
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
(1)18時00分～9時00分

2人 202,950円～223,450円 (2)20時00分～9時00分
(3)9時00分～18時00分

正社員 18歳～34歳 03010- 5847921
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)18時00分～9時00分
2人 190,500円～210,000円 (2)20時00分～9時00分

(3)9時00分～18時00分

正社員以外 18歳～39歳 03010- 5848121
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)9時30分～19時00分
2人 171,360円～171,360円

正社員 35歳以下 03010- 5968921
交替制あり
(1)7時30分～16時15分

1人 133,618円～168,900円 (2)8時30分～17時15分
(3)10時45分～19時30分

正社員以外 不問 03030-  948621
１級土木施工管理技士
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～300,000円
普通自動車免許一種

正社員 不問 03030-  950721
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

土木工事関連経験

正社員 不問 あれば尚可 03030-  951821

(1)8時00分～17時00分
1人 200,000円～200,000円

普通自動車免許一種
正社員 不問 重機オペレーター経験あれば尚可 03030-  952221

(1)12時00分～21時00分
1人 142,760円～142,760円

正社員以外 不問 レジ経験あれば尚可 03030-  954421
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

2人 137,500円～139,500円 (2)11時00分～20時00分
(3)20時00分～5時00分

正社員 18歳～64歳 03030-  955321
普通自動車免許一種

介護福祉士 (1)8時30分～17時30分
1人 あれば尚可 140,000円～200,000円

正社員 64歳以下 03030-  956621
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～17時00分
2人 179,200円～273,200円

正社員 64歳以下 03030-  958121
８トン限定中型自動車免許 変形（1年単位）

中型自動車免許 (1)5時15分～14時15分
1人 158,000円～158,000円

いずれか
正社員 64歳以下 03030-  960221

８トン限定中型自動車免許 変形（1年単位）
中型自動車免許 (1)8時00分～17時00分

1人 158,000円～158,000円 (2)5時15分～14時15分

いずれか
正社員 64歳以下 03030-  961521

２級建築施工管理技士 変形（1年単位）
２級土木施工管理技士 (1)8時00分～16時30分

1人 車両系建設機械運転技能 153,680円～226,000円
あれば尚可

正社員 不問 03030-  963321
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 166,500円～266,400円

正社員 64歳以下 03030-  964621
５トン限定準中型自動車免許

(1)8時30分～17時00分
1人 170,000円～190,000円

フォークリフトあれば尚可

正社員 59歳以下 03030-  965921
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 200,000円～500,000円 (2)7時30分～16時30分
普通自動車免許一種

正社員 不問 03030-  966121
普通自動車免許一種

(1)9時00分～18時00分
1人 200,100円～292,500円

正社員 40歳以下 03030-  967021
1

事業所名
求人番号

総合職（グローバルコース
／宮古営業所）

ご契約先に対する緊急対処業務、巡回、設置機器の
定期点検業務　社有車を使用、未経験者でも安心し
て業務に就ける様研修（６ヶ月）実施後にスタート
します。地域の安全安心を守る社会貢献度の高いや
りがいのある仕事です。

岩手県盛岡市茶畑１－１７
－１０

セコム　株式会社
東北本部　岩手統轄
支社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

（3月4日時点の内容です）

３月１日　から　　３月４日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は３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

調理 入院患者様への食事の調理業務に従事していただき
ます。・食事の盛付け（セントラルキッチン方式
（外部調理）によるクックチルシステム採用）・食
札準備、配膳、下膳・食器洗浄・材料の検収・パソ
コンを使用しての食数管理・調理室内の清掃

岩手県下閉伊郡山田町飯岡
第１地割２１番地１

岩手県立　山田病院

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

ピット作業員（宮古市） 商品管理及びピット作業員として下記の業務を行っ
ていただきます　・ピット作業補助（タイヤ交換、
タイヤ洗い、交換後のタイヤの袋詰め等）・商品
（タイヤ、カー用品）の整理　・ピット内の清掃
・その他関連業務

