
いただきます。・水やり、花束ね等の業務　・配達
業務（店舗間・お客様）・その他上記に付随する業
務　＊繁忙期は販売業務もあります。＊水を入れた
バケツを何度も運ぶので体力を必要とします。

岩手県宮古市宮町３丁目１
０－５２

有限会社　摂待生花
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木・左官作業員 当社において下記の業務に従事して頂きます。・ダ
ンプ（２ｔ、４ｔ）ユニック車の運転　・以下の補
助業務　砕石敷、生コン打設、ブロック積工事、型
枠組み、擁壁工事、砂利敷等　・資材の運搬　・現
場内の清掃等そのた付随する業務

岩手県宮古市河南１丁目４
番１４号

伊藤技建株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市



普通自動車免許一種 変形（1年単位）
車両系建設機械運転技能 (1)8時00分～17時00分

3人 あれば尚可 200,100円～220,800円

正社員 59歳以下 05041-   61821
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時45分～17時15分
1人 160,000円～240,000円

正社員 35歳以下 03010-   20221
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
大型自動車免許 (1)8時15分～17時15分

1人 車両系建設機械運転技能 140,000円～170,800円

大型ダンプの運転

正社員 59歳以下 建設機械運転経験 03020-    6221
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時15分～17時15分
1人 138,000円～163,400円

正社員 59歳以下 ワード、エクセルのスキル 03020-    7521
普通自動車免許一種

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

正社員 40歳以下 03020-   34621
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 200,000円～300,000円

正社員 59歳以下 03030-    1421
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時00分

1人 136,900円～136,900円

正社員 69歳以下 03030-    2321
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 150,000円～180,000円

正社員 64歳以下 03030-    3621
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)7時30分～16時00分
1人 165,000円～170,000円

正社員 59歳以下 03030-    5121
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
2人 200,000円～200,000円 (2)7時30分～16時30分

正社員 35歳以下 03030-    6021

(1)8時00分～17時00分
3人 140,000円～150,000円

正社員以外 59歳以下 03030-    7721
保育士

(1)8時00分～17時00分
1人 146,880円～146,880円

正社員以外 不問 保育業務 03030-    9221
普通自動車免許一種

(1)8時45分～17時00分
1人 140,000円～160,000円 (2)9時00分～17時00分

正社員 40歳以下 03030-   10621
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
２級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

1人 228,000円～410,000円

正社員 64歳以下 土木現場代理人経験 03030-   11921
介護職員初任者研修修了 変形（1ヶ月単位）

あれば尚可 (1)7時00分～16時00分
1人 144,500円～200,300円 (2)9時00分～18時00分

(3)10時00分～19時00分

正社員 64歳以下 介護業務経験あれば尚可 03030-   13021
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

4人 135,520円～135,520円

正社員以外 不問 03030-   14721
介護職員初任者研修修了 変形（1ヶ月単位）

あれば尚可 (1)7時00分～16時00分
1人 148,700円～154,700円 (2)9時00分～18時00分

(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 介護業務経験あれば尚可 03030-   15821
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
1人 160,000円～200,000円

正社員 59歳以下 ワード・エクセル 03030-   16221
変形（1ヶ月単位）
(1)16時00分～1時00分

1人 147,000円～158,000円

正社員 18歳～64歳 パソコン基本操作 03030-   18421
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 151,800円～209,000円

正社員 64歳以下 03030-   19321

3

森林林業の現場業務 森林林業の現場業務を担当していただきます。・森
林の造成、保育、間伐、立木伐採　・林業機械の運
転操作等　・その他林業に関する現場業務全般　○
未経験者歓迎します。初めての方でも研修を受けな
がら仕事を覚え、資格取得できます。

岩手県宮古市舘合町３番３
号

宮古地方森林組合

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

配車係 配車センターにおいて、下記の業務を行っていただ
きます。・お客様からの電話を受付し、タクシー車
両を配車（専用の配車システムに入力し指示する）
○現在の配車システムは電話受付時に位置情報が画
面上に表示されるので土地勘が無くても大丈夫です

岩手県宮古市鍬ケ崎上町１
－２５

マルヨシタクシー
有限会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業（ルート営業） ＬＰガス、ガス機器、灯油、電気等の営業。
・不動産業者、住宅メーカー等へのルート営業が中
心です。
＊販売ノルマはありません。＊社有車を使用してい
ただきます。

岩手県宮古市根市第２地割
３３－２

株式会社丸光商事

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職／介護職員 福祉施設内における介護業務全般を行っていただき
ます。・施設入所者数５０名、ショートステイ８名
の方への身の回りの世話、食事、排泄、入浴の介助
など＊勤務シフトは業務によって若干の変更があり
ます。（詳細は面接時に説明します）

岩手県下閉伊郡田野畑村田
野畑１２０番１８

社会福祉法人　寿生
会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡田野畑村

水産加工員 サケ・タラ等鮮魚の水産加工作業をしていただきま
す。○時期的に水揚げとなった魚を取り扱い、手捌
きで切り身・開き等の加工処理○４～６月は若布ボ
イルと箱詰め作業、又サンマ箱詰めやイクラ加工処
理あり

岩手県宮古市光岸地４番４
０号

宮古漁業協同組合

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職／正社員 福祉施設内における介護業務全般を行っていただき
ます。・施設入所者数５０名、ショートステイ８名
の方への身の回りの世話、食事、排泄、入浴の介助
など＊勤務シフトは業務によって若干の変更があり
ます。（詳細は面接時に説明します）

岩手県下閉伊郡田野畑村田
野畑１２０番１８

社会福祉法人　寿生
会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

土木現場代理人 土木技術者として、当社請負現場に係る業務に従事
します。・公共工事、土木工事の施工計画立案　・
作業現場での工程管理　＊現場間の移動には、社用
車を使用していただきます。

岩手県宮古市田の神一丁目
２－３７

株式会社　佐々木建
設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務 事務を担当していただきます。
・来客・電話応対　・伝票整理　・パソコン操作
（書類作成など）・外出用務（集金等、社用車使
用）・その他付随する業務

岩手県宮古市田鎖第９地割
２－１

有限会社　スカイ
オートギャラリー

雇用期間の定めなし
ワード・エクセル基本操作が

できること
岩手県宮古市

保育士 ０～６歳児までの保育園に入園している乳幼児の保
育業務に従事していただきます。
・日常の遊び　・保育記録作成　・お昼寝の見守り
等　・現在は３４名の園児を６名で対応しておりま
す

岩手県下閉伊郡山田町大沢
第８地割１９番地２

社会福祉法人　大沢
愛育会　大沢保育園

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

水産加工 鮫ヒレ（フカヒレ）の加工作業を行います。生や乾
燥・冷凍（ボイル等で戻した後）のものを、包丁を
使い皮や骨を取り除く作業です。また受注に合わせ
て姿煮用、スープ用等それぞれに加工し、目視検査
を行い、袋詰めや商品成形を行います。

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第１３地割８０－２１

株式会社　萬平　東
北工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

現場担当責任者（候補） フカヒレの加工作業に従事していただきます。初め
は現場作業を覚えながら、将来は現場担当責任者を
目指していただきます。原料のフカヒレの・乾燥・
選別・梱包・加工の準備・冷凍庫内作業（冷凍品の
入出庫）・資材購入（社有車：ＡＴ車を使用）

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第１３地割８０－２１

株式会社　萬平　東
北工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

ごみ収集作業員（助手） ゴミ収集車運転手の助手として、宮古市委託の廃棄
物の収集及び運搬を行う仕事です。・集積場所で手
作業でゴミを集積車に積み込みます。・助手の仕事
がメインですが、収集車の運転をお願いする場合が
あります＊大型免許有資格者・運転経験ある方尚可

