
普通自動車免許一種
(1)8時30分～17時30分

2人 153,000円～220,000円

正社員 35歳以下 03010- 2748921
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 139,570円～170,000円 (2)10時00分～19時00分

正社員 59歳以下 整備経験 03030-  486721
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
2人 180,000円～220,000円

正社員 40歳以下 03030-  487821
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
2人 大型自動車免許 185,334円～231,667円

あれば尚可

正社員 64歳以下 土木作業経験あれば尚可 03030-  489521
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～350,000円
普通自動車免許一種
工事現場施工管理等

正社員 64歳以下 あれば尚可 03030-  490321
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

５トン限定準中型自動車免 (1)7時50分～16時50分
1人 138,070円～141,850円

正社員 35歳以下 03030-  491621
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

調理師
1人 160,250円～330,625円

正社員 64歳以下 調理経験あれば尚可 03030-  494021
普通自動車免許一種 交替制あり

(1)8時30分～17時30分
1人 155,520円～190,080円 (2)11時00分～20時00分

(3)6時30分～15時30分

正社員以外 不問 03030-  504321
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 155,520円～190,080円 (2)7時00分～16時00分

(3)9時30分～18時30分

正社員以外 64歳以下 03030-  505621
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

2人 140,000円～140,000円

正社員 18歳以上 03030-  506921
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

2人 220,000円～220,000円

正社員 18歳以上 森林整備作業 03030-  507121
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
介護有資格（尚可） (1)8時30分～17時30分

1人 150,000円～200,000円 (2)9時00分～18時00分

正社員 64歳以下 03030-  509721
作業療法士

又は (1)9時00分～17時30分
1人 理学療法士 195,000円～270,000円

普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 03030-  512321

(1)19時30分～0時30分
3人 168,750円～281,250円

正社員 20歳～64歳 03030-  513621
美容師 変形（1ヶ月単位）

(1)9時00分～18時00分
2人 176,000円～250,000円

正社員 64歳以下 美容業務経験あれば尚可 03030-  515121
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
精神保健福祉士 (1)8時20分～17時20分

2人 193,200円～193,200円

正社員 59歳以下 03030-  516021
普通自動車免許一種

(1)6時00分～16時00分
6人 200,000円～235,000円 (2)7時00分～16時30分

正社員 不問 03030-  517721
介護福祉士 変形（1ヶ月単位）

(1)8時20分～17時20分
1人 147,400円～147,400円

正社員 59歳以下 03030-  518821
1

（2月4日時点の内容です）

２月１日　から　　２月４日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は２月１７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

事業所名
求人番号

営業及び関連業務（宮古営
業所）

当社は主にＬＰガスを主体とした卸売業を営んでお
ります。＊盛岡市、その近郊においてのＬＰガス、
灯油のＰＲ　＊集金、配達業務　＊その他、付随す
る業務


岩手県紫波郡矢巾町大字藤
沢第１０地割１３６番地

東邦岩手　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

＊入社後にガス関連の資
格を取得していただきま

す。

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

岩手県宮古市藤の川１３－
２３

宮古環境管理株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

総合職 事業所において下記の業務に従事していただきま
す。
・機械修理
・家電工事等
・配送

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字太田１０－５

有限会社　岩泉マッ
カラー商会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

土木施工管理技士 土木工事の管理業務全般。
・施工管理　・工程管理　・安全管理　・発注者と
の打ち合わせ等　・パソコンにより書類作成、メー
ル等　状況により土木作業に従事する場合がありま
す。

岩手県下閉伊郡山田町長崎
４丁目１２番２６号

株式会社　堀合建設

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

準中型は
Ｈ２９．３．１２以降

免許取得の方

土木作業員および重機オペ
レーター

当社受注工事において、土木作業全般および・建設
機械オペレーター業務に従事していただきます。
【各現場により作業内容が異なります】＊お持ちの
資格、免許等により２ｔ・４ｔトラックや大型ダン
プ運転などを担当していただきます。

岩手県下閉伊郡山田町長崎
４丁目１２番２６号

株式会社　堀合建設

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

調理担当 龍泉洞温泉ホテルの厨房において、下記業務に従事
していただきます。・宿泊客および日帰り宴会客に
提供する料理、仕出し料理等の調理全般（和食・洋
食・中華全般）・岩手県立岩泉高等学校寄宿舎の給
食業務　・食材の管理（棚卸）

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

雇用期間の定めなし
又は6時00分～20時00分
の間の7時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

セールスドライバー／正社
員

当社において下記の業務に従事して頂きます。・宅
配便の集荷及び配達　・宮古市内を２ｔ車で運転し
ての集配業務　＊社内規定に従い、初めは乗務見習
いとして配達の仕分け、端末操作方法、お客様との
接し方などを同乗しながら覚えていただきます。

岩手県宮古市長町２丁目１
－３２

ヤマト運輸　株式会
社　宮古支店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護員／さくらつつみ 小規模多機能センター（通所・訪問）サービスにお
いて介護業務全般に従事していただきます・利用者
の食事介助、入浴介助、排泄介助・レクレーション
活動の企画・運営などの業務・施設車での送迎をし
ていただきます＊６０歳以上の方の応募歓迎します

岩手県宮古市長根４－１３
－１

株式会社　介護施設
えくぼ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

刈払機・チェーンソーの
技能講習修了者あれば尚

可

介護員／グループホームえ
くぼ

グループホームえくぼにおいて介護業務全般に従事
していただきます。・利用者の食事介助、入浴介
助、排泄介助　・レクレーション活動の企画・運営
などの業務　・利用者の買い物同行や通院介助　※
６０歳以上の方の応募、歓迎します。

岩手県宮古市長根４－１３
－１

株式会社　介護施設
えくぼ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

森林整備作業員（経験者） 山林の各現場において、下記業務に従事していただ
きます。・下草刈、除伐、伐採作業　・現場への移
動は乗り合いになります。個人車を使用する場合は
移　動費（上限有り）を支給します。・業務上使用
する機材は当社で準備します。

岩手県宮古市川井第１地割
１１０番４

グリーンワイド　合
同会社

雇用期間の定めなし
又は7時00分～16時00分
の間の6時間

岩手県宮古市、他

刈払機・チェーンソーの
技能講習修了者

森林整備作業員 山林の各現場において、下記業務に従事していただ
きます。・下草刈、除伐、伐採作業　・現場への移
動は乗り合いになります。個人車を使用する場合は
移　動費（上限有り）を支給します。・業務上使用
する機材は当社で準備します。

岩手県宮古市川井第１地割
１１０番４

グリーンワイド　合
同会社

雇用期間の定めなし
又は7時00分～16時00分
の間の6時間

岩手県宮古市、他

生活支援員 障がいのある利用者の方の食事や入浴、排せつ等の
介助や、創作活動の物作り、生産活動の支援を行い
ます。利用者の方と一緒に調理も行っていただく事
もあります。その他送迎時の運転、添乗もありま
す。午後は障がい児の支援・見守りを行います。

岩手県宮古市末広町６番８
号

ＮＰＯ法人　結人

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ホールスタッフ／カフェ
バーヴァリリア

カウンターごしの接客（カウンター２０席）
お酒とチャームの提供
カラオケ準備
店内清掃等

岩手県宮古市大通２丁目２
－４

ドゥ・ヒートライズ
クリエイティブ　株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市
仕事内容の業務経験

あれば尚可

作業療法士・理学療法士 在宅療養する患者さんのご自宅に訪問し、リハビリ
業務を行います。・１日の訪問件数は平均４～５件
・主に機能回復訓練や指導・援助等・訪問後は報告
書作成（パソコン入力）※エリアは宮古市内、社用
車使用となります※試用期間中は担当が同行します

岩手県宮古市宮町２丁目２
番１９号

株式会社　メディケ
ア・システム

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

精神保健福祉士 当法人の医療相談室において、以下の業務に従事し
ていただきます。・患者さまや、ご家族様からの各
種相談対応　・関係機関との連絡調整　など　＊ま
れに外出用務をしていただく場合があります。

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

事務スタッフにおいて…基本操作
（Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ）,簡単な文書作成
（簡易的な送付状などが作成でき
ること）,その他ソフト（パワーポイン
ト等）操作経験,社会人経験（経験
なしの場合は大卒または専門卒）

美容師／スタイリスト 当店において下記の業務を行っていただきます・
カット、カラー、パーマ、メイクアップ等の美容業
務全般・その他付随する業務（電話対応、店舗清掃
等）○店内の座席数は４席で予約を優先しておりま
す＊土日勤務可能な方の応募をお待ちしております

岩手県宮古市大通２丁目２
－４

ドゥ・ヒートライズ
クリエイティブ　株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護福祉士 ・患者さまの入浴、排せつ、着替え、食事などの身
体的介助　・食事の準備、部屋の掃除、レクリエー
ション等の生活サポート　・メンタルケア、相談、
指導、助言など　・その他付随する業務