岩手県盛岡市津志田町一丁
目５－２１

株式会社　ブリヂス
トンリテール岩手

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

機械警備スタッフ（地域限
定採用／宮古営業所）

ご契約先に対する緊急対処業務、巡回、設置機器の
定期点検業務　社有車を使用、未経験者でも安心し
て業務に就ける様研修（６ヶ月）実施後にスタート
します。地域の安全安心を守る社会貢献度の高いや
りがいのある仕事です。

岩手県盛岡市茶畑１－１７
－１０

セコム　株式会社
東北本部　岩手統轄
支社

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）基本操作ができること

重機オペレーター 各現場において下記の仕事を行います。・バックホ
ウ等の重機を操作し、土砂等の掘削、盛り上げ工事
等・工作物等解体工事○現場は宮古市、山田町、釜
石市のほか陸前高田～田野畑。通勤車がない方は乗
合も相談可能です○重機オペレーター経験者優遇

岩手県宮古市近内６－３－
６

飯岡興業　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木施工管理／補助 土木施工管理の補助業務を担当していただきま
す。・品質管理、安全管理、施工調整等の監督指揮
業務の補助　・業務に関する各種書類作成　○現場
は宮古市、山田町、釜石市のほか陸前高田～田野
畑。通勤車がない方は乗合も相談可能です。

岩手県宮古市近内６－３－
６

飯岡興業　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木施工管理 土木施工管理業務を担当していただきます。・品質
管理、安全管理、施工調整等の監督指揮業務　・業
務に関する各種書類作成　○現場は宮古市、山田
町、釜石市のほか陸前高田～田野畑。通勤車がない
方は乗合も相談可能です。

岩手県宮古市近内６－３－
６

飯岡興業　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

車両系建設機械（基礎工
事用、整地・運搬・積込
用及び掘削用、解体用）
運転技能者いずれか

介護員（通所） 通所リハビリテーション（デイケア）の介護業務を
行います。・おおよそ２０名の利用者を介護　・食
事、入浴、排泄、健康管理、自立支援、レクリエー
ション、送迎等　・現在６名の介護員で担当してい
ます。

岩手県宮古市実田２丁目５
－１０

医療法人　おかだ外
科内科クリニック

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

自動機オペレーター 組立オペレーション業務　主にスマートフォンや電
子機器向けコネクターの自動組立機操作です。立ち
仕事ですので体力が必要です。工程としては１．部
品を機械へセット　２．タッチパネル操作による稼
働　３．コネクターの出来上がりを顕微鏡等で検査

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

レジ部門（１２時～） レジ・接客業務を行っていただきます。・お客様が
購入された商品の会計（レジチェッカー使用）・袋
詰め　・その他商品陳列、搬入品の検品　・店内清
掃等　＊通常は２人体制ですが仕事に慣れるまでは
３人体制となります。＊レジ経験のある方尚可

岩手県宮古市佐原３丁目１
１－２

有限会社　フード
ショップはこいし

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

運転手（建設資材・食料
品）

○当社車両（４ｔ車）による総合建設資材（セメン
ト、配管、住宅設備等）の配送、フォークリフトや
手作業による積み降ろし・配送コース：田野畑村・
岩泉町コース、山田町コース、川井地区コース○３
ｔ冷凍車による食料品（冷凍・チルド品）の配送。

岩手県宮古市西町一丁目７
－３２

有限会社　東北物流
運輸

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

運転手（食料品） ○３ｔ冷凍車による食料品（冷凍・チルド品）の配
送。・配送コース：宮古市内、山田町、釜石方面や
田老方面　※車両は配送前点検を毎日実施します。

岩手県宮古市西町一丁目７
－３２

有限会社　東北物流
運輸

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護員 利用者の方のデイサービス介護全般を行います。・
食事、入浴、排泄、レクレーション等の介助　・送
迎運転業務（社用車使用）＊利用者さんが楽しい１
日を過ごせるよう業務を行っています。○資格取得
制度あり