岩手県宮古市藤の川１４番
１５号

有限会社　ニコニコ
総合企業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

合鴨の食肉加工作業 合鴨の食肉加工作業に下記の通り従事していただき
ます。・機械と手処理での肉の解体作業　・肉の仕
分け等立ち仕事　※慣れてきたら仕分けした肉の計
量・計算、出荷明細作成などの出荷管理事務をお願
いする場合があります

岩手県下閉伊郡田野畑村室
場２４－４

株式会社　甘竹田野
畑

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

食品加工員 当社において下記の業務に従事していただきます。
〇冷凍食品の製造過程において、魚の捌き、衣つ
け、フライ、箱詰
〇ラインにおいては包装業務
通勤の際は、送迎用バスを利用していただきます。

岩手県宮古市田老字古田７
５番地８

有限会社　宮古食品

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

総務・経理全般に関する事
務

・決算処理、税務申告、給与処理　・専用ソフトを
使用し、現金、売掛金、買掛金事務、旅費精算等
・電話対応、外出用務等　○業務に慣れるまでは経
験者が指導しますので、安心して応募下さい。

岩手県宮古市赤前第２地割
２１番地２

東北ヒロセ電機　株
式会社

パソコン（ワード・エクセ
ル）の基本操作ができる方、

総務・経理の職務経験
１０年以上

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

福祉用具のレンタルと販売
／宮古営業所

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

岩手県釜石市定内町３－１
０－２３

有限会社　介護リ
フォームセンター

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

技術職／山田下水道施設管
理センター

＊山田下水道施設管理センターに於いて、施設の操
業および維持管理業務全般に従事します。＊下水処
理施設の点検等を行うほか、町内の中継ポンプ施設
を定期的に巡回し、機械・電気設備などの保守点検
業務を行います。

岩手県釜石市定内町４丁目
１番４７号

株式会社　テツゲン
東北支店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

技術職／宮古衛生広域施設
管理センター（日勤）

＊宮古衛生広域施設管理センター内最終処分場に
て、大型ダンプを運転しての運搬作業
＊重機車両を用いての整地作業等
＊車両及び重機の点検管理業務にも従事します。

岩手県釜石市定内町４丁目
１番４７号

株式会社　テツゲン
東北支店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

自動車整備スタッフ（宮古
営業所）

・主にトラック（１～４ｔ車）の車検や点検の業務
・定期点検、車検、故障時のメンテナンス等　・そ
の他、上記に付随する業務および指示された業務を
行っていただきます。＊最初は補助作業から始めて
いただきます。

岩手県盛岡市三本柳１－２
４

盛岡いすゞモーター
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木作業員　【盛岡営業
所】

○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、コンクリート製品の敷設、土管などの設
置や埋設などを行ないます。＊就業場所は主に盛岡
市内や雫石町等の現場になります。＊やる気のある
方には各種免許取得制度あります。

秋田県仙北市角館町下川原
４６９

有限会社　三幸商会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他



普通自動車免許一種 変形（1年単位）
アーク溶接技能者(基本級) (1)8時00分～17時00分

2人 190,000円～260,000円

正社員 64歳以下 03030-   20121
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
2人 170,000円～220,000円

正社員 40歳以下 03030-   21021
介護福祉士 変形（1ヶ月単位）

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

(3)9時30分～18時30分

正社員以外 不問 03030-   23821
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

交通誘導警備業務検定２級 (1)8時00分～17時00分
5人 あれば尚可 162,500円～184,167円

正社員 18歳～64歳 03030-   24221

(1)8時00分～17時30分
1人 176,400円～275,200円

正社員 64歳以下 03030-   26421
普通自動車免許一種

1人 417,000円～417,000円

正社員 64歳以下 総務・経理実務経験 03030-   28621
普通自動車免許一種 交替制あり

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

(3)7時00分～16時00分

正社員以外 不問 03030-   30721
社会福祉士、介護福祉士 変形（1ヶ月単位）

(1)8時45分～17時45分
1人 143,000円～294,500円

正社員 64歳以下 普通自動車免許一種 03030-   32221
調理師 変形（1ヶ月単位）

あれば尚可 (1)6時00分～15時00分
1人 139,284円～169,600円 (2)8時45分～17時45分

(3)10時30分～19時30分

正社員以外 不問 03030-   33521
保育士 交替制あり

(1)7時30分～16時30分
1人 154,100円～190,100円 (2)8時00分～17時00分

(3)9時00分～18時00分

正社員 64歳以下 いずれか 03030-   34421
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 148,500円～166,500円 (2)10時00分～19時00分

(3)16時30分～9時30分

正社員 18歳～59歳 03030-   35321
ホームヘルパー２級 変形（1ヶ月単位）

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

普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 03030-   36621

(1)8時30分～18時00分
3人 149,800円～149,800円 (2)8時30分～16時00分

(3)8時30分～12時30分

正社員 59歳以下 03030-   37921
介護職員初任者研修修了 変形（1ヶ月単位）

あれば尚可 (1)8時30分～17時30分
1人 148,000円～156,970円 (2)10時00分～19時00分

(3)6時00分～15時00分

正社員 64歳以下 03030-   40221
保育士 変形（1ヶ月単位）

(1)7時00分～15時45分
1人 181,600円～201,600円 (2)8時15分～17時00分

あれば尚可 (3)8時45分～17時30分

正社員以外 不問 03030-   41521
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 200,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030-   42421
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
2人 146,880円～172,800円

正社員 64歳以下 03030-   45921

(1)8時30分～17時30分
1人 139,472円～197,600円

成形オペレーター等

正社員 59歳以下 関連業務経験あれば尚可 03030-   46121
普通自動車免許一種 交替制あり

介護職員初任者研修修了 (1)7時00分～16時00分
1人 あれば尚可 143,500円～143,500円 (2)9時00分～18時00分

(3)10時30分～19時30分

正社員 64歳以下 03030-   47021

(1)8時30分～17時30分
1人 139,472円～164,667円

製造業の経験が

正社員 59歳以下 あれば尚可 03030-   48721

4

鉄骨製作および溶接 当社は建築鉄骨やステンレス製品等の設計・製作を
しております。工場製作９割、現場組立１割の工程
になります。・工場内で鋼材加工、レーザー加工切
断、組立　・溶接、刷毛やエアースプレー塗装　・
その他付随する作業

岩手県宮古市臨港通１番７
号

有限会社　佐々木鉄
工所

ほか溶接・鉄工・建設関
係資格があれば尚可雇用期間の定めなし
鋼材（鉄やステンレスなど）
加工・組立及び溶接の経験

岩手県宮古市

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

岩手県宮古市川井第２地割
２４－３

社会福祉法人　川井
心生会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

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

ます
岩手県宮古市

鉄骨製作工・溶接工／トラ
イアル雇用併用

当社は、建築鉄骨やステンレス製品などの設計・製
作をしております。工場製作９割、現場組立１割の
工程になります。・工場内で鉄骨加工、レーザー加
工機操作し切断工、組立工　・溶接工、刷毛やエ
アースプレー塗装　・その他付随する作業

岩手県宮古市臨港通１番７
号

有限会社　佐々木鉄
工所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

菌床椎茸の栽培等／正社員
１

菌床椎茸の栽培、集出荷にかかる作業に従事してい
ただきます。・収穫、箱詰め、パック詰め、箱作り
・菌床の製造、培養にかかる作業　※経験のない方
には丁寧に指導いたしますので、安心してご応募下
さい。特に力仕事はありません。

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

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


岩手県宮古市小山田４丁目
６番３１号

有限会社　新生警備
保障

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

介護職員（特別養護老人
ホーム）

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

岩手県宮古市田老字養呂地
６番地２

社会福祉法人　田老
和心会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

総務・経理管理職 総務・経理の管理職として下記の業務を行っていた
だきます。○パソコン（会計ソフト）を使ったデー
タ入力　○新商品の開発イベント企画にかかるデー
タ入力　○給与計算　○電話・来客対応、事務所内
清掃　○その他、付随する業務