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

製造スタッフ／事務スタッ
フ

下記の業務に従事していただきます。牛舎スタッフ
＜２名＞〇搾乳・牛、山の管理　加工・製造スタッ
フ　＜３名＞○ミルク・乳製品の製造、発送等　事
務スタッフ　＜１名＞○製品の発送・受注管理○電
話・来客・メール対応○資料作成・整理等

岩手県下閉伊郡岩泉町上有
芸字水堀２８７

農業生産法人　株式
会社企業農業研究所

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

◎ 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２月１０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 変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

2人 187,000円～242,000円

正社員 59歳以下 03030-  522121
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 155,000円～300,000円

正社員 59歳以下 03030-  524721
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 155,000円～300,000円

正社員 59歳以下 03030-  525821
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 206,456円～206,456円 (2)20時00分～5時00分

正社員以外 18歳以上 03030-  526221
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
3人 210,900円～222,900円

正社員 64歳以下 経験あれば尚可 03030-  527521
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
大型自動車第二種免許

1人 普通自動車第二種免許 161,200円～244,400円
あれば尚可

正社員 64歳以下 03030-  528421
変形（1年単位）

1人 162,000円～228,000円

正社員 59歳以下 ワード・エクセル操作 03030-  529321
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～16時45分
3人 205,000円～205,000円 (2)16時15分～0時30分

正社員 18歳～45歳 03030-  531021
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
1人 玉掛技能者 184,800円～231,000円

小型移動式クレーン
あれば尚可

正社員 不問 土木作業経験あれば尚可 03030-  532721
変形（1ヶ月単位）
(1)9時30分～18時30分

2人 157,248円～157,248円 (2)10時30分～19時30分
(3)11時00分～20時00分

正社員以外 不問 05010- 2461621
変形（1ヶ月単位）

1人 180,000円～180,000円

正社員以外 不問 13130- 3142221
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 172,000円～172,000円

正社員以外 不問 03010- 2449321
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 142,000円～155,000円

正社員 59歳以下 03010- 2483921
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

4人 176,000円～176,000円

正社員 不問 03020-  303721

(1)8時30分～17時15分
5人 147,460円～195,738円

正社員以外 不問 03030-  399821

(1)8時30分～17時15分
2人 146,100円～150,600円

正社員以外 不問 03030-  402021
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
2人 150,000円～150,000円

正社員以外 不問 03030-  403721
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)7時00分～16時00分
1人 184,800円～277,200円

正社員 40歳以下 03030-  408321
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～340,000円

正社員 59歳以下 機械操作の経験あれば尚可 03030-  409621
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 177,791円～230,083円

正社員 59歳以下 03030-  410021

2

現場作業員（２） 当社は東北電力様の企業グループユアテック様の協
力会社として伐採、回収作業に従事します。・電柱
に接近している木の伐採・下刈り作業・伐採した枝
等回収運搬等・伐採エリア岩泉町、田野畑村、宮古
市　現場は電柱が埋設してる住宅地域となります。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字惣畑６５

有限会社　差畑林業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

冷凍機械管理主任 冷凍機械運転業務を行います。・冷凍機械操作　・
加工機械の保守、メンテナンス　・点検及び整備等
・他１名おります。工場移動は社用車使用です。＊
機械操作の経験があれば尚可＊丁寧に指導します。
＊冷凍機機械運転の経験があれば優遇します。

岩手県宮古市藤原一丁目５
－９

有限会社　大井漁業
部　大印冷凍工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

山林作業員 木材の伐採・搬出を行う素材生産に関わる業務全
般。・立木の伐採、伐倒木の集材、集伐木の造材
（集めた木を玉切る）・造材木（玉切った木）の運
搬　・会社に集合して社用車で現場へ移動

岩手県宮古市近内一丁目４
番１３号

有限会社　道又林業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務・運営 浄土ヶ浜ビジターセンターにおいて次の業務に従事
します。・浄土ヶ浜地区等のインフォメーション業
務　・自然歩道の点検　・浄土ヶ浜ビジターセン
ターの管理・運営　・展示物、自然観察会等の企
画・運営

岩手県宮古市大通３丁目２
－１５　サンライズ畠山２
０３号

一般社団法人　浄土
日和

ワード・エクセル・
パワーポイントの基本操作
（文字・数字入力程度が

出来る方）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

事務補助員／選挙管理委員
会事務局（会計年度任用職
員）

宮古市役所選挙管理委員会事務局に勤務となりま
す。・選挙物品準備（選挙機材の運搬、投票用物品
の仕分けなど）・書類整理　・パソコンデータ入力
・その他、事務補助　※任用期間中に仕事内容が変
わる場合があります。

岩手県宮古市宮町一丁目１
－３０

宮古市役所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

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

事務補助 東北地方整備局三陸国道事務所において、以下の業
務を行っていただきます。・資料収集、資料整理、
書類等のコピー　・パソコンによる書類作成（ワー
ド、エクセル等使用）などの事務補助

岩手県宮古市藤の川４番１
号

国土交通省　東北地
方整備局　三陸国道
事務所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

パソコン
（ワード、エクセル等）
が容易に扱えること 岩手県宮古市

現場作業員 舗装工事や災害復旧雑工事の手元を行っていただき
ます。＊現在の現場は宮古、水沢　＊作業指揮者の
指示の元、大型重機や機械では対応できない細部の
作業、スコップでの土砂移動等　＊その他、附帯す
る作業、指示された業務など

岩手県釜石市浜町１丁目１
番１号　釜石ビル３０８

株式会社　ダイセー

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

事務・経理補助（オート
サービス）

（株）ミナカワ　オートサービスにおいて下記の業
務（事務及び経理補助業務）を行っていただきま
す。・経理補助業務（起票、パソコン入力など）・
電話、来客対応　・その他、付随する業務および指
示された業務

岩手県盛岡市向中野２丁目
１９番３８号【求人票郵送
先指定あり】

株式会社　ミナカワ

雇用期間の定めなし 簡単なパソコン操作
（ワード・エクセル）

可能な方 岩手県下閉伊郡岩泉町

セレモニープランナー（宮
古支店）

【セレモニーのプランニングをしてみませんか？】
◎経験・年齢・性別を問わず活躍できる仕事です。
◎まずは研修からスタートするので、未経験でも安
心です。◎お客様の人生の節目を豊かにするお手伝
いができるやりがいのある仕事です。

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）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

ドコモショップスタッフ＜
宮古千徳店＞宮古市

ドコモショップ宮古千徳店　カウンター窓口業務
・スマートホン、タブレット、携帯電話の販売　・
契約手続き（新規・変更・解約）・端末操作案内
・その他　店舗運営に関わる業務全般　フロア応
対・要望のヒアリング、各種サービスの提案

東京都江東区豊洲３丁目２
－２４　豊洲フォレシア

ＭＸモバイリング
株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 分野・業種を問わず接客

経験があるとなおよい
又は9時45分～19時00分
の間の7時間以上

岩手県宮古市

販売員「バックコレクショ
ンモリタ宮古ＤＯＲＡ」≪
急募≫

○バッグ、財布、スーツケース等の小売専門店
・接客販売および発注、品出し、ディスプレイ、Ｐ
ＯＰ作成等の売場と商品の管理の仕事です。
＊人と人が楽しく触れ合えるやりがいのある仕事で
す。

秋田県秋田市山王３丁目３
－９

株式会社　モリタ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

土木作業員 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（道路など）、土砂埋め戻し　・型
枠、足場組立、など　＊現場は主に宮古市内～岩泉
町です。

岩手県宮古市大通２丁目７
番３号

株式会社　ＮＥＸＲ
ＯＷ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

カウンター及びホールス
タッフ

パチンコ、スロット店のスタッフとして、お客様に
快適に遊技をしていただくためのサービスを提供す
る仕事となります。管理者候補としての採用となり
ます。　・カウンター業務　・ホール業務

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字中家２６－１

株式会社　ＪＥＣ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

ゴルフ場フロント（正社
員）

ゴルフ場のフロントにおいて、下記業務を行いま
す。　・お客さまのチェックイン、チェックアウ
ト、清算業務　・電話対応、予約管理　・パソコン
（ワード、エクセル）を使用した書類の作成作業

岩手県宮古市崎山第４地割
８６－３

株式会社　宮古カン
トリークラブ

雇用期間の定めなし
又は6時30分～17時00分
の間の7時間程度

岩手県宮古市

バス乗務員及びタクシー乗
務員

以下の業務を行っていただきます。
・路線定期運行バスの運転乗務（岩泉町内）・貸切
バスの運転乗務　・タクシーの運転乗務
＊バス及びタクシー、バスのみ、タクシーのみの業
務も可能

岩手県下閉伊郡岩泉町門字
町６６－１

小川タクシー　株式
会社　本社営業所

雇用期間の定めなし
又は6時00分～21時00分
の間の8時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

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　＊場合によっては介護業務をお
願いする場合があります○日勤のみの勤務です

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

各種機械オペレーター 携帯電話やスマートフォンで使用される電子部品
（コネクタ）製造に従事します
・自動組立機械による組立作業・プラスチック成形
及びプレス作業・細かな目視作業があります