岩手県下閉伊郡岩泉町浅内
字下栗畑８０地割６

株式会社クオール
（デイサービスすず
らん）

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

※フォークリフト運転資
格についてはあれば尚可

※フォークリフト運転資
格についてはあれば尚可

水揚げ立ち会い、一般事務 下記業務を担当していただきます・ほとんど毎日入
港する底曳船の水揚げ立ち会い（魚の選別等）・年
２回入港する遠洋鮪漁船の水揚げ立ち会い・給与計
算・船員保険関係の書類作成、各データの入力等・
外出用務（２ｔ車を使用）・その他付随する業務

岩手県宮古市鍬ヶ崎上町４
番６９号

金沢漁業　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

林業作業員 林業作業に従事し下記の業務を行います。
・立木等をチェンソーで伐採、バックホーで作業道
を作り、林業用機械で木を集める　・林業用機械
ハーベスタを利用して木を切り丸太にする　・検知
や丸太の積込、はい積等

岩手県下閉伊郡田野畑村菅
窪２０５－８

株式会社　ふるさと
木材

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木・建設作業員 土木工事、建設工事作業全般を行っていただきま
す。・一般住宅や公共工事がメイン・有資格者は重
機オペレーター、現場管理業務等も担当＊経験や資
格のない方の応募も可能。ご相談ください＊現場は
主に山田町、岩泉町、田野畑村、久慈市です。

岩手県下閉伊郡山田町大沢
第７地割２０１番地１

サカエ興業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町、他

伐木業務（チェンソー）
／刈払機作業従事者あれ

ば尚可

２ｔ車を運転できる免許
があること

ワード・エクセル等
簡単な操作

セールスドライバー いわて生協宮古センター所有の車両（２ｔ車）運転
による下記の業務を担当していただきます。・当日
配達するエリアの組合員様からの注文商品の、車両
への積み込み業務　・担当エリアの組合員様宅へ
の、商品受け渡し業務

岩手県宮古市田鎖第８地割
１２－１

いわて生活協同組合
共同購入事業部　宮
古センター

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

現場責任者 下記の業務に従事していただきます。
・ゼネコンや地元業者の現場における土木施工管理
業務　・工程管理等、付随する一切の業務　＊元請
に出向の場合もあり。

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

岩手県宮古市、他
パソコン基本操作

（ワード・エクセル）

◎ 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３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



介護福祉士 変形（1ヶ月単位）
あれば尚可 (1)8時15分～17時15分

2人 142,000円～182,000円 (2)7時00分～16時00分
(3)10時00分～19時00分

正社員 59歳以下 03030-  968721
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
準中型自動車免許 (1)9時00分～17時30分

1人 あれば尚可 165,900円～247,300円 (2)9時00分～18時00分
※特記事項参照

正社員 30歳以下 03030-  969821
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

８トン限定中型自動車免許 (1)8時00分～17時00分
1人 小型移動式クレーン 165,000円～220,000円

あれば尚可

正社員 40歳以下 03030-  972621
交替制あり
(1)8時00分～17時00分

3人 152,700円～152,700円 (2)20時00分～5時00分

正社員 35歳～54歳 03030-  974121
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 250,000円～300,000円
普通自動車免許一種

正社員 不問 パソコン操作 03030-  975021
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 不問 03030-  976721
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 ２級土木施工管理技士 170,000円～350,000円
あれば尚可

正社員 64歳以下 03030-  977821
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)6時30分～14時30分
2人 185,000円～185,000円 (2)14時00分～22時00分

(3)22時00分～7時00分

正社員 18歳～35歳 03030-  978221
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)7時00分～15時00分
1人 170,000円～170,000円

正社員 35歳以下 03030-  979521
８トン限定中型自動車免許 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 185,334円～347,500円

正社員 64歳以下 03030-  980321
普通自動車第二種免許 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～17時00分
2人 142,307円～142,307円

正社員 64歳以下 03030-  981621
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 150,000円～176,000円 (2)8時00分～17時00分

(3)12時00分～21時00分

正社員 45歳以下 03030-  982921
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

5人 あれば尚可 141,019円～217,550円

正社員 64歳以下 土木工事作業 03100-  617821
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 200,000円～320,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 経験年数３年以上 03100-  618221
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 146,880円～146,880円