岩手県宮古市田老字小堀内
１９－１５

しあわせ乳業　株式
会社

雇用期間の定めなし
又は8時30分～18時00分
の間の8時間

岩手県宮古市

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

岩手県下閉伊郡岩泉町乙茂
字上９－１２

社団医療法人　緑川
会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

支援相談員 ・ふれんどりー岩泉の入所利用者と家族、行政、医
療機関との連絡調整
・在宅に利用者が復帰できるよう各種支援及び相談
業務、対応する入所者は８５名程度


岩手県下閉伊郡岩泉町乙茂
字上９－１２

社団医療法人　緑川
会介護支援専門員

（ケアマネージャー）
雇用期間の定めなし 上記いずれか、又は

社会福祉主事あれば尚可
岩手県下閉伊郡岩泉町

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

岩手県宮古市西町１丁目２
番１３号

特定非営利活動法人
ふれあいステーショ
ン・あい

幼稚園教諭免許
（専修・１種・２種）

雇用期間の定めなし 小学校・中学校・高等
学校教諭免許

岩手県宮古市

介護職員／正社員（デイ
サービス）

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

岩手県宮古市刈屋第１２地
割３番地

特定非営利活動法人
愛福祉会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員／正社員（有料老
人ホーム）

有料老人ホーム入居者（定員２１名）の介護業務。
・主に要介護１～３の方の介護となります。
・食事介助、配膳・下膳、排せつ介助、入浴介助、
通院介助（社用車使用）清掃等

岩手県宮古市刈屋第１２地
割３番地

特定非営利活動法人
愛福祉会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員／小本 グループホーム又は小規模多機能施設での介護業務
に従事し、主に下記の仕事をしていただきます。・
利用者の方の日常生活支援　・介護（食事、入浴、
排せつ介助等）となります　＊６０歳以上の方の応
募、歓迎します。

岩手県宮古市向町２番３４
号

有限会社　介護施設
あお空

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

医療事務 下記の業務に従事していただきます。
・薬局業務の補助、保健関係事務業務、店舗整備、
必要品管理業務及びその他運営補助

岩手県宮古市実田２丁目５
番９号

有限会社　ミドリ薬
局

雇用期間の定めなし 簡単なＰＣ入力
薬局での業務経験

あれば尚可 岩手県宮古市

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

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第４地割１２番地

有限会社　豊興

雇用期間の定めなし
ワード・エクセル、
メールができる方

岩手県下閉伊郡山田町

保育士 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

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第３地割１７７－１０

社会福祉法人　三心
会　豊間根保育園幼稚園教諭免許

（専修・１種・２種）
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

プラスチック成形用金型仕
上げ・組込み

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

岩手県宮古市板屋３－１１
－１５

株式会社　エム・ア
イ・エス東北工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員 デイサービスの介護業務全般に従事していただきま
す。・１５名程度の利用者の方を５名の職員で介護
いたします　・食事、入浴、排せつ介助　・レクリ
エーション　・送迎の運転業務　＊資格・経験は問
いません＊介護職員初任者研修資格取得の支援あり

岩手県下閉伊郡山田町石峠
第２地割３５

特定非営利活動法人
石峠宅老所

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

自動組立機オペレーター 電子部品（コネクタ）の自動組立機の操作、その他
電子部品の組立を行います。・組立自動機への製品
投入、機械操作、機械のメンテナンス　・目視や顕
微鏡での製品検査作業も行います　◆未経験でも指
導します

岩手県宮古市板屋３－１１
－１５

株式会社　エム・ア
イ・エス東北工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員／正社員 施設入所者数１８名（認知症の方）を対象とした、
入所者の介護を行います。・身の回りの世話、食
事、排泄、入浴の介助　・その他、移動介護、掃
除、調理、洗濯など　・入居者を、受診のため病院
へ社用車で送迎する場合があります。

岩手県下閉伊郡田野畑村机
２９９

中城興産株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村



変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時15分

1人 143,867円～143,867円

正社員以外 不問 03030-   49821

(1)8時00分～17時00分
1人 135,000円～155,000円

正社員 40歳以下 03030-   51321
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
2人 215,000円～280,000円

正社員 64歳以下 03030-   54121
介護職員初任者研修修了
ホームヘルパー２級

3人 いずれか 165,000円～175,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03030-   55021
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 158,400円～158,400円

正社員以外 不問 03030-   58221
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

2人 231,000円～300,300円

正社員 18歳～40歳 03030-   61621
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)7時00分～16時00分
1人 152,100円～176,000円 (2)7時30分～16時30分

(3)9時00分～18時00分

正社員以外 不問 03030-   63121
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)7時00分～16時00分
1人 152,100円～176,000円 (2)9時30分～18時30分

(3)12時00分～21時00分

正社員以外 18歳以上 03030-   64021
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)7時00分～16時00分
1人 152,100円～176,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030-   65721
視能訓練士

(1)9時00分～18時00分
1人 275,000円～275,000円 (2)9時00分～17時00分

正社員 59歳以下 03030-   66821
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
2人 148,850円～274,800円 (2)8時00分～15時00分

正社員 40歳以下 03060-   29721

(1)9時15分～17時00分
2人 180,000円～240,000円 (2)9時15分～16時15分

正社員 64歳以下 03080-   48021
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
2人 141,019円～217,550円

正社員 64歳以下 03100-   35921
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-   50221
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 245,440円～483,910円

正社員 59歳以下 04010-   69521

(1)8時00分～17時00分
3人 244,000円～322,600円

正社員 64歳以下 04010-  405421

(1)8時00分～17時00分
3人 244,000円～322,600円

正社員 64歳以下 04010-  421421

(1)8時00分～17時00分
3人 355,400円～571,800円

正社員 64歳以下 04010-  437521

(1)8時00分～17時00分
3人 362,000円～571,800円

正社員 64歳以下 04010-  448621
薬剤師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
2人 250,000円～400,000円 (2)8時30分～12時30分

正社員 59歳以下 13010-  518121

5

縫製 当工場において下記の業務に従事していただきま
す。毛皮の縫製作業　・裁断　・ミシン　・ネーリ
ング（＊）・型入れ　・まとめミシン　・裏地取付
等　＊ネーリングとは…毛皮を台に伸ばしながら貼
りつける作業

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字合の山１２－２

アイファー株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

クリンクルー（崎鍬ヶ崎）
フルタイム

請負先施設内において、以下の業務を行っていただ
きます。・掃除機・モップ・ホーキ・タオル等を
使って廊下、階段、各部屋（病室含む）、トイレ等
の掃除、ゴミの回収を行います。


岩手県宮古市長町１丁目９
－１７

リアス環境管理　株
式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

ホームヘルパー（正社員・
地域ヘルパー）

市内に住む利用者様のご家庭を訪問し（１日に対応
する利用者は平均６人程です）以下の業務を行って
いただきます。・食事、入浴、排せつの介助や、炊
事　・掃除、洗濯といった日常生活の手助けなど
＊家事及び身体介護のサービスを提供します。

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
又は6時00分～19時00分
の間の8時間

岩手県宮古市

介護支援専門員 ・利用者のケアプラン作成　・介護認定調書　・利
用者宅への訪問　・相談業務などを主に行っていた
だきます。＊利用者宅への訪問には社用車または自
家用車をを利用していただきます。自家用車使用の
場合は、車両賃借料とガソリン代を支給します。

岩手県宮古市田鎖３－８ 株式会社　みやこ
介護支援専門員

（ケアマネージャー）
雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

足場作業員 各現場において足場組立、解体作業に従事していた
だきます。・作業員の手元や資材の運搬等　・将来
は組立、解体も行い２～３名で作業○当社では、人
間関係改善構築の為、社員との連携やコニュミケー
ション、協調性、社内マナーを大切にする方を希望