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

伐採工事員 配電工事伐採業務　・電線に隣接している枝や樹木
の伐採
＊必要な資格等は入社後取得に向けバックアップし
ます。無資格でも応募可能です。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字合の山１４－１

株式会社　岩泉電工

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

配電工事員　通信工事員
内線工事員

○配電工事…東北電力様発注、ユアテック様一次下
請として電柱を建て架線・装柱等の業務　○通信工
事…元請け発注に基づき、光ファイバーの架線・布
設・接続の屋外工事および光ファイバーの宅内配
線・接続の屋内工事等の業務

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字合の山１４－１

株式会社　岩泉電工

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

現場作業員（１） 当社は東北電力様の企業グループユアテック様の協
力会社として伐採、回収作業に従事します。・電柱
に接近している木の伐採・下刈り作業・伐採した枝
等回収運搬等・伐採エリア岩泉町、田野畑村、宮古
市　現場は電柱が埋設してる住宅地域となります。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字惣畑６５

有限会社　差畑林業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他



看護師
准看護師 (1)8時30分～18時00分

1人 いずれか 155,000円～210,000円

正社員 64歳以下 03030-  411721
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 137,500円～139,500円

正社員 64歳以下 ＰＣ簡単な入力操作 03030-  412821
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 あれば尚可 172,800円～221,800円 (2)7時30分～16時30分

正社員 40歳以下 03030-  413221
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

2人 184,800円～250,000円

正社員 不問 03030-  414521
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
二級自動車整備士 (1)9時00分～17時30分

3人 あれば尚可 160,000円～200,000円

自動車整備業務経験

正社員 59歳以下 あれば尚可 03030-  415421
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
1人 160,000円～200,000円

正社員 35歳以下 エクセル・ワード等 03030-  416321
保育士 変形（1ヶ月単位）

1人 153,360円～170,400円

正社員以外 59歳以下 03030-  417621

(1)8時00分～17時00分
2人 136,350円～155,000円 (2)20時00分～5時00分

正社員 18歳～59歳 03030-  418921
大型自動車免許 変形（1年単位）
フォークリフト (1)8時00分～17時00分

1人 あれば尚可 173,125円～173,125円

正社員 59歳以下 03030-  419121
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時30分

1人 138,544円～138,544円

正社員 64歳以下 03030-  420821
看護師 変形（1ヶ月単位）
准看護師 (1)8時30分～17時30分

2人 いずれか 220,300円～352,600円 (2)17時30分～8時30分

正社員 59歳以下 03030-  422521
大型自動車免許 変形（1ヶ月単位）
フォークリフト (1)8時00分～16時00分

1人 あれば尚可 160,226円～174,525円

正社員 64歳以下 03030-  423421
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 186,667円～233,334円

正社員 不問 03030-  424321
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 186,667円～233,334円

正社員 不問 03030-  425621
普通自動車免許一種

薬剤師 (1)8時45分～17時30分
1人 300,000円～300,000円

正社員以外 不問 03030-  426921
大型自動車免許

(1)8時00分～17時00分
1人 147,000円～189,000円

正社員 64歳以下 03030-  429721
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 168,000円～228,000円

正社員 18歳～45歳 03030-  430521
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

2人 143,344円～143,344円

正社員以外 64歳以下 03030-  431421
看護師
准看護師 (1)8時30分～17時30分

2人 いずれか 161,600円～240,400円

正社員以外 不問 03030-  435121
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)7時30分～17時00分
1人 161,700円～173,250円

正社員 40歳以下 03030-  438821

3

現場作業員 墓石建立工事をはじめ、墓石工事に関する様々な工
事を行います。・土砂の掘削、ブロック積み、よう
壁工事、テラセル積　・墓石の設置　・土葬のお骨
上げ等　＊屋外での作業やブロックの手積みや運搬
など体力を要します。

岩手県宮古市山口三丁目１
０－１９

株式会社　伊藤石材

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護職／デイサービス（フ
ル）

デイサービス利用者の看護業務です。・利用者の記
録類の作成、健康相談等の業務　・送迎添乗業務
現在１日平均２５名程度の利用者があり、看護職員
７名、介護職員１８名体制で業務にあたっていま
す。＊働き方改革関連認定企業

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第４
地割１－２０

社会福祉法人　若竹
会　サンホームみや
こ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

水産加工員 ・魚類の加工食品　・スケソウダラ、サバ等の前浜
魚の処理作業　・イカの冷凍食品加工　・秋サケの
加工　・選別ラインに沿った製造　・梱包作業　未
経験の方でも丁寧に指導します。


岩手県宮古市日立浜町８番
２３号

株式会社　おがよし

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

塗装工 当社は主に一般建築塗装と橋梁塗装を行っておりま
す。・高圧洗浄　・錆び落とし　・下地補修　・塗
装（はけ塗り、ローラー塗り、スプレー塗装等）・
その他付随する業務　＊主に高所作業となります。
＊現場へは会社より乗り合わせで移動します。

岩手県宮古市上鼻二丁目３
番１２号

有限会社やまぐち塗
装工業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

運転手 大型ダンプを使用し、以下の業務を行っていただき
ます。・アスファルト合材をプラントから積んで現
場への運搬業務　・材料、残土、産業廃棄物等の運
搬業務　主に下閉伊管内となりますが、内陸に運搬
する場合もあります。

岩手県宮古市金浜第６地割
２１ー６６

有限会社　ジェイ・
ティ・エス　岩手営
業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

管理薬剤師 医療用麻薬などの出庫、発注、管理業務
医薬品卸売事業における指導・助言・問い合わせ対
応等

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第５
地割１－６

株式会社バイタル
ネット　宮古支店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 基本的レベルのマイクロ

ソフトエクセル・ワード
岩手県宮古市

左官工 左官工事業全般に従事していただきます。・主に建
築物の（公営住宅や病院等）壁塗り　・コンクリー
ト床の仕上げ等　・その他雑作業　＊現場には事務
所集合で乗合で移動となります。＊年１回程度、主
に東北圏内の出張があります。

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第１４地割３２番地２２９

有限会社　サワダ建
装左官工事関係の資格が

あれば尚可
雇用期間の定めなし 左官工事関係の資格が

ない方は建設業に
従事した経験があること 岩手県下閉伊郡山田町

塗装工 建築物等の保護や美観に関わる塗装・吹き付け及び
それに付随した作業全般に従事していただきま
す。・主に一般住宅・ビル、公営住宅、病院等　＊
現場には事務所集合で乗合で移動　＊年１回程度、
主に東北圏内の出張あり

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第１４地割３２番地２２９

有限会社　サワダ建
装塗装工事関係の資格が

あれば尚可
雇用期間の定めなし 塗装工事関係の資格が

ない方は建設業に
従事した経験があること 岩手県下閉伊郡山田町

大型ドライバー 食料品や雑貨などを配達配送しています。・配送
ルートは宮古市内、久慈市は２～３トン車で配達
・盛岡市は８トン車で配送○３ヶ月間、ドライバー
と２人でまわり、仕事を覚えて頂く期間があります
ので、未経験者の方も歓迎致します。

岩手県宮古市田鎖第９地割
５５番５

津軽石運送　有限会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師 当院内の外来や入院病棟おいて、看護業務全般に従
事していただきます。夜勤勤務は１９床で２名体制
となります。●経験年数等により賃金決定　●経験
年数は加味いたします　●日勤のみの勤務について
もご相談に応じます

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

水産加工員 当社において下記の業務に従事していただきま
す。・水産物の生処理等の加工作業　・箱詰めなど
＊取り扱う水産物は、イクラ、鮭、さんま、イカな
どです＊未経験の方でも指導いたします。出来ると
ころから始めますので安心してご応募ください。

岩手県宮古市藤原一丁目６
番６号

株式会社　村木水産

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

トラック運転手／田老工場 ７ｔトラック運搬業務全般となります。
・産業廃棄物の運搬業務
【運送範囲】
釜石市から宮古市回収、田老工場に運搬
　

岩手県宮古市港町２－４ 株式会社　丸才　宮
古営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

成形・組立オペレーション
作業

電子機器部品（コネクター）の個品（部品）や製品
の成形・組立オペレーター業務をしていただきま
す。・勤務形態として約３ヶ月間の昼勤での業務実
習後、昼夜の交代勤　務のシフトあり　・未経験の
方もご応募下さい。担当社員が指導します。

岩手県宮古市津軽石第１６
地割９－１

株式会社　中村電子

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

保育士／正社員以外 園児の保育業務全般を行っていただきます。・保育
実務　・日誌や園児の連絡ノート記載　・各計画の
作成　・園児の安全、健康管理業務　・ほか、行事
等の準備や環境整備など　＊担当クラス等は採用後
に決定となります。