正社員 59歳以下 03100-  637421
普通自動車免許一種
１級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

3人 ２級土木施工管理技士 357,100円～565,200円
あれば尚可

正社員 69歳以下 04010-14306021
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時30分
2人 157,000円～204,000円 (2)9時00分～17時00分

正社員 45歳以下 04010-14325521
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
2人 249,700円～343,700円

正社員 69歳以下 ＣＡＤ使用経験あれば尚可 04010-14490521
調理師

(1)5時00分～14時30分
1人 154,600円～181,000円

正社員以外 不問 03010- 5492321

(1)10時30分～19時30分
1人 149,600円～176,000円

正社員以外 不問 03010- 5499221

2

調理員／嘱託（宮古市） 請負先事業所において責任者の指示のもと　患者様
への食事提供業務　調理、盛付、厨房内での業務全
般　＊患者数：１５０名程度　＊雇用について　１
年毎の契約更新有り（但し、勤務内容に問題が無い
限り）

岩手県盛岡市大通３丁目３
番１０号　七十七日生盛岡
ビル　９階

日清医療食品　株式
会社　北東北支店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

調理師／嘱託（宮古市） 請負先事業所において責任者の指示のもと　患者様
への食事提供業務　調理、盛付、厨房内での業務全
般　＊患者数：１５０名程度　＊雇用について　１
年毎の契約更新有り（但し、勤務内容に問題が無い
限り）

岩手県盛岡市大通３丁目３
番１０号　七十七日生盛岡
ビル　９階

日清医療食品　株式
会社　北東北支店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

土木施工管理補助 ・現場での写真撮影・測量・パソコンでの書類作成
など現場監督の補佐をしていただきます。経験を積
んで、ゆくゆくは施工管理として活躍できます◇資
格取得を目指す方を積極的に支援しています！（施
工管理技士に合格した場合、受験料全額会社負担）

宮城県仙台市宮城野区榴岡
３丁目１０－７
サンライン第６６ビル２Ｆ

株式会社　クリエイ
トワークス　建設事
業部

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

技術・営業 【技術】トラクターをはじめとした農業機械の整備
業務全般に従事して頂きます。【営業】ルート営業
が主になります。担当エリア内のお客様を訪問し、
ヤンマーの農業機械・資材・部品などの販売、メン
テナンスを行います。

宮城県仙台市若林区六丁の
目西町８－１　斎喜セン
タービル１階

ヤンマーアグリジャ
パン　株式会社　東
北支社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木施工管理 ・現場管理（安全管理、原価管理、品質管理、現場
スタッフへの指示）・測量、丁張、写真管理、出来
形管理等　・主にゼネコンの１・２次下請け工事現
場等の施工管理　・道路、下水道、河川、護岸、橋
梁、造成工事◇有資格者・ＣＡＤ経験のある方優遇

宮城県仙台市宮城野区榴岡
３丁目１０－７
サンライン第６６ビル２Ｆ

株式会社　クリエイ
トワークス　建設事
業部

雇用期間の定めなし
建設現場での実務経験、
ＣＡＤ使用経験あれば尚可

岩手県宮古市、他

移動販売員 【主な業務内容】＊鮮魚などの商品を保冷車で販
売、接客、金銭授受＊商品の品出し陳列及び補充＊
後方付けなど上記に付随する業務＊お客様より注文
を受けた商品の配達など（牛乳・ヨーグルトなど）
※保冷車を運転し移動販売をする仕事になります

岩手県下閉伊郡普代村第１
３地割字普代１４０番地４

有限会社　マルコシ
商店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

現場監督 ◆土木工事現場にて、施工管理全般の仕事を担当し
ていただきます【主な仕事内容】＊土木工事現場に
て施工管理・工程管理・安全管理等＊現場の作業指
示、各種書類作成＊その他上記に付随する作業等※
現場は久慈・二戸・岩泉・葛巻・田野畑が主な現場