岩手県宮古市根市第６地割
７番地１

有限会社　伊藤総業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務 ・書類作成、整理、ファイリング　・各種事務手続
き　・メール、電話、来客対応　・データー入力
（エクセル）　・請求書作成、伝票整理　・外出用
務（社用車使用）　・社内外清掃等　事務は他に２
名おります。

岩手県宮古市根市第６地割
７番地１

有限会社　伊藤総業

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） パソコン

（ワード・エクセル）操作
岩手県宮古市

介護員／桐の花 特別養護老人ホームの介護業務に従事していただき
ます。・入所者２９名の方への入浴や食事等　・生
活全般にわたって支援を行う介護サービスの仕事で
す＊見学可能です。ハローワーク窓口でご相談下さ
い＊日勤について相談に応じます（特記事項参照）

岩手県宮古市茂市第１地割
１１５番地１

社会福祉法人新里紫
桐会　特別養護老人
ホーム紫桐苑

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

介護員／紫桐苑 特別養護老人ホームに入所されている方の生活支援
が主な仕事になります。・食事・入浴・排泄・移動
等の介助、趣味や余暇活動へのサポート　・入所者
は定員６０名（長期入所５０名、ショートステイ１
０名）となります。

岩手県宮古市茂市第１地割
１１５番地１

社会福祉法人新里紫
桐会　特別養護老人
ホーム紫桐苑

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

視能訓練士 さかもと眼科クリニック内において、外来患者様に
対する検査業務全般を担当していただきます。・医
師の指示により検査機器を使用し、視力・視野・調
節力・眼球運動など目の構造や機能を検査します。

岩手県宮古市向町４番４１
号

さかもと眼科クリ
ニック

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護員／あすなろ 小規模多機能型の生活支援が主になります。・在宅
者の生活支援なので、通い・泊まり・訪問の３つの
組み合わせで介護を提供します。・具体的には、食
事の準備や介助、入浴の補助、排泄の補助、余暇活
動等への支援になります。

岩手県宮古市茂市第１地割
１１５番地１

社会福祉法人新里紫
桐会　特別養護老人
ホーム紫桐苑

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

宮古商工会共済・福祉制度
推進スタッフ

・商工会議所（商工会）会員企業に対する、生命保
険による従業員の福利厚生制度（退職金、忌慰金）
のコンサルティング営業　・経営者のリスク管理や
事業承継、資産管理などのアドバイスや保険設計
・個人のライフプランに対応した保険設計

岩手県大船渡市盛町字中道
下２‐２５
大船渡商工会議所会館１階

アクサ生命保険　株
式会社　盛岡支社
大船渡営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

作業員　／４月採用 県内各地の山林現場においてチェンソー、刈払い機
を使用し造林保育作業をしていただきます。・作業
用機械は貸与もありますが、本人の買い取りも
可。・現場は広範囲で、場所により直行直帰か会社
からの移動です。

岩手県奥州市水沢東大通り
２－２－５

合同会社　日々林

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

伐採夫 ＊山林においてチェンソー、刈払機を使用しての伐
採作業、造林作業及び手元　※チェンソー、刈払機
は基本的には本人の持込みとなり、機械の使用損料
として手当を支給します。機械のない方の場合、会
社のものを貸与します。

岩手県久慈市山形町荷軽部
第３地割１８

有限会社　谷地林業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

建築施工管理補助（経験３
年以内）

〇建築施工管理補助（経験３年以内）〇・民間発注
のマンション、商業施設、病院等の構造物（ＲＣ
造）工場等（Ｓ造）の現場管理補助業務です。・施
主との打合わせ、安全管理、施工図作成・修正業
務、設計、施工業務等の補助を行っていただきます

宮城県仙台市青葉区一番町
２丁目２－１３　仙建ビル
３階

株式会社　クランク

雇用期間の定めなし ワード、エクセル等基本操
作、建設業界での就労経験あ

れば尚可 岩手県宮古市、他

施工管理補助（土木課） 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（土木）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

建築施工管理 〇建築施工管理〇・民間発注のマンション、商業施
設、病院等の構造物（ＲＣ造）工場等（Ｓ造）の現
場管理業務です。・施主との打合わせ、安全管理、
施工図作成・修正業務、設計、施工業務等を行って
いただきます。

宮城県仙台市青葉区一番町
２丁目２－１３　仙建ビル
３階

株式会社　クランク

雇用期間の定めなし ワード、エクセル等基本操
作、施工管理経験

あれば尚可 岩手県宮古市、他

土木施工管理補助（経験３
年以内）

〇土木施工管理補助（経験３年以内）〇土木関係の
工事現場において、工事の進み具合や安全確認、工
作物の寸法の測定などを複数人で行って頂く仕事で
す。お仕事を通して経験を積んで頂き、国家資格の
取得をサポートします。

宮城県仙台市青葉区一番町
２丁目２－１３　仙建ビル
３階

株式会社　クランク

雇用期間の定めなし ワード、エクセル等基本操
作、施工管理経験

あれば尚可 岩手県宮古市、他

薬剤師／岩手県宮古市 調剤薬局における業務全般　・調剤業務、処方監
査、投薬指導、薬歴管理、医薬品の在庫管理、一般
用医薬品等の販売。在宅業務等
昨年１１月に新規オープンした店舗です。

東京都千代田区丸の内１－
９－２
グラントウキョウサウスタ
ワー１２Ｆ

株式会社　ファーマ
みらい

雇用期間の定めなし 薬学に関する知識全般。
調剤薬局や医療業界での

経験があれば尚可 岩手県宮古市

土木施工管理（宅地開発工
事など）

〇土木施工管理（宅地開発工事など）〇主に土木工
事（宅地開発造成）の施工管理になります。安全・
工程・品質の管理を複数人にて実施します。基準測
量、写真撮影、ＣＡＤ操作、安全書類の作成や発注
者との打ち合せ等応募者の経験に応じて現場を調整

宮城県仙台市青葉区一番町
２丁目２－１３　仙建ビル
３階

株式会社　クランク

雇用期間の定めなし ワード、エクセル等基本操
作、施工管理経験

あれば尚可 岩手県宮古市、他



普通自動車免許一種 変形（1年単位）
１,２級土木施工管理技士 (1)8時00分～18時00分

4人 あれば尚可 255,000円～345,000円

正社員 64歳以下 土木施工管理の経験者優遇 15060-  126121
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
移動式クレーン運転士 (1)8時00分～17時00分

2人 玉掛技能者 240,000円～310,000円
車両系、あれば尚可

正社員 64歳以下 15060-  128721
普通自動車免許一種

(1)9時00分～17時30分
1人 160,000円～270,000円 (2)9時00分～15時00分

正社員 59歳以下 03030- 3921911
看護師 交替制あり
助産師 (1)8時30分～17時15分

1人 いずれか 176,100円～250,200円 (2)16時30分～1時15分
(3)0時30分～9時15分

正社員以外 不問 03030- 3923711

(1)8時30分～17時15分
1人 145,500円～182,300円

正社員以外 不問 03030- 3925211
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時15分
4人 231,500円～350,000円

正社員以外 不問 04010-69190211

(1)8時30分～17時15分
1人 150,000円～170,000円

正社員以外 不問 設備管理業務経験者優遇 03010-  779921
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時10分

1人 142,649円～147,688円

正社員以外 64歳以下 03030-  166521
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
1人 185,334円～347,500円

正社員 64歳以下 重機オペレーター経験 03030-  168321
普通自動車免許一種
２級土木施工管理技士 (1)7時30分～16時30分

1人 １級土木施工管理技士 160,000円～250,000円
あれば尚可

正社員 59歳以下 施工管理経験あれば尚可 03030-  172821
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
1人 165,800円～245,400円

正社員 不問 03030-  174521
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 186,667円～218,750円

正社員 40歳以下 03030-  176321
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～270,000円 (2)8時00分～16時30分