岩手県宮古市花輪第４地割
２番地１

社会福祉法人　慈愛
会　花輪保育所

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

販売アシスタント 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）

岩手県宮古市実田１丁目８
－１２

株式会社　宮古日産

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

自動車整備士 自動車整備業務をお願いします。経験とスキルに応
じて担当業務をお任せします。・定期点検および車
検整備　・故障診断、オイル交換、タイヤ交換、リ
コール関係作業、ナビ取付等　・洗車および清掃
・整備結果説明等

岩手県宮古市実田１丁目８
－１２

株式会社　宮古日産

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木施工管理技士 土木、舗装の各工事現場で以下の業務を行いま
す。・施工計画立案　・管理（施工、安全、品質、
工程など）・各種書類作成　＊公共工事が主となり
ます＊各現場への移動は、社用車を使用します○ブ
ランクのある方の応募可能ですのでご相談くださ

岩手県宮古市山口五丁目４
番１２号

佐藤土木工業　有限
会社

現場管理経験
（施工管理できれば
ブランクある方可）

ＰＣ操作ができれば尚可

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護補助員 外来や病棟において看護補助業務に従事します。
・消耗品及び備品の整理や、シーツ交換及び洗濯等
の看護にかかる付帯業務全般　・身体介護（清拭、
入浴介助）・診療補助（検査等）を行っていただき
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

出荷業務 出荷業務を行っていただきます。注文書に応じて、
生産された品物を収集し、出荷していただきます。
事務業務もあり、簡単なパソコン操作を行っていた
だきます。

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

看護師 当院において、医師の指示のもと下記の業務を行っ
ていただきます　・患者さんの介助、器具洗浄、ネ
ブライザーの使用説明、院内清掃　・聴力検査　・
その他付随する業務

岩手県宮古市西町二丁目２
－３

岩間耳鼻咽喉科医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市



看護師
(1)8時00分～17時15分

1人 220,000円～310,000円 (2)8時00分～15時30分

正社員 64歳以下 03030-  439221
医療事務技能２級以上

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

正社員 64歳以下 03030-  440621
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
1人 185,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030-  441921

4人 185,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030-  442121
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時30分
1人 165,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03030-  443021
管理栄養士 変形（1ヶ月単位）

(1)8時45分～17時45分
1人 179,000円～203,500円

正社員 64歳以下 03030-  444721
栄養士 変形（1ヶ月単位）

(1)8時45分～17時45分
1人 162,000円～162,000円

正社員以外 不問 03030-  445821
看護師 変形（1ヶ月単位）
准看護師 (1)7時00分～16時00分

2人 いずれか 160,000円～260,000円 (2)8時45分～17時45分
(3)10時00分～19時00分

正社員 64歳以下 03030-  446221
介護福祉士 変形（1ヶ月単位）

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

(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030-  447521

(1)8時30分～17時30分
1人 133,987円～138,720円

正社員以外 59歳以下 03030-  448421
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 170,000円～210,000円

正社員以外 不問 03030-  449321
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 144,080円～167,667円 (2)20時00分～5時00分

正社員 18歳～45歳 03030-  450121
看護師
准看護師 (1)8時00分～17時00分

1人 いずれか 200,000円～250,000円 (2)9時00分～18時00分
普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 03030-  451021
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
2人 175,000円～200,000円

正社員 59歳以下 介護支援専門員 03030-  452721
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
3人 150,150円～207,900円

正社員以外 18歳以上 警備経験あれば尚可 03030-  453821
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
警備員指導教育責任者 (1)8時00分～17時00分

1人 190,000円～229,800円

正社員 18歳～64歳 03030-  454221
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

1人 158,000円～250,000円 (2)20時00分～5時00分

正社員 18歳～35歳 03030-  455521
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

2人 158,000円～250,000円 (2)20時00分～5時00分

正社員 18歳～64歳 経験者あれば尚可 03030-  456421
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

20人 170,240円～179,200円

正社員以外 不問 03030-  457321
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時00分
1人 139,050円～143,438円

正社員以外 不問 03030-  461821

4

ホールサービス／カフェポ
ンテ

「カフェポンテ」での業務となります。・フロアに
て、オーダーを取り、お客様へ料理等配膳、レジ操
作、片付けな　・まれに町内の店舗へ食材仕入に行
く場合もあります。（社用車又は自家用車空き状況
により）＊繁忙期は主に５月ＧＷ、８月です。

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

加工従業員（臨時従業員短
期）

ボイルわかめの加工作業となります。＊わかめを釜
に入れて炊き作業　＊ゆで上がったわかめを冷却す
る作業　＊わかめ箱詰作業　＊雇用期間は３月中旬
から４月中旬頃までを予定。わかめの収穫状況によ
り、雇用期間が前後する場合があります。

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
月未満）

岩手県宮古市

プレス金型メンテナンス／
山田

・プレス金型メンテナンス業務　＊超精密プレス加
工を行っているため、常に金型の微調整などを繰り
返し実施することで製品の精度を保つメンテナンス
業務を行っていただきます。＊繊細さや集中力を必
要とします。★待遇は経験により考慮します。

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根７－４－１０

株式会社富士工業

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／山田 コネクター用プレス端子加工および金型設計・製作
を主要とした業務を行っておりますが、その内、プ
レスオペレーターを募集します。・主にプレス機械
に材料の取付け、製品の取出し　・実体顕微鏡を使
用して外観検査など　・繊細さや集中力を必要とし

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根７－４－１０

株式会社富士工業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

交通誘導警備員（正社員／
幹部候補）

幹部候補として交通誘導警備に従事します。将来は
新人の研修も行ってもらいます。・主な現場は建設
現場工事現場の交通誘導　・現場へは直行直帰また
は乗合、社用車の貸与も可。警備員指導教育責任者
の資格も必要です。

岩手県宮古市金浜第４地割
６３番地１

有限会社　ニコニコ
警備保障

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

交通誘導警備員 交通誘導警備に従事します。・主な現場は建設現場
工事現場の交通誘導　現場へは直行直帰または乗合
になります。また場合によっては、社用車の貸与も
可能です。（自家用車使用の際ガソリン支給）＊６
０歳以上の方大歓迎！！６０歳以上の方も多数活躍

岩手県宮古市金浜第４地割
６３番地１

有限会社　ニコニコ
警備保障

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

介護支援専門員 愛福祉会指定居宅介護支援事業所において下記の業
務を行っていただきます。・利用者のケアプラン作
成　・介護認定調査　・利用者宅への訪問　・相談
業務　・その他付随する業務

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

看護職員／有料老人ホーム 有料老人ホーム利用者の看護全般に従事、主に下記
の業務を行います。・バイタルチェック　・健康管
理　・服薬管理　・通院介助　・その他付随する業
務　＊利用者（２１名）への看護業務となります

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

製造職（機械ＯＰ） 工場屋内にて、電子部品取付の機械操作を行いま
す。
最初は、補助作業を行いながら徐々に覚えてスキル
アップして頂きます。＊未経験から指導のもと、習
得可能です。

岩手県宮古市大字津軽石１
９－１８

株式会社　宮古マラ
ンツ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

製造作業員 当社作業場において下記の業務に従事していただき
ます。・半導体材料であるガリウム、インジウムの
製造工程を担当していただきます。・製造現場にお
いての原料の前処理工程、溶解工程、電気分解工
程、鋳造の作業です。雇用期間：１年更新

岩手県宮古市小山田１丁目
７番地

ラサ工業株式会社
宮古事業所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

加工業務 社内での製品加工業務・電線をコネクターに挿入す
る作業・電線の指定された箇所にテープを巻く作
業・電線切断作業など＊専用の器具を使用した作業
も一部ありますが大半が手作業となります＊初めて
の方でもご指導いたしますので安心してご応募くだ

岩手県宮古市田鎖９－２５ 有限会社　ユーエム
アイ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

岩手県下閉伊郡岩泉町乙茂
字上９－１２

社団医療法人　緑川
会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

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

岩手県下閉伊郡岩泉町乙茂
字上９－１２

社団医療法人　緑川
会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

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

岩手県下閉伊郡岩泉町乙茂
字上９－１２

社団医療法人　緑川
会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

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

岩手県下閉伊郡岩泉町乙茂
字上９－１２

社団医療法人　緑川
会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

ＬＰＧ販売スタッフ及びＳ
Ｓスタッフ／正社員

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


岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字村木１８－１

泉金商事　株式会社

雇用期間の定めなし
又は7時00分～19時00分
の間の8時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

牧場運営・新製品開発・企
画・製造・事務

牧場では乳牛をはじめヤギ・羊・ロバを飼育してお
り、県内外からお客様も沢山来られます。○可愛
く、オシャレな牧場にする為の遊び場作り　○チー
ズ、お菓子などの製造　○動物たちの世話　○新商
品の開発イベント企画

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5時00分～17時00分
の間の8時間

岩手県宮古市

総務・経理事務 ○パソコン（会計ソフト）を使ったデータ入力　○
給与計算　○電話・来客対応、事務所内清掃　○書
類作成　○その他、付随する業務　外出用務がある
場合があります。（社用車使用）土・日・祝日、勤
務可能な方歓迎します。