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
土木部門

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

土木軽作業員 ◆土木工事現場にて、土木作業の仕事を担当してい
ただきます【主な仕事内容】＊土木工事の現場にて
作業＊交通誘導など、その他上記に付随する作業等
※現場は、久慈・二戸・岩泉・葛巻・田野畑が主な
現場となります

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
土木部門

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

ガソリンスタンド販売員・
ＬＰガス業務

○販売業務　給油、洗車、オイル、タイヤ交換等。
○ＬＰガス業務　ＬＰガスの配送（宮古市内）、検
針、配管工事等。＊資格取得により、基本給のベー
スアップがあります。１資格につき、テキスト・講
習代を含む初回受験費用を会社が負担いたします。

岩手県宮古市築地２丁目１
－４

株式会社　菊長商店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

運転手 タクシーでの旅客輸送業務を行っていただきま
す。・出庫前の車両点検　・料金収受、乗務記録の
記入　・車両の清掃作業等　一般のタクシー乗務員
の他、介護職員初任者（旧ヘルパー２級）以上お持
ちの方は介護タクシー乗務員となる場合があります

岩手県宮古市大字津軽石５
－３２

有限会社　クボタタ
クシー

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

現場代理人 工事現場での管理業務全般を行います。・現場代理
人の業務を担当　・現場は主に宮古市内　弊社は公
共工事（道路・ダム・下水道など）から、一般の建
築工事（新築・リフォーム）の他に、水道や外構な
ど、様々な種類の工事を行う会社です。

岩手県宮古市山口１丁目２
－３１

沢与建設　株式会社
中型免許一種（８ｔ限定
含む・マニュアル必須）

雇用期間の定めなし
パソコン操作ができる方
現場管理業務の経験者

岩手県宮古市

フロント業務（日勤） ビジネスホテルのフロント業務を行います。
・宿泊予約の受け付け、来客・宿泊客対応
・宿泊料金の精算業務
・顧客管理などに伴うパソコン簡易操作
・問合せ等の電話対応などを行っていただきます。

岩手県宮古市新町２－５ 有限会社　熊安旅館
（宮古セントラルホ
テル熊安）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

フロント業務（夜勤あり） ビジネスホテルのフロント業務。
・宿泊予約の受け付け、来客・宿泊客対応
・宿泊料金の精算業務
・顧客管理などに伴うパソコン簡易操作
・問合せ等の電話対応などを行っていただきます。

岩手県宮古市新町２－５ 有限会社　熊安旅館
（宮古セントラルホ
テル熊安）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木施工管理技士 図面の作成、施工管理及び現場管理に従事しま
す。・河川や道路工事の現場が多く、主に山田町
内・宮古市内の現場・１人１現場を受け持ちます・
その他、工事関連書類や写真の整理・管理等○未経
験、無資格の方は見習いから始めていただきます。

岩手県下閉伊郡山田町長崎
２丁目５－１８

有限会社　藤沢組

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木作業員 土木工事部での業務　・土木工事（基礎工事、資材
の運搬など）・水道工事（漏水工事、風呂、キッチ
ン、トイレ等の配管工事や器具の取り付け作業な
ど）＊１チーム３～５人で土木現場を完成させる仕
事です（各現場の世話役が指導します）

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字合の山１２－４

株式会社　西倉工務
店

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 土木工事部での業務　・現場管理、工事の書類・写
真整理　※パソコンは、ワード・エクセルのほかに
専用ソフトを使用します。※現場では、トランシッ
ト・レベルなどをお願いします。使用方法は、指導
します。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字合の山１２－４

株式会社　西倉工務
店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

製造機械オペレーター【就
職氷河期世代限定求人】

製造機械オペレーターは、成形機、組立機という機
械を使ってコネクタを生産するお仕事です。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

介護員 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を行っていただきます。・入
浴、排せつ、調理業務、食事等の介護・その他の日
常生活上の支援・レクリエーションや機能訓練　○
未経験の方応募可能です。