正社員 40歳以下 03030-  178921
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～270,000円 (2)8時00分～16時30分

正社員 59歳以下 03030-  179121
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 145,000円～200,000円

正社員 40歳以下 03030-  185621

(1)8時00分～17時00分
1人 137,500円～139,500円

正社員 64歳以下 03030-  186921

(1)8時30分～17時30分
1人 142,760円～146,200円

正社員以外 59歳以下 03030-  187121
普通自動車免許一種

1人 185,000円～250,000円

正社員 64歳以下 飲食業の経験あれば尚可 03030-  190521
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
大型自動車免許 (1)8時00分～17時00分

3人 あれば尚可 198,000円～286,000円 (2)8時00分～15時00分

正社員 不問 現場経験者優遇 03100-  103521
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- 1875921

6

土木作業員（舗装工・オペ
レーター・世話役）

◎建設現場（主に土木工事）での作業をしていただ
きます。力仕事以外にも、重機の運転や軽作業も
様々あるので心配しなくても大丈夫です＊業務拡大
につき大募集いたします。６５歳以上の方も歓迎で
す＊またパート・アルバイトの方も合わせて大募集

新潟県新発田市日渡１０３
番地

株式会社　石田建設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木施工管理 ・建設現場（主に土木工事）での、土木施工管理を
して頂きます。・工程、原価、測量、安全管理等
・民間の小規模現場から地図に載る様なスケールの
大きな現場まで携わっています＊現場監督さんお待
ちしております＊ホームページもどうぞご覧下さい

新潟県新発田市日渡１０３
番地

株式会社　石田建設

雇用期間の定めなし 資格がなくても経験等により
考慮＊資格取得制度あり

岩手県宮古市

看護師又は助産師１（会計
年度任用職員）

当院内において看護業務又は助産師業務全般を行っ
て頂きます。○２交替制、または３交替制による勤
務となり、夜間勤務が可能な方を募集　・主に入院
病棟での業務　・状況により外来対応あり　・その
他付随する業務

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第１
地割１１番地２６

岩手県立　宮古病院

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

自動車販売営業員 スズキ自動車、ダイハツ自動車の新車や中古車を販
売することが主な仕事です。・来客応対　・見積
書、契約書作成　・ギャラリー内の展示車の移動、
洗車等　・納車、簡単な付属品取付等　＊基本的に
は店舗に在駐しお客様応対となります。

岩手県宮古市崎山第７地割
１番地５

有限会社　オートセ
ンター梅沢

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

行政事務（任期付職員） ・国立公園利用企画官又は国立公園管理官（利用担
当）として、十和田八幡平国立公園管理事務所、宮
古自然保護官事務所又は裏磐梯自然保護官事務所の
うち、いずれかの勤務地で勤務することとなりま
す。

宮城県仙台市青葉区本町３
丁目２－２３　仙台第２合
同庁舎６階

東北地方環境事務所
＊広く観光業に関する営業、広
報その他、国立公園の利用促
進又はプロモーションに関する
業務に４年以上従事した経験

を有していること等

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

医師事務補助員／医療ク
ラーク（会計年度任用職
員）

医師の事務作業補助の業務全般を行っていただきま
す。・診断書などの文書作成補助　・診療記録への
代行入力　・医療の質の向上に資する事務作業等の
業務　・各種資料作成などにはパソコン（ワード・
エクセル）を使用します　・その他付随する業務

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第１
地割１１番地２６

岩手県立　宮古病院

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） パソコン操作（ワード・エク

セル）操作の出来る方
岩手県宮古市

水産加工員 水産加工に従事していただきます。
・主にイカの冷凍加工（胴、ゲソに分別、袋詰め
等）
・鮭、ブリ等のフィレー加工（機械で捌き処理され
た鮭の骨、ヒレ等の取り除き、パッキング等）

岩手県下閉伊郡山田町境田
町３－１９

石山水産　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

設備管理業務（イーストピ
アみやこ）

請負先のイーストピアみやこに於いて設備管理業務
を行っていただきます。・建物内の設備全般の点
検、保守管理業務（給水・排水・空調・消防等）・
不具合箇所の小修理　・メーター検針　・その他、
付随する業務

危険物取扱者乙種４類
あれば尚可

岩手県盛岡市南大通２丁目
８－１

株式会社　寿広

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

施工管理 ◇道路舗装工事業の最大手である（株）ＮＩＰＰＯ
（旧社名：日本鋪道）のグループ会社です。◇舗装
土木工事の施工管理業務を行っていただきます。・
施工計画の立案　・作業工程における監督や指導
・材料、舗装機械等の手配

岩手県宮古市金浜第６地割
２１－６０　２Ｆ

株式会社　宮古日舗

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

重機オペレーター 以下の業務を行っていただきます。・土木工事の重
機オペレーター　・現場作業、ダンプ車両運転等
＊現場は主に宮古市内となります。＊お持ちの資
格・免許に応じた車両等の運転業務をして頂きま
す。

岩手県宮古市山口１丁目２
－３１

沢与建設　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

作業職 ○山林作業全般の作業職（林業師）・当社直営山林
での作業が主な仕事です。
業務に必要な資格・免許を当社負担で取得し、各種
林業機械の操作運転等を行います。

岩手県宮古市茂市第２地割
日向１９４

株式会社　小林三之
助商店　岩手工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護支援専門員 居宅介護支援事業所での利用者支援の業務となりま
す。・ケアプランの作成　・申請手続き　・利用者
宅への訪問　・各関係機関との連絡調整　＊見学可
能です。ハローワーク窓口でご相談下さい。＊５０
人程度の利用者の方を３名で担当しています。

岩手県宮古市茂市第１地割
１１５番地１

社会福祉法人新里紫
桐会　特別養護老人
ホーム紫桐苑

介護支援専門員
（ケアマネージャー）

雇用期間の定めなし
介護事業所での

サービス提供あれば尚可 岩手県宮古市

重機オペレーター兼普通作
業員

現場での重機施工や、普通作業員としての業務につ
いていただきます。関連資格に関しては働きながら
の取得も可能ですので、資格のない方もご応募くだ
さい。＊経験者の方・有資格者（建設系）の方優遇
します。

岩手県宮古市刈屋１０－５
－１　県北バス高昌院前バ
ス停　徒歩３分

株式会社　小山田組

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

現場管理補助員等 現場管理者の補助業務として、測量や書類作成など
を行っていただきます。測量はドローンを用いるこ
ともありますので、ドローンの操作も覚えていただ
きます。

岩手県宮古市刈屋１０－５
－１　県北バス高昌院前バ
ス停　徒歩３分

株式会社　小山田組

雇用期間の定めなし ワード、エクセルの
基本操作ができる方

優遇します。 岩手県宮古市

ワイヤー・放電加工機オペ
レーター

当社工場にて下記の業務を行っていただきます。
・Φ０．２ｍｍ～Φ０．１ｍｍのワイヤー線を放電
させ、その熱で素材を切断する加工　・銅などで
作った電極の形状を、加工物に転写する加工

岩手県下閉伊郡田野畑村奥
地向６９番地【郵送先は別
住所】

有限会社　菊地電子
工業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

製造兼販売 自社商品の製造・販売に従事していただきます。○
清酒の製造に関わる業務　・洗米及び蒸米、製麹、
酒母、もろみ、しぼり他　○びん詰め作業　・洗び
ん、びんの補充・検びん、包装等　○販売、納品等
・酒販店への訪問、納品、営業など

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字太田３０

泉金酒造　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

商品企画、販売、製造 ＊宮古駅前のパティスリー・末広町のカフェ・新し
くオープンしたベーカリー、３店舗の運営業務に携
わっていただきます。
・お客様への接客・販売　・新商品の企画　・お菓
子、パンの製造