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
Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、メー

ルが問題なく使える。
岩手県宮古市

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

岩手県宮古市大通１丁目５
－２

岩見神経内科医院

雇用期間の定めなし Ｗｉｎｄｏｗｓ７または
Ｗｉｎｄｏｗｓ１０を
不自由無く使えること 岩手県宮古市

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

岩手県宮古市大通１丁目５
－２

岩見神経内科医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市



普通自動車免許一種 変形（1年単位）
５トン限定準中型自動車免 (1)7時30分～16時30分

1人 180,000円～250,000円

正社員 59歳以下 03030-  462221
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-  463521
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

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

(3)12時00分～21時00分

正社員以外 64歳以下 03030-  464421

(1)9時30分～18時30分
1人 133,002円～133,002円 (2)12時30分～20時30分

正社員以外 不問 03030-  465321
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

１,２級建築施工管理技士 (1)8時00分～17時00分
1人 あれば尚可 150,000円～400,000円

正社員 64歳以下 03030-  466621
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
介護福祉士あれば尚可 (1)8時30分～17時30分

2人 資格手当の支給あり 140,000円～168,000円 (2)9時00分～18時00分
(3)7時00分～16時00分

正社員 64歳以下 03030-  468121
栄養士、管理栄養士 変形（1ヶ月単位）

いずれか (1)8時30分～17時30分
1人 普通自動車免許一種 154,080円～171,200円

正社員以外 不問 03030-  469021
車両系建設機械運転技能 変形（1ヶ月単位）

大型自動車免許 (1)8時00分～17時00分
1人 あれば尚可 203,150円～215,100円

正社員 59歳以下 重機運転経験 03030-  471521
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

車両系建設機械運転技能 (1)8時00分～17時00分
3人 158,667円～272,000円

正社員以外 不問 土木作業経験 03030-  473321
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 147,688円～161,700円

正社員 35歳以下 03030-  474621

(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 普通自動車免許一種 03030-  478721
変形（1ヶ月単位）

2人 175,000円～175,000円

正社員 不問 03030-  480421
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 174,750円～256,300円

正社員 64歳以下 建設経験者あれば尚可 03030-  482621
調理師

食品衛生責任者 (1)8時00分～16時20分
1人 あれば尚可 170,000円～230,000円

正社員 59歳以下 03030-  483921
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 140,000円～200,000円

正社員 不問 03030-  484121
保育士 変形（1ヶ月単位）

1人 153,360円～170,400円

正社員以外 59歳以下 03030-  485021
介護福祉士 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
1人 167,800円～176,440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-  500821
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 173,250円～254,100円 (2)8時00分～16時30分

正社員 64歳以下 03100-  312821

(1)8時00分～17時00分
1人 230,800円～316,100円

正社員 64歳以下 04010- 7188921

(1)8時00分～17時00分
3人 344,900円～419,600円

正社員 64歳以下 04010- 7214221

5

建築技術者（建設コンサル
タント業務／経験不問）

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

宮城県仙台市青葉区一番町
２丁目２－１３　仙建ビル
３階

株式会社　クランク

雇用期間の定めなし
建設業界における就業経験あ

れば尚可 岩手県宮古市、他

土木施工管理（未経験者） 〇土木施工管理（未経験者）〇　土木工事現場にお
いて、現場監督の助手をして頂きます。工作物の寸
法測定や、地中に埋まる箇所等の写真撮影をして、
図面通りの寸法が確保されているか画像を保全する
お仕事です。

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
岩手県宮古市、他

土木作業員、型枠大工、重
機オペレーター、配管工

◆主に久慈管内岩泉町周辺の土木、建築等の現場作
業に従事していただきます。【主な業務内容】・土
木工事作業全般　・土砂の掘削や積み込み、埋め戻
し　・資格に応じて重機オペレーター及び大型車両
などの運転　・その他、上記に付随する業務

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
会社建設関係の資格が

あれば尚可
雇用期間の定めなし

希望職種における経験者であ
れば尚可

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

介護職員（介護福祉士）／
小本

グループホーム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（ご家
族のご利用と勤務を当施設でされますと自己負担実

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

保育士／正社員以外 園児の保育業務全般を行っていただきます。・保育
実務　・日誌や園児の連絡ノート記載　・各計画の
作成　・園児の安全、健康管理業務　・ほか、行事
等の準備や環境整備など　＊担当クラス等は採用後
に決定となります。

岩手県宮古市津軽石第４地
割４０番地８

社会福祉法人　慈愛
会　津軽石保育所

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

庶務（事務） 当社事務所兼宿舎において下記の業務を行っていた
だきます。・簡単な経理業務　・来客や電話・メー
ルの対応　・役所等への書類提出や買い物、現場事
務所等外出用務　・ＰＣを使用し書類作成（ワー
ド・エクセル）・書類のコピー等　・各フロアの清

岩手県宮古市磯鶏沖８－２
５

有限会社　リアライ
ズ

雇用期間の定めなし パソコン基本操作
（ワード・エクセル）が
できる方、経理事務経験 岩手県宮古市

調理員／丼の店おいかわ
宮古魚菜市場店（正社員）

主にお刺身、海鮮丼などの食事を提供しているお店
です。・調理員として、調理業務全般を担当してい
ただきます。・お魚を捌いたり、丼物の調理および
盛り付けや飲み物作り等を行っていただきます。

岩手県宮古市板屋３丁目２
－６

株式会社　ダイニン
グ

雇用期間の定めなし 和食調理経験あれば尚可
※経験者は採用面で優遇しま

す。見習可。 岩手県宮古市

足場組立作業員 各建設現場において、・足場の組立、解体作業　・
基礎工事、土木作業等　主な現場は山田町、宮古市
などの沿岸地域となります。資格、実務経験がなく
てもやる気のある方歓迎です。必須資格取得費用は
会社で負担します。

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第１２地割３－７２

北成興業　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

ホテルフロント（日勤） ホテル宮古ヒルズステーション店において、フロン
ト係に従事していただきます。・宿泊のお客様の
チェックイン、チェックアウト業務　・インター
ネットによる予約受付等の管理　・パソコンを使用
して情報入力等の基本操作　・電話対応による予約

岩手県宮古市和見町５－１ ブリーズベイオペ
レーション６号　株
式会社　（ホテル宮
古ヒルズステーショ
ン店）

雇用期間の定めなし
パソコンによる

文字入力の基本操作
又は8時00分～22時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

生活相談員 当社が運営する小規模デイサービス（利用者１５人
程度）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

介護支援専門員
（ケアマネージャー）

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

電工 電気設備全般に従事していただきます。・一般住宅
や公共事業の電気設備　・設計、施工、保守、管理
業務　・その他付随する業務　＊移動は社用車（マ
ニュアル）を使用　＊現場は主に宮古・下閉伊地域
○各種有資格者は採用面で優遇します。

岩手県宮古市板屋３丁目２
－６

有限会社　オイカワ
設備企画

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

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

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第１６地割３－３１

株式会社　宇野ビル
ド

建設・重機関係の資格が
あれば尚可雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
岩手県宮古市、他

重機オペ運転手及びとび土
工

各工事現場において以下の業務を行っていただきま
す。・重機による掘削等土工事　・とび、土工作業
員として工事作業全般　＊主な工事現場は沿岸地域
となります　＊大型免許有資格者尚可


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

栄養士　又は　管理栄養士 地域密着型特別養護老人ホームと併設ショートステ
イの栄養士業務を担当していただきます。・調理委
託業者との調整等　・掲示用献立表の作成　・食事
の観察、栄養状態及び嗜好等を踏まえた食事の調整
等　・個別栄養ケア計画作成と実施及びフォロー

岩手県下閉伊郡田野畑村奥
地１３番地

社会福祉法人　山栄
会　特別養護老人
ホーム　リアス倶楽
部雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
一部業務がＰＣ入力となります
が、初心者でも十分に入力でき
ます。栄養士経験あれば尚可 岩手県下閉伊郡田野畑村

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

岩手県下閉伊郡田野畑村奥
地１３番地

社会福祉法人　山栄
会　特別養護老人
ホーム　リアス倶楽
部雇用期間の定めなし 記録が一部ＰＣ入力となります

が、初心者でも十分に入力でき
ます。介護経験あれば尚可

又は7時00分～22時00分
の間の8時間

岩手県下閉伊郡田野畑村

建築技術者（見習い可） ＊公共工事や一般住宅建築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○パソコン入
力操作（ワードエクセル、ＣＡＤ）ができれば尚可

岩手県宮古市八木沢三丁目
１１－５


株式会社菊地建設

雇用期間の定めなし ＰＣ入力操作（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、
ＣＡＤ）、建築施工管理業務経

験者あれば尚可 岩手県宮古市

販売員 店内で販売業務を行います。・商品品だし　・接
客、レジ操作（自動精算機）　・包装等　・清掃業
務　経験者、未経験者問いません。接客が好きな方
お待ちしております。