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
簡単なタブレット入力
（既存様式への入力）

岩手県宮古市

営業および配送、在庫管理 当社において下記の業務に従事していただきま
す。・ロープ、漁網等漁業資材等の営業それに伴う
配送　・報告書作成（ＰＣ使用）・その他付随する
業務＊配送に使用する車両：２ｔ・４ｔトラック、
軽トラック（ＡＴ限定は不可）

岩手県宮古市磯鶏沖８－２
４

東北製鋼株式会社
宮古営業所

雇用期間の定めなし
ＰＣスキル基本操作、
ワード、エクセル

岩手県宮古市

営業職 弊社は岩手県内にブリヂストン製タイヤを販売する
代理店です。担当地区のユーザーを対象としたルー
トセールスを行っていただきます。
《業務内容》・自動車用タイヤ・ホイール等の卸売
販売　・社有車を使用してユーザー訪問

岩手県宮古市実田１丁目８
－１０

ブリヂストンタイヤ
岩手販売株式会社
宮古営業所

雇用期間の定めなし
エクセル・ワード・
パワーポイント

岩手県宮古市、他



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30分～17時30分

1人 液化石油ガス設備士 166,000円～192,000円
あれば尚可

正社員 35歳以下 03010- 5579221
交替制あり
(1)8時30分～17時30分

1人 139,473円～164,667円 (2)13時00分～22時00分
(3)23時00分～8時00分

正社員 18歳～59歳 03030-  872221
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
1人 170,000円～220,000円

正社員 64歳以下 03030-  874421
理学療法士
作業療法士 (1)8時30分～17時30分

1人 いずれか 220,000円～350,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03030-  875321
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～158,500円 (2)10時00分～19時00分

(3)16時30分～9時30分

正社員以外 不問 03030-  876621
普通自動車免許一種

(1)8時00分～16時45分
1人 145,000円～149,000円

正社員以外 64歳以下 03030-  880221
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-  881521
診療情報管理士

(1)8時30分～17時15分
1人 147,400円～173,200円

正社員以外 不問 03030-  882421
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

1人 143,990円～170,000円 (2)20時30分～5時30分

正社員以外 18歳以上 03030-  883321
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30分
1人 ２級管工事施工管理技士 170,000円～300,000円

正社員 59歳以下 03030-  888721
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 あれば尚可 231,667円～301,167円

正社員 40歳以下 03030-  889821
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
2人 176,000円～216,000円

正社員 45歳以下 03030-  894121
普通自動車免許一種
危険物取扱者（乙種） (1)8時30分～17時00分

1人 危険物（乙種４類）以上 150,000円～220,000円 (2)8時30分～12時00分

正社員 62歳以下 03030-  895021
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 アーク溶接技能者(基本級) 195,500円～225,400円

ガス溶接作業主任者,いずれか

正社員 59歳以下 03030-  896721
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

２級管工事施工管理技士
あれば尚可

正社員 64歳以下 給排水工事作業経験あれば尚可 03030-  897821
介護職員初任者研修修了
ホームヘルパー２級 (1)8時00分～17時00分

1人 いずれか 143,000円～143,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03030-  898221
１,２級土木施工管理技士
２級管工事施工管理技士 (1)8時00分～16時30分

1人 いずれか 231,000円～359,000円
※この他、仕事の内容欄参照

普通自動車免許一種
正社員 64歳以下 現場施工管理経験 03030-  899521

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 小型移動式クレーン 194,792円～343,750円

正社員 45歳以下 03030-  900021
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 194,792円～343,750円

正社員 64歳以下 03030-  901721
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～18時30分
1人 190,000円～190,000円 (2)8時15分～18時30分

(3)8時30分～12時20分

正社員 30歳以下 03030-  902821

3

歯科助手 歯科外来患者の診療補助業務を行います。・デジタ
ルレントゲンへの入力、再生・患者さんの案内・歯
科器具の準備、片付け、消毒・院内清掃等・歯科診
療に関する若干の雑用＊未経験者歓迎＊歯科アシス
タント講習会への参加あり（盛岡市：年７回）