岩手県宮古市崎山第３地割
１１２－７０

グロースパートナー
ズ　株式会社

雇用期間の定めなし
又は7時00分～23時00分
の間の8時間

岩手県宮古市

貼り担当者 主にスキューバダイビングに使用するスーツや、関
連商品を取り扱っています。・ダイビングスーツの
製造　・貼り工程（接着剤でゴム製品を貼り合わせ
る作業）を担当　＊作業については指導いたします
ので、安心してご応募ください。

岩手県宮古市蟇目第８地割
１１９番地２

日本潜水機株式会社
スーツ事業部

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

イエローハット軽整備ス
タッフ（宮古店）

・主にタイヤ交換、オイル交換などのピット作業全
般　・カー用品等の販売、商品陳列、お客様対応
※自動車についての難しい知識や技術がなくても大
丈夫　未経験者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

現場作業員 ◆東北全般をエリアとし主に久慈管内での作業全般
業務を行っていただきます＊最初の業務は１ヶ月程
度軽度な補助作業として、作業員に付いての指導し
ながらセメント運び、穴掘り、吹付後の清掃、高所
作業から落ちてきた土掃き、資材で出たごみの分別

岩手県久慈市川崎町１６番
２７号

株式会社　東北法面
工業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他



交通誘導警備業務検定１級 変形（1年単位）
交通誘導警備業務検定２級 (1)8時00分～17時00分

5人 いずれか 165,000円～220,000円
普通自動車免許一種

正社員 18歳～64歳 03010-  587121
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
10人 154,000円～220,000円

正社員 18歳～64歳 03010-  588021
交通誘導警備業務検定１級 変形（1年単位）
交通誘導警備業務検定２級 (1)8時00分～17時00分

5人 いずれか 165,000円～220,000円
普通自動車免許一種

正社員 18歳～64歳 03010-  589721
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
10人 154,000円～220,000円

正社員 18歳～64歳 03010-  594921
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
5人 198,000円～220,000円

正社員以外 18歳以上 03010-  598821
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
5人 176,000円～220,000円

正社員以外 18歳以上 03010-  599221
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
5人 198,000円～220,000円

正社員以外 18歳以上 03010-  606621
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
5人 176,000円～220,000円

正社員以外 18歳以上 03010-  607921
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
5人 198,000円～220,000円

正社員以外 18歳以上 03010-  622621
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
5人 176,000円～220,000円

正社員以外 18歳以上 03010-  624121
看護師 変形（1ヶ月単位）

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

(3)21時30分～8時30分

正社員 59歳以下 03030-  121821
交替制あり
(1)7時00分～16時00分

2人 148,700円～178,700円 (2)8時00分～17時00分
(3)13時00分～22時00分

正社員 59歳以下 03030-  122221
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)7時45分～17時00分

1人 いずれか 228,000円～261,000円
普通自動車免許一種

正社員 69歳以下 03030-  123521
准看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時15分～17時00分
2人 166,700円～239,200円 (2)16時00分～22時00分

(3)21時30分～8時30分

正社員 59歳以下 03030-  124421
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

2人 141,568円～146,720円

正社員以外 不問 03030-  125321
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 189,200円～236,500円 (2)16時00分～1時00分

正社員以外 18歳以上 03030-  126621
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

２級電気工事施工管理技士 (1)8時30分～17時30分
1人 143,033円～230,000円

現場作業経験または

正社員 不問 現場管理経験 03030-  127921
２級管工事施工管理技士 変形（1年単位）
１級冷凍空気調和機器施工技能

士
(1)8時30分～17時30分

1人 １級配管技能士、いずれか 143,033円～230,000円
普通自動車免許一種
現場管理経験者または

正社員 不問 現場作業経験者あれば尚可 03030-  128121
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

2人 150,000円～200,000円 (2)16時00分～1時00分
(3)0時00分～9時00分

正社員 18歳～61歳 03030-  129021
看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時20分～17時20分
1人 197,100円～257,000円 (2)16時30分～0時30分

(3)0時30分～9時30分

正社員 59歳以下 03030-  130221

7

警備員Ｂ（正社員／宮古支
社）

交通誘導警備、施設警備（巡回、常駐、出入管理、
列車見張）機械警備機動要員　＊交通誘導警備、施
設警備、ＪＲ列車見張などに従事していただきま
す。＊社会保険・労使協定・労働安全衛生計画完備
＊コンプライアンスを重視し業界をリードする会社

岩手県盛岡市大通３丁目９
番１７－２０１号

株式会社　Ｍ・Ｋ・
Ｇ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

警備員Ａ（正社員／宮古支
社）（有資格者）

交通誘導警備、施設警備（巡回、常駐、出入管理、
列車見張）機械警備機動要員　＊交通誘導警備、施
設警備、ＪＲ列車見張などに従事していただきま
す。＊社会保険・労使協定・労働安全衛生計画完備
＊コンプライアンスを重視し業界をリードする会社

岩手県盛岡市大通３丁目９
番１７－２０１号

株式会社　Ｍ・Ｋ・
Ｇ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

警備員Ｂ（正社員／山田支
社）

交通誘導警備、施設警備（巡回、常駐、出入管理、
列車見張）機械警備機動要員　＊交通誘導警備、施
設警備、ＪＲ列車見張などに従事していただきま
す。＊社会保険・労使協定・労働安全衛生計画完備
＊コンプライアンスを重視し業界をリードする会社

岩手県盛岡市大通３丁目９
番１７－２０１号

株式会社　Ｍ・Ｋ・
Ｇ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

警備員Ａ（正社員／山田支
社）（有資格者）

交通誘導警備、施設警備（巡回、常駐、出入管理、
列車見張）機械警備機動要員　＊交通誘導警備、施
設警備、ＪＲ列車見張などに従事していただきま
す。＊社会保険・労使協定・労働安全衛生計画完備
＊コンプライアンスを重視し業界をリードする会社

岩手県盛岡市大通３丁目９
番１７－２０１号

株式会社　Ｍ・Ｋ・
Ｇ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

警備員Ｂ（宮古支社） 交通誘導警備：道路上において工事現場での片側交
互通行など車両および歩行者の誘導業務を行ってい
ただきます。＊社会保険・労使協定・労働安全衛生
計画完備＊経験不問。教育・資格取得制度有り。＊
教育・訓練時の時給は８２１円。

岩手県盛岡市大通３丁目９
番１７－２０１号

株式会社　Ｍ・Ｋ・
Ｇ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

警備員Ａ（宮古支社）（有
資格者）

交通誘導警備：道路上において工事現場での片側交
互通行など車両および歩行者の誘導業務を行ってい
ただきます。＊社会保険・労使協定・労働安全衛生
計画完備　＊経験不問。教育・資格取得制度有り。
＊教育・訓練時の時給は８２１円。

岩手県盛岡市大通３丁目９
番１７－２０１号

株式会社　Ｍ・Ｋ・
Ｇ警備員検定

（交通誘導警備１級
又は２級）雇用期間の定めあり（４ヶ

月未満）
岩手県宮古市

警備員Ｂ（山田支社） 交通誘導警備：道路上において工事現場での片側交
互通行など車両および歩行者の誘導業務を行ってい
ただきます。＊社会保険・労使協定・労働安全衛生
計画完備＊経験不問。教育・資格取得制度有り。＊
教育・訓練時の時給は８２１円。

岩手県盛岡市大通３丁目９
番１７－２０１号

株式会社　Ｍ・Ｋ・
Ｇ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

警備員Ａ（山田支社）（有
資格者）

交通誘導警備：道路上において工事現場での片側交
互通行など車両および歩行者の誘導業務を行ってい
ただきます。＊社会保険・労使協定・労働安全衛生
計画完備＊経験不問。教育・資格取得制度有り。＊
教育・訓練時の時給は８２１円。