岩手県宮古市小山田２－２
－１　マリンコープＤＯＲ
Ａ　１Ｆ

酒の二葉屋

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

岩手県下閉伊郡山田町山田
１－１１－３

社会福祉法人　親和
会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

鉄工作業員（宮古工場） 弊社工場内において下記の業務にします。・各種プ
ラント機器の溶接作業　・製缶作業　・配管工事
・各種産業機械の据付工事　・メンテナンス　等
＊据付作業の際は社用車（２トン～４トン平ボディ
トラック）を使用します

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

商品管理及び運搬の補助作
業

商品の整理・管理及び運搬の補助作業を行います。
○海産物の選別・管理及び大船渡～久慈の各浜より
海産物を２ｔトラックにて田老工場への運搬作業

岩手県宮古市田老字西向山
１６－１

株式会社　神野商店
田老工場

準中型免許は
Ｈ２９．３．１２以降

免許取得の方
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）
(1)8時00分～17時00分

2人 358,164円～574,414円

正社員 64歳以下 04010- 7672921
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 154,000円～216,500円

正社員 40歳以下 04080-  436621
普通自動車免許一種

※求人に関する特記事項参照 (1)8時00分～17時45分
1人 250,000円～250,000円

正社員以外 不問 22020- 2822921

(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-  566721
普通自動車免許一種

14人 147,400円～249,800円

正社員以外 不問 03030-  567821
車両系建設機械運転技能 変形（1年単位）

あれば尚可 (1)8時00分～17時00分
2人 186,667円～233,334円

土木作業経験あれば尚可

正社員 59歳以下 ※未経験者も大歓迎です 03030-  569521
普通自動車免許一種

介護福祉士 (1)8時00分～17時00分
1人 145,000円～155,000円

正社員 59歳以下 03030-  570321
中型自動車免許

中型免許は８ｔ限定以上 (1)7時30分～15時00分
1人 小型移動式クレーン 150,000円～200,000円

玉掛技能者

正社員 64歳以下 03030-  577221
交替制あり
(1)7時20分～15時50分

1人 140,000円～190,000円 (2)8時00分～16時30分
(3)9時30分～18時00分

正社員以外 不問 03030-  579421
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

各種整備資格あれば尚可 (1)8時00分～17時00分
1人 144,500円～300,000円

正社員 64歳以下 03030-  582021
大型自動車免許 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 小型移動式クレーン 144,500円～300,000円

正社員 64歳以下 03030-  586521
保育士
看護師

3人 准看護師 154,100円～192,100円

正社員以外 不問 03030-  587421
歯科衛生士 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～18時30分
1人 180,000円～200,000円 (2)8時30分～12時30分

正社員 不問 03030-  588321

(1)8時30分～18時30分
1人 150,000円～180,000円 (2)8時30分～12時30分

正社員 不問 03030-  589621
警備員検定試験（２級） 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～17時00分
3人 193,500円～193,500円 (2)21時00分～6時00分

正社員以外 18歳以上 警備業務 03030-  592821
変形（1年単位）
(1)7時00分～16時00分

2人 145,000円～240,000円 (2)8時30分～17時30分
(3)13時00分～21時00分

正社員 59歳以下 基本的なパソコン操作 03030-  593221
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

2人 172,000円～172,000円 (2)21時00分～6時00分

正社員以外 18歳以上 03030-  594521
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
中型自動車免許 (1)8時00分～17時30分

1人 あれば尚可 234,300円～319,500円

正社員 59歳以下 03030-  595421
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

10人 172,000円～172,000円 (2)21時00分～6時00分

正社員以外 18歳以上 03030-  596321
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

足場の組立て等作業主任者 (1)8時00分～17時30分
1人 あれば尚可 255,600円～298,200円

足場の組立・解体の経験

正社員 59歳以下 あれば尚可 03030-  597621
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足場作業員／宮古 当社において下記の作業を行っていただきます。・
当社保有のクサビ足場を使用し、お客様宅の足場仮
払工事を行います。・主に足場組立、解体の作業
・その他付随する業務

岩手県宮古市田鎖第１２地
割１０番地５

有限会社　東北ペイ
ント

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

警備員（岩泉地域） 地域の安全を守るサービスを提供する仕事です。
・交通誘導：工事現場や店舗駐車場などの周辺で通
行車両や歩行者の安全確保の為の誘導
・雑踏警備：イベントや祭り会場での事故を未然に
防ぐ業務

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

岩手県下閉伊郡岩泉町

塗装工／宮古 一般住宅の屋根外壁塗装工事を行っていただきま
す。・養生、洗浄、コーキング等　・塗装作業補助
・ローラー、刷毛等での塗装作業　・トラック等で
資材、材料の運搬（４ｔトラック使用は有資格
者）・現場清掃等　○社用車貸与。

岩手県宮古市田鎖第１２地
割１０番地５

有限会社　東北ペイ
ント

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

警備員（資格不問） 地域の各地で安全サービスを提供する仕事です。
・交通誘導：工事現場や店舗駐車場などの周辺で通
行車両や歩行者が交通事故に合わないよう安全に誘
導　・雑踏警備：イベントや祭り会場での事故を防
ぐ　※簡単に覚えることができる仕事です。

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

フロント業務 フロント業務全般　・宿泊等の入館手続き、お客様
案内、料金精算、電話対応、顧客データ入力　・売
店、喫茶の対応など　・その他付随する業務　※
データ入力等の簡単なパソコン操作を伴います

岩手県下閉伊郡田野畑村羅
賀６０－１

株式会社　陸中たの
はた

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

警備員（有資格者） 地域の各地で安全サービスを提供する仕事です。
・交通誘導：工事現場や店舗駐車場などの周辺で通
行車両や歩行者が交通事故に合わないよう安全に誘
導　・雑踏警備：イベントや祭り会場での事故を防
ぐ　※簡単に覚えることができる仕事です。

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
月未満）

岩手県宮古市

歯科助手 院内において、歯科診療の補助業務に従事していた
だきます。・患者誘導　・診療器具の準備、片付
け、消毒　・歯科医師および歯科衛生士の診療サ
ポート　・院内清掃　その他付随する業務をお願い
します。

岩手県宮古市宮町一丁目１
－４６

坂下歯科医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

歯科衛生士（１） 院内において、歯科衛生士業務に従事していただき
ます。・医師の補助　・口腔衛生指導、歯科予防処
置　・診療器具の準備、片付け、消毒　・院内清掃
その他付随する業務をお願いします。

岩手県宮古市宮町一丁目１
－４６

坂下歯科医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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
月未満）

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

運転手：岩泉 レンタル用建設機械器具の配達に従事していただき
ます。・８ｔ平ボデータイプのトラックの運転　・
有資格者の方は建設重機、小型移動式クレーン（ユ
ニック）の操作があります。・レンタル機械の設置
業務（ハウス組立含む）あります。

岩手県宮古市板屋１丁目２
－７

株式会社　イブキ産
業

雇用期間の定めなし 玉掛け等の資格あれば尚
可

岩手県下閉伊郡岩泉町

整備業務：宮古機材セン
ター

レンタル用建設機械及び車両等の点検整備を行いま
す。○バックホー、ダンプ、ユニック車、発電機
等々、多様な職種の建設機械・車両の点検業務や、
それに伴う整備○現場へ出向いて業務を行う場合も
あり○依頼の状況により、車両の引き取り・納車あ

岩手県宮古市板屋１丁目２
－７

株式会社　イブキ産
業

雇用期間の定めなし
整備経験のある方

あれば尚可
岩手県宮古市

幼稚園教諭 当法人が運営する幼稚園において、保育業務全般を
お願いします。・クラス担任補助　・バス添乗（登
降園時）・降園後の預かり保育のお手伝い　・各種
年間行事などのお手伝い　・園児数は３５名程度と
なる予定

幼稚園教諭免許
（専修・１種・２種）

岩手県下閉伊郡山田町八幡
町１２－２１

学校法人光明学園
山田幼稚園

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

運転手 山田町内の事業所を中心に、廃棄物の収集運搬作業
を行います。・車は２ｔ車～４ｔ車使用　・積込み
は手作業ですが、有資格者には移動式クレーンを使
用　・週２回程度、県内の処分場までの運搬業務


岩手県下閉伊郡山田町飯岡
第２地割１１４番地２

陸中スキット　株式
会社

雇用期間の定めなし
大型自動車免許あれば尚

可
岩手県下閉伊郡山田町

介護員 デイサービス利用者の介護業務（食事、入浴、排泄
介助、レクリエーション）に従事していただきま
す。送迎やレクリエーションで運転業務がありま
す。利用者のべ８～１０名です。＊介護員、入浴介
助等の経験あれば尚可

岩手県宮古市松山第８地割
７１番５

株式会社　福寿草

雇用期間の定めなし
介護員、入浴介助等の経験あ

れば尚可 岩手県宮古市

現場作業員 当社請負の各現場にて以下の業務時従事していただ
きます。・土木工事全般（各現場により作業内容が
異なります）・その他付随する業務　＊未経験者も
大歓迎