岩手県盛岡市大通３丁目９
番１７－２０１号

株式会社　Ｍ・Ｋ・
Ｇ警備員検定

（交通誘導警備１級
又は２級）雇用期間の定めあり（４ヶ

月未満）
岩手県下閉伊郡山田町

警備員Ｂ（岩泉営業所） 交通誘導警備：道路上において工事現場での片側交
互通行など車両および歩行者の誘導業務を行ってい
ただきます。＊社会保険・労使協定・労働安全衛生
計画完備＊経験不問。教育・資格取得制度有り。＊
教育・訓練時の時給は８２１円。

岩手県盛岡市大通３丁目９
番１７－２０１号

株式会社　Ｍ・Ｋ・
Ｇ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

警備員Ａ（岩泉営業所）
（有資格者）

交通誘導警備：道路上において工事現場での片側交
互通行など車両および歩行者の誘導業務を行ってい
ただきます。＊社会保険・労使協定・労働安全衛生
計画完備＊経験不問。教育・資格取得制度有り。＊
教育・訓練時の時給は８２１円。

岩手県盛岡市大通３丁目９
番１７－２０１号

株式会社　Ｍ・Ｋ・
Ｇ警備員検定

（交通誘導警備１級
又は２級）雇用期間の定めあり（４ヶ

月未満）
岩手県下閉伊郡岩泉町

介護職員 介護老人保健施設　介護サービス　入居者１１０名
短期入所１０名　全室個室ユニットケア、１ユニッ
ト１０名の介護業務、夜勤は２ユニット２０名の介
護業務　介護サービス内容　食事、入浴、排泄、機
能訓練、健康管理、自立支援、レクリエーション

岩手県宮古市西ヶ丘４丁目
５３－８

社会福祉法人　恵心
会　特別養護老人
ホーム　慈苑

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

岩手県宮古市板屋１丁目６
番地３６

医療法人財団　正清
会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

岩手県宮古市板屋１丁目６
番地３６

医療法人財団　正清
会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木施工管理技士 各種土木工事、施工管理、監督の仕事　・現場の施
工管理全般　・申請書類及び現場管理に係る書類作
成　・各関係機関への申請手続き　・安全管理等
○業務ではパソコンを使用します○社用車（マニュ
アル車）を使用します。現場は主に岩泉町内です。

岩手県下閉伊郡岩泉町小本
字中野５２

工藤建設　株式会社

雇用期間の定めなし
パソコン操作（ワード・
エクセル）可能な方

岩手県下閉伊郡岩泉町

ホール及びカウンター 店内でのお客様サービススタッフ業務に従事してい
ただきます。〇ホール業務　・ホールでの接客、ス
ロットコインの補充、空きパチンコ台の清掃など〇
カウンター業務・接客、景品交換、レジ操作など○
社用車を使用し近隣店舗調査◆正社員への登用あり

岩手県宮古市長町一丁目３
－２９

株式会社　セントラ
ル伸光　セントラル
宮古店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時00分～1時00分の

間の8時間程度
岩手県宮古市

加工従業員 当組合加工場において、以下の業務に従事していた
だきます　・塩蔵品、乾燥物の加工および製造作業
・わかめ、昆布の等級別選別作業　・袋詰め、製品
出荷　＊わかめ、昆布、ふのり、ひじき等の海藻類
を原料として製品の加工・製造作業を行います。

岩手県宮古市田老字野原７
０番地

田老町漁業協同組合
（加工場）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

管工事作業員・技術者 冷凍機設置工事全般及び附帯作業のうちの管工事作
業　・主に、商店、コンビニエンスストア、水産加
工関係の事業所などの工事を行っております。屋内
の給排水工事はもとより、冷暖房機、業務用冷蔵庫
等の設置にかかる工事もあります。

岩手県宮古市津軽石第１０
地割３３７－１７

有限会社　赤松エン
ジニアリング

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

電気工事作業員・技術者 設備工事全般及び附帯作業のうちの電気設備配線工
事作業　・主に商店、コンビニエンスストア、水産
加工関係事業所等の工事　・屋内の電気配線工事
・冷暖房機、業務用冷蔵庫等の設置にかかる工事


岩手県宮古市津軽石第１０
地割３３７－１７

有限会社　赤松エン
ジニアリング

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師 ・山口病院または介護老人保健施設における診療の
補助、療養上の世話　・医療器具の準備、服薬管
理、生活の見守り　・医師の指示による看護業務全
般　・状況により雑務等あり　・夜勤では、定時巡
回や電話応対、食事の配膳等

岩手県宮古市山口五丁目３
番２０号

社団医療法人　新和
会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

プラスチック成形オペレー
タ

電子部品（コネクタ）用精密金型と射出成型機を使
用し、プラスチック成形品、コネクタの製造オペ
レータ業務
・射出成型機を一人で数台担当し、成形機の安定稼
働を正面から支える重要な仕事です。

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第９
地割３０番地

モルデック株式会社
宮古工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市



薬剤師 変形（1ヶ月単位）
(1)8時20分～17時20分

1人 220,000円～277,200円

正社員 59歳以下 03030-  132421
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
2人 160,000円～230,000円 (2)22時00分～3時00分

正社員 18歳～59歳 03030-  133321
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20分～17時20分

1人 いずれか 144,200円～144,200円 (2)16時30分～0時30分
(3)0時30分～9時30分

正社員 59歳以下 03030-  134621
准看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時20分～17時20分
1人 169,700円～230,500円 (2)16時30分～0時30分

(3)0時30分～9時30分

正社員 59歳以下 03030-  135921
普通自動車免許ＡＴ 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
2人 172,500円～264,500円

正社員 59歳以下 03030-  138721
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

2人 いずれか 300,000円～430,000円

正社員 64歳以下 現場管理の経験あれば尚可 03030-  139821
普通自動車免許ＡＴ

言語聴覚士 (1)8時30分～17時30分
2人 240,000円～500,000円

正社員 64歳以下 03030-  140421
普通自動車免許ＡＴ

作業療法士 (1)8時30分～17時30分
2人 240,000円～500,000円

正社員 64歳以下 03030-  141321
准看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
1人 175,440円～340,680円

正社員以外 64歳以下 03030-  142621
看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
3人 210,000円～470,000円 (2)15時00分～9時00分

正社員 64歳以下 03030-  143921
社会福祉士

(1)8時30分～17時30分
2人 220,000円～316,000円

正社員 64歳以下 03030-  144121
准看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
2人 180,000円～360,000円 (2)15時00分～9時00分

正社員 64歳以下 03030-  145021
看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
1人 204,000円～428,400円

正社員以外 64歳以下 03030-  146721
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)7時30分～16時30分

2人 いずれか 144,840円～144,840円 (2)8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

正社員以外 64歳以下 03030-  147821
介護福祉士 変形（1ヶ月単位）

(1)7時30分～16時30分
2人 160,000円～210,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

正社員 64歳以下 03030-  148221
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)7時30分～16時30分

2人 あれば尚可 150,000円～160,000円 (2)8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

正社員 64歳以下 03030-  149521
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～17時30分
1人 147,800円～285,200円

正社員 不問 03030-  152921
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
第一種電気工事士 (1)8時00分～17時00分

1人 １級電気工事施工管理技士 180,000円～280,000円
あれば尚可

正社員 不問 業務経験 03030-  156821
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
2人 145,900円～145,900円 (2)8時30分～17時30分

(3)6時30分～15時30分

正社員以外 不問 03030-  160921
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
2人 180,000円～216,000円

正社員 64歳以下 重機操作 03030-  165221

8

薬剤師 ・処方箋に基づく調剤業務　・その他、患者さんの
体質やアレルギー歴、服薬状況をふまえた服薬指導
・薬剤管理、薬局受付、服薬内容等のパソコン入力
操作、電話対応等

岩手県宮古市山口五丁目３
番２０号

社団医療法人　新和
会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

鉄道施設保守管理業務 施設本部において施設、線路等の保守管理を行いま
す。
・土木構造物の検査、点検、メンテナンス
・施設電気関係の検査、点検、メンテナンス
・工事作業業務等

岩手県宮古市栄町４番地 三陸鉄道　株式会社
危険物取扱者(乙種)、小型移動式
クレーン、玉掛技能者第一種電気
工事士、消防設備士あれば尚可

雇用期間の定めなし
ＰＣ入力程度、鉄道又は鉄道以外
土木保守管理業務あれば尚可 岩手県宮古市

准看護師 山口病院または介護老人保健施設における診療の補
助、療養上の世話をしていただきます。・医療器具
のメンテナンスや準備、服薬管理、生活の見守り、
医師　の指示による看護業務全般　・状況により洗
濯、雑務等・夜勤では、定時巡回や電話応対、食事

岩手県宮古市山口五丁目３
番２０号

社団医療法人　新和
会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護助手 ・患者さん及び施設利用者の方々の食事援助　・
シーツ交換、洗濯介助等の身の回りの世話・処置の
手伝い作業、患者移送、レクリエーション・患者の
見守り等の業務＊介護職員初任者研修（旧ヘルパー
２級）以上あれば尚可＊体力を必要とする業務あり

岩手県宮古市山口五丁目３
番２０号

社団医療法人　新和
会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木施工管理技士 土木工事現場における監督及び現場代理人として、
現場の管理担当をしていただきます。・現場は岩泉
町・田野畑村・宮古市　・現場への移動には、社用
車もしくはマイカーを使用　＊現場管理の経験があ
れば尚可

岩手県下閉伊郡岩泉町門字
中瀬５１番地１４

株式会社　畑中組

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

現場作業員 地域に役立つ建設工事を行っており、現場作業員に
従事していただきます。・工事現場での法面工事
・土木工事　法面工事については高所での作業が伴
いますが、先輩社員が丁寧に指導致します。未経験
でも構いません。

岩手県宮古市宮町三丁目１
０－１７

ヤマキ総業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

作業療法士 ・入院及び外来患者様のリハビリテーション（作業
療法）・患者様の自宅で行う訪問リバビリテーショ
ン（作業療法）・東日本大震災で被災された方々に
対する生活支援事業（介護予防の為の体操やレク
レーションなど）

岩手県宮古市保久田８番３
７

特定医療法人　弘慈
会　宮古第一病院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

言語聴覚士 ・入院及び外来患者様のリハビリテーション（言語
療法）・患者様の自宅で行う訪問リハビリテーショ
ン（言語療法）・東日本大震災で被災された方々に
対する生活支援事業（介護予防の為の体操やレク
レーションなど）

岩手県宮古市保久田８番３
７

特定医療法人　弘慈
会　宮古第一病院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師／正社員 ・採血検査や各種注射の準備と実施　・高齢者の歩
行介助や車椅子介助　＊医療療護病棟、回復期リハ
ビリテーション病棟があります。＊リハビリ病棟：
リハビリスタッフなど様々な職種とチーム医療を展
開し、患者様の社会復帰を応援しています。

岩手県宮古市保久田８番３
７

特定医療法人　弘慈
会　宮古第一病院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

准看護師／日勤 当院では医療療養病棟２病棟、回復期リハビリテー
ション病棟２病棟があります。
・各病棟３０～４０床看護業務全般　配属病棟は相
談のうえ決定いたします。
●パート勤務について、相談に応じます。

岩手県宮古市保久田８番３
７

特定医療法人　弘慈
会　宮古第一病院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

准看護師／正社員 ・採血検査や各種注射の準備と実施　・高齢者の歩
行介助や車椅子介助　＊医療療護病棟、回復期リハ
ビリテーション病棟があります。＊リハビリ病棟：
リハビリスタッフなど様々な職種とチーム医療を展
開し、患者様の社会復帰を応援しています。

岩手県宮古市保久田８番３
７

特定医療法人　弘慈
会　宮古第一病院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

社会福祉士 病院における社会福祉士業務全般を担当していただ
きます。・入退院の調整、相談支援（他の病院・施
設・家族との連絡調整、院内調整、入院患者様の相
談対応など）・その他付随する業務

岩手県宮古市保久田８番３
７

特定医療法人　弘慈
会　宮古第一病院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職／日勤 ・入院患者（１病棟４０名位）の食事、入浴、トイ
レ介助などの支援。・病棟の介護スタッフは１０～
１５名となり、シフトでの勤務となります。
・多職種と共働で患者様の身体機能障害からの回復
を図ります。

岩手県宮古市保久田８番３
７

特定医療法人　弘慈
会　宮古第一病院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師／日勤 当院では医療療養病棟２病棟、回復期リハビリテー
ション病棟２病棟があります。
・各病棟３０～４０床看護業務全般　配属病棟は相
談のうえ決定いたします。
●パート勤務について、相談に応じます。

岩手県宮古市保久田８番３
７

特定医療法人　弘慈
会　宮古第一病院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

岩手県宮古市保久田８番３
７

特定医療法人　弘慈
会　宮古第一病院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

岩手県宮古市保久田８番３
７

特定医療法人　弘慈
会　宮古第一病院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

電気工事士 電気工事および電気工事施工管理業務全般を行って
いただきます。・一般住宅から公共事業の電気工事
現場施工　・工事の見積・積算や、施工管理業務
・その他付随した業務　・現場は、主に宮古市　＊
有資格により、業務の内容が違ってきます。

岩手県宮古市宮町三丁目９
－８

株式会社　小野寺電
機商会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

塗装工 主に一般住宅の屋根、外壁塗装や公共施設改修工事
等に従事します。＊高圧洗浄機を使用し屋根、壁等
の洗浄（高所作業）＊窓ガラス養生作業　＊刷毛、
ローラーを用いた屋根・外壁塗装　＊コーキング打
ち替え、木部塗装、鉄骨塗装など

岩手県下閉伊郡岩泉町尼額
字下坪２６－１０

誠和コーティング
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

普通作業員兼重機オペレー
ター

主に公共工事の土木作業と重機オペレーターに従事
していただきます。・人力での土砂の掘削や部材の
持運びなど手元作業等　・重機バックホウ等での操
作業務　松山地区の資材置き場に集合して、社用車
にて現場に向かいます

岩手県宮古市小山田三丁目
６－７

三浦重機　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

生活支援員 生活支援に係る業務全般となります。・当施設利用
者の日中活動（軽作業）や通院、買い物（２～３
名）の付き添いなど　・社用車（ＡＴ車）の運転が
あります。○未経験者の方大歓迎　○正社員への登
用制度あり　○働き方改革関連認定企業

岩手県宮古市崎山第５地割
９４

社会福祉法人　若竹
会　わかたけ学園

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市



普通自動車免許一種 変形（1年単位）
２級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

1人 １級土木施工管理技士 255,600円～408,600円
あれば尚可

正社員 59歳以下 03100-   69621
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
１級建築施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

1人 256,700円～505,600円

正社員 59歳以下 03100-   70021

9

土木施工管理技士 ◆土木施工管理技士業務全般　・公共土木工事現場
等の施工管理業務になります。・土木工事の施工管
理、積算見積業務　・施工計画を作成し、工程管
理、安全管理など工事施工に必要な技術等の管理を
行う。・その他、土木施工管理技士に付随する業務

岩手県久慈市山形町川井第
９地割３２番地２

蒲野建設　株式会社

雇用期間の定めなし
土木施工管理経験者、パソコンで
の写真管理経験あれば尚可 岩手県宮古市、他

建築施工管理技士（１級） ◆建築施工管理技士業務全般　・公共土建築工事現
場等の施工管理業務になります。・建築工事の施工
管理、積算見積業務　・施工計画を作成し、工程管
理、安全管理など工事施工に必要な技術等の管理を
行う。・その他、建築施工管理技士に付随する業務

岩手県久慈市山形町川井第
９地割３２番地２

蒲野建設　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

建築施工管理経験者、
パソコンでの写真管理経験あ

れば尚可