岩手県宮古市西町１丁目２
番２３号

恵比寿建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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　・新型コロナウイルス感染症対策など

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
月以上） パソコン操作（ワード・エク

セル）できる方
又は8時00分～17時30分
の間の8時間程度

岩手県宮古市、他

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

建方作業及び建方作業の指
揮・指導（契約社員）（岩
手県）

建方作業及び建方作業の指揮・指導　入社後、当社
研修施設にて当社基準・ルールに則った建方工事方
法を習得して頂きます。その後実際の建築現場にて
建方作業等に従事して頂きます。一年を通じて同県
内で安定した仕事が出来ます。

静岡県浜松市西区大久保町
１２２７－６

株式会社　一条工務
店

建設業界の経験もしくは木造建
築物の組立等の作業経験５年以
上(免許取得の為)【歓迎】職長
教育修了者※経験年数応相談

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

営業（山田営業所） ○屋根工事（瓦屋根等）で工務店中心にルートセー
ルス及び現場監理業務に従事して頂きます。※初め
は営業責任者につき補助作業を行って頂きますの
で、安心し　てご応募ください。※営業エリア：就
業場所より周囲５０ｋｍ圏内

宮城県気仙沼市松川前１３
５番地

株式会社　ヤマサカ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

設備施工管理【岩手県】 ビル、マンション、工場、プラントなどの空調、冷
暖房、換気、給排水、衛生設備の施工管理になりま
す。具体的には、○工事計画の立案　○見積書の作
成（予算策定、提案）〇ＣＡＤを使っての図面作
成・修正　○現場の進捗管理（工程、品質、安全）

宮城県仙台市若林区六丁の
目中町１８－１５
斎喜六丁の目ビル２１２

株式会社　ナスキー

エクセル、ワード、
ＣＡＤ操作、空調、冷暖房、
換気、給排水、衛生設備等の

現場管理経験

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他



変形（1年単位）
(1)8時30分～17時00分

3人 保育士 173,800円～178,000円

正社員 59歳以下 03030-  601021
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 184,000円～276,000円

正社員以外 不問 03030-  603821
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)6時30分～15時30分
1人 155,100円～225,600円 (2)8時00分～17時00分

(3)10時30分～19時30分

正社員 40歳以下 03030-  604221
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
危険物取扱者（乙種） (1)6時30分～15時30分

1人 157,450円～225,600円 (2)8時00分～17時00分
(3)10時30分～19時30分

正社員 64歳以下 03030-  605521
看護師 交替制あり
准看護師 (1)7時00分～16時00分

1人 いずれか 173,936円～333,800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-  606421
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 186,000円～279,000円

正社員 59歳以下 鉄筋工の経験あれば尚可 03030-  607321
交替制あり
(1)8時00分～17時00分

1人 152,700円～152,700円 (2)20時00分～5時00分

正社員 18歳～59歳 03030-  608621
交替制あり
(1)8時00分～17時00分

10人 152,700円～152,700円 (2)20時00分～5時00分

正社員 18歳～59歳 03030-  609921
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

１、２級管工事施工管理技士 (1)8時00分～17時00分
2人 あれば尚可 230,000円～280,000円

正社員 64歳以下 04010- 9218821
調理師 交替制あり

(1)6時00分～15時00分
2人 151,920円～168,800円 (2)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 13080-11385121
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
3人 358,164円～574,414円

正社員 64歳以下 03010- 2791821
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

１,２級建築施工管理技士 (1)8時00分～17時00分
2人 あれば尚可 358,164円～574,414円

※建築施工管理技士の資格者優遇

正社員 64歳以下 03010- 2793521
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
中型自動車免許 (1)9時00分～18時00分

1人 あれば尚可 160,000円～200,000円

正社員 61歳以下 03010- 3043721
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

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

正社員 61歳以下 03010- 3061221
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

二級自動車整備士,自動車検査員 (1)9時00分～18時00分
5人 中型自動車免許あれば尚 208,000円～248,000円

正社員 61歳以下 03010- 3062521
看護師
准看護師 (1)8時15分～17時15分

1人 いずれか 172,000円～232,000円

正社員 59歳以下 03030-  534221
看護師
准看護師 (1)8時20分～17時20分

2人 いずれか 197,100円～257,000円
普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 03030-  535521
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 150,000円～200,000円

正社員 59歳以下 ワード・エクセル 03030-  536421
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 201,230円～319,590円

正社員 59歳以下 03030-  537321
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

1人 201,230円～319,590円

正社員 59歳以下 03030-  538621
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土木技術者 土木部での業務に従事していただきます。・現場の
施工管理、工程、品質、安全管理業務　＊主に公共
事業（道路・港湾・河川）ですが、一部民間事業も
請け負っています。＊現場は、主に宮古市内とな
り、移動は社有車を使用します

岩手県宮古市宮町１丁目３
－５

陸中建設　株式会社

雇用期間の定めなし ワード・エクセルができる
方、道路・港湾・河川等の施

工管理 岩手県宮古市

建築技術者 建設部での業務に従事していただきます。・現場の
施工管理、工程、安全管理業務　＊店舗・事務所な
どの改修から、学校・施設などの公共事業（木造建
築から鉄骨建築）まで幅広く請け負っています。＊
現場は、主に宮古市、下閉伊管内となります。

岩手県宮古市宮町１丁目３
－５

陸中建設　株式会社

雇用期間の定めなし
ワード・エクセルができる

方、土木工事
岩手県宮古市

一般事務／本社 パソコンを使用し（ワード・エクセル）書類作成、
電話、来客対応となります。＊事務経験がなくても
最初から仕事を教えますので初心者の方でも問題あ
りません。


岩手県下閉伊郡岩泉町門字
中瀬５１－８

小野新建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

看護師（訪問） 宮古山口訪問看護ステーションにおける診療の補
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　＊状況により雑務等も行いま
す。＊訪問には社用車を使用します。

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

看護師 リハビリデイホームあすも　介護多機能ホームあす
もにおいて下記の業務に従事して頂きます。・看護
業務およびそれに伴う報告書の作成　・介護業務全
般　・機能訓練　・健康相談等　・その他付随する
業務○パート勤務希望の方のご相談に応じます。

岩手県宮古市大通３丁目６
番５１号

リハビリデイホーム
あすも　介護多機能
ホーム　あすも

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

自動車検査員（正社員：二
戸、久慈、宮古、釜石、遠
野）

トヨタカローラ岩手の整備工場にて下記業務を行っ
ていただきます。・車検、各種一般整備　・点検整
備の電話案内、来店時の受付応対　・整備後の電話
によるアフターフォロー　・各種カー用品のご提
案、販売　・その他自動車販売および整備に関わる

岩手県盛岡市上堂４丁目６
－５

トヨタカローラ岩手
株式会社

雇用期間の定めなし 自動車整備工場又は修理工場で
の勤務経験あれば尚可、簡単な
ＰＣ入力作業ができれば尚可 岩手県宮古市、他

自動車整備士（正社員：二
戸、久慈、宮古、釜石、遠
野）

トヨタカローラ岩手の整備工場にて下記業務を行っ
ていただきます。・車検、各種一般整備　・点検整
備の電話案内、来店時の受付応対　・整備後の電話
によるアフターフォロー　・各種カー用品のご提
案、販売　・その他自動車販売および整備に関わる

岩手県盛岡市上堂４丁目６
－５

トヨタカローラ岩手
株式会社

雇用期間の定めなし 自動車整備工場又は修理工場で
の勤務経験あれば尚可、簡単な
ＰＣ入力作業ができれば尚可 岩手県宮古市、他

営業スタッフ（正社員：宮
古店）

自動車という商品を通じてお客様のカーライフを末
長くサポートしていく仕事です。・トヨタ自動車製
造の新車および中古車の販売　・ご購入いただいた
お客様へのアフターフォロー　・車検点検誘致、損
害保険販売、割賦商品販売

岩手県盛岡市上堂４丁目６
－５

トヨタカローラ岩手
株式会社

雇用期間の定めなし ワード、エクセル、ＰＣ入力
作業ができれば尚可、営業、

販売の経験あれば尚可 岩手県宮古市

建築施工管理【岩手県】 工事竣工まで、現場管理をするお仕事です。民間発
注のマンション、施設、工場、倉庫などＳ・ＲＣ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、下請け業者への

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【岩手県】 工事竣工まで、現場管理をするお仕事です。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。主に現場監督の補助的な業務になります

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

測量士補あれば尚可※土
木施工管理技士の資格者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

調理師【ふれあい荘】 ◎老人保健施設での入居者の食事提供業務　調理、
仕込み、盛り付け、配膳等食事提供業務全般　＊慣
れない仕事も多いかもしれませんが、未経験からス
タートしているスタッフも多いのでご安心くださ
い。解らないことは先輩スタッフが指導します。

東京都新宿区西新宿３－２
０－２　東京オペラシティ
タワー１７階

株式会社　グリ－ン
ヘルスケアサ－ビス

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

調理経験（病院、介護施設、
大量調理経験者）は

優遇します。 岩手県宮古市

設備施工管理補助【岩手
県】

ビル、マンション、工場、プラントなどの空調、冷
暖房、換気、給排水、衛生設備の施工管理になりま
す。具体的には、○工事計画の立案　○見積書の作
成（予算策定、提案）〇ＣＡＤを使っての図面作
成・修正　○現場の進捗管理（工程、品質、安全）

宮城県仙台市若林区六丁の
目中町１８－１５
斎喜六丁の目ビル２１２

株式会社　ナスキー

雇用期間の定めなし Excel、Word、CAD操作、空調、
冷暖房、換気、給排水、衛生設
備等現場管理経験あれば尚可 岩手県宮古市、他

製造機械オペレーター／正
社員（トライアル併用求
人）

製造機械オペレーターは、成形機、プレス機、組立
機という機械を使ってコネクタを生産する仕事で
す。作業場所は温湿度管理されたクリーンルーム内
でタッチパネルを使った機械操作が中心作業になり
ます。

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第２地割３１－１

株式会社　エフビー

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

工作機械オペレーター／正
社員（トライアル併用求
人）

工作機械オペレーターは、コネクタ生産に必要な金
型や設備パーツを工作機械を使って加工するお仕事
です。日々の業務を通じ、各種の技能検定に挑戦す
ることもできます。加工に関する知識・技術が無く
ても、研修制度がありますので、ご安心ください。

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第２地割３１－１

株式会社　エフビー

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

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

岩手県宮古市松山第５地割
１７－１

有限会社　因幡鉄筋
工業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師・准看護師 施設入居者（１２０名）の健康管理業務に従事。
・バイタルチェック　・処置、投薬　・通院同行
・経管栄養管理等　夜勤は看護師１名、介護員６名
での対応となります

岩手県宮古市西ヶ丘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

ガソリンスタンド販売員
（船越ＳＳ）／有資格者

ガソリンスタンド販売員に従事していただきます。
・車両への給油業務、応対サービス
・窓ふき、洗車、簡単な自動車整備
・タイヤ交換、配達などの諸業務

岩手県下閉伊郡山田町船越
第６地割１４２－１２

株式会社　サカモト

危険物取扱者乙種４類以
上雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

ガソリンスタンド販売員
（船越ＳＳ）

ガソリンスタンド販売員に従事していただきます。
・車両への給油業務、応対サービス
・窓ふき、洗車、簡単な自動車整備
・タイヤ交換、配達などの諸業務
○未経験から丁寧に指導いたします。

岩手県下閉伊郡山田町船越
第６地割１４２－１２

株式会社　サカモト

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

足場作業員 業務内容
・建設現場での足場組立・足場解体作業等の業務
・実務経験を積んだのち、本人の適性を見て、営業
業務、現場管理職や若手指導員等に就いていただき
ます。

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第１４地割３１－２

佐々総業　株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

保育教諭 平成２７年１１月より「認定こども園宮古ひかり」
として開園いたしました。０歳から５歳児の保育を
行っています。経験によってはクラス担任として業
務を行っていただきます＊幼稚園教諭と保育士の両
方の資格をお持ちの方を対象とした求人になります

幼稚園教諭免許
（専修・１種・２種）

岩手県宮古市西町３丁目３
－２６

学校法人　岩手キリ
スト教学園　認定こ
ども園　宮古ひかり

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



普通自動車免許一種 変形（1年単位）
フォークリフト (1)8時15分～17時00分

2人 あれば尚可 159,000円～242,000円

正社員 64歳以下 03030-  539921
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

2人 143,990円～153,000円 (2)20時30分～5時30分

正社員以外 18歳以上 03030-  543521
大型自動車免許

車両系建設機械運転技能 (1)7時30分～16時30分
1人 小型移動式クレーン 193,500円～193,500円

玉掛技能者、いずれか

正社員 64歳以下 03030-  544421
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

2人 143,990円～153,000円

正社員以外 不問 03030-  545321
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時30分

3人 149,569円～149,569円 (2)16時30分～1時00分
(3)23時30分～8時00分

正社員以外 18歳～59歳 03030-  546621
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
液化石油ガス設備士 (1)8時30分～17時30分

1人 危険物取扱者（丙種） 160,000円～180,000円
高圧ガス販売主任者(第２種)

あれば尚可
正社員 59歳以下 配管工経験 03030-  549021

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-  550221
介護福祉士 変形（1ヶ月単位）

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

(3)10時00分～19時00分

正社員以外 64歳以下 03030-  557021
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-  558721
保育士 交替制あり

(1)8時30分～17時00分
1人 165,480円～190,680円 (2)7時00分～13時00分

(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030-  560421
准看護師 交替制あり

看護師あれば尚可 (1)8時30分～17時00分
1人 165,480円～190,680円 (2)7時00分～13時00分

(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030-  561321
保育士

(1)8時30分～17時15分
1人 163,100円～192,200円

正社員以外 不問 03030-  563921
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
2人 玉掛技能者 194,400円～237,600円

あれば尚可

正社員 64歳以下 土木作業経験車優遇 05041-  243121

8

重機オペレーターおよび土
木作業員【県外】

○河川改修及び道路工事などの土木作業及び重機オ
ペレーターに従事していただきます　＊被災地復興
現場もあります　＊現場作業所に泊り込んで作業し
ます。毎週日曜日には帰省します（土曜日作業終了
後、帰って来ます）

秋田県仙北市田沢湖神代字
戸伏松原４０－３

株式会社　森元組

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

保育士／こども課（会計年
度任用職員）

宮古市内保育所（公立保育所、へき地保育所）１１
か所のいずれかでの勤務となります。・園児の日中
活動の保育や記録など　・園内清掃や備品消毒など
・担当クラスや児童数は、勤務する保育所によって
変わります。＊パートでの勤務も相談可能です。

岩手県宮古市宮町一丁目１
－３０

宮古市役所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

保育業務（准看護師・看護
師）

２歳未満児の保育業務が主な仕事になります。その
他消毒作業なども行っていただきます。・現在は１
８人の園児を５名の保育士が担当しております。・
園児は全部で６３名おり、保育士は９名体制で行っ
ております。

岩手県宮古市沢田４番１号 常安寺保育園

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

保育士 ２歳未満児の保育業務が主な仕事になります。・現
在は１８人の園児を５名の保育士が担当しておりま
す。・園児は全部で６３名おり、保育士は９名体制
で行っております。・担任は持ちません。●雇用期
間は年度更新となります

岩手県宮古市沢田４番１号 常安寺保育園

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

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
月未満）

岩手県宮古市

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

岩手県宮古市保久田８番３
７

特定医療法人　弘慈
会　宮古第一病院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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後楽
町４－５

社会福祉法人　三心
会　山田町第一保育
所

幼稚園教諭免許
（専修・１種・２種）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

ＬＰガス配管工 ＬＰガス配管工業務を行います。
・給水管引き込み、屋内配管、下水道排水設備作業
・メンテナンス業務
・ＬＰガス営業活動業務（住宅メーカーや不動産
等）

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

合板工（交替制あり） 合板の製造、加工業務を行います。・単板の乾燥作
業　・合板を加工機械に挿入する作業と加工作業
・難しい機械操作は行いません。最初は単材（畳く
らいの薄い板）を乾燥機に装入する作業　・細かな
単板をつなげる作業　・入力での作業もあります

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

精密部品の検査 空調の効いた明るい工場内で座って作業して頂きま
す。拡大鏡や顕微鏡を使用し携帯電話、デジタルカ
メラなどに用いられる精密電子部品（コネクタ）の
検査をして頂きます。細かい作業が得意な方に最適
なお仕事です。

岩手県宮古市田鎖９地割５
５番地１

株式会社　エム・ア
イ・テイー　東北工
場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

大型運転手 主に以下の業務を行っていただきます。
［丸太運搬］
・大型トラック（１０ｔグラップル付）による運
搬、積み下ろし　運行範囲…宮古管内、八戸　必要
資格…車両系建設機械（整地・運搬・積込）

岩手県宮古市田老字乙部２
４７－２８

有限会社　平内運送

雇用期間の定めなし
大型運転業務
１年以上の経験

岩手県宮古市

コネクター製造オペレー
ター

空調の効いた明るい工場内で下記の業務を担当して
頂きます。プレス機、射出成形機、自動組立機など
のオペレーション業務。自動で動きますので停止が
発生した時の対応や材料補給などの軽作業となりま
す。◆未経験者でも１～３ヶ月程で慣れる仕事です

岩手県宮古市田鎖９地割５
５番地１

株式会社　エム・ア
イ・テイー　東北工
場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

コンクリート製品製造員 主にコンクリート製品のＵ字形側溝を製造していま
す。・型枠内に入れる鉄筋組み　・側溝用の型枠組
立　・型枠内にコンクリートを流し込み、養生期間
終了後、型枠から外す作業・使用した後の型枠掃除
などを行います。

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

岩手県下閉伊郡山田町
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