岩手県宮古市西町一丁目７
－３８

林　歯科クリニック

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般土木作業員 公共工事が主体の道路や林道の築造・補修、砂防堰
堤の築造などの土木作業に従事していただきます。
※建設業は多くの資格や免許が必要になりますが、
その場合は会社で支援しますのでキャリアアップが
できます。

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

岩手県宮古市

重機オペレーター 公共工事が主体の道路や林道の築造・補修、砂防堰
堤の築造などの土木作業に係る重機操作に従事して
頂きます。※建設業は多くの資格や免許が必要にな
りますが、その場合は会社で支援しますのでキャリ
アアップができます。

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

岩手県宮古市

土木施工管理技士 ・土木工事、舗装工事、管工事現場の施工管理、現
場監督　・安全管理、パソコンを使用し書類の作成
・現場状況の写真管理、完成図書の作成　※建設機
械施工技士、管工事管理技士の資格がある方も応募
可能　※大型自動車免許あれば尚可

岩手県下閉伊郡岩泉町袰綿
字浦場６５－１

有限会社　澤里土木
工業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

中型又は大型自動車免
許、玉掛技能者あれば尚

可

訪問介護員 町内の利用者の方のお宅に訪問し、生活援助、身体
介護等の業務を行います。・移動は自家用車を使用
していただき、交通費は別途支給となります。・平
均件数は４～５件です。未経験の方には担当者が親
切丁寧に指導し、同行いたします。

岩手県下閉伊郡山田町川向
町７番４号

有限会社　山崎タク
シー

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

配管工および土木作業員 給排水設備工事および上下水道工事全般に従事して
いただきます。
・一般住宅、公共工事等の給排水工事
・上下水道、衛生配管工事
・上記に付随する業務

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

砂利・砂プラント作業員／
経験者

松山プラント内での砂利、砂等の生産に関する業務
に従事していただきます。・ベルトコンベアーで運
ばれる砂利に含まれているゴミ等の処理、機械管
理、保守点検等を行います・重機の運転等も行いま
す・本社出勤後、松山プラントでの業務となります

岩手県宮古市上鼻２丁目６
番７５号

株式会社　伊藤礦業
所

雇用期間の定めなし
ガス溶接・溶断、アーク溶接、機械
設備等の修理経験のいずれか 岩手県宮古市

燃料の配達業務 ・灯油・重油などの配達業務　・ガソリンスタンド
での給油業務など　＊お客様から注文を受けタイム
リーに配達する業務です。＊配達車両は取得免許に
より１．９ｔ～４ｔ車（タンクローリー車）となり
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

カーライフアドバイザー
【正社員】

当社にて販売営業を行っていただきます。お客様の
ご要望に合わせて最適な車を提案していただきま
す。・お車に関する保険やクレジット等のカーライ
フ全般のコンサルティング業務・ご案内業務（車検
や点検等のアフターサービス）・店舗での接客業務

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

土木作業員 各現場において解体工事および土木作業に従事して
いただきます。
・屋外作業となります
・当社では社員との連携やコミュニケーション、協
調性を大切にする方を希望します

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

設備工事 当社では公共事業・一般住宅の上下水道工事、浄化
槽工事、新築及びリフォーム工事等幅広く行ってお
ります。・給排水工事全般に従事していただきます
＊建設車両系の免許・資格があれば優遇します＊経
験がなくてもやる気があれば一から指導します。

岩手県宮古市栄町１－２３ 株式会社　小成良治
商店

雇用期間の定めなし 給水装置工事主任技術者
あれば尚可

岩手県宮古市

精密機械加工 大きくても手のひらサイズ位の精密金型部品を製作
するお仕事です。微細な精密金属パーツを、フライ
ス盤、平面研磨盤、ＮＣプロファイルグラインダ、
マシニング、放電加工機などを使用し製作します。

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

事務補助員（会計年度任用
職員）

医事経営課の事務作業補助の業務全般を行っていた
だきます。・文書等作成補助　・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　※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
院内がん登録実務者

あれば尚可
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

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

事務員兼生活支援員 【事務】
・法人、事業所の会計・出納関連　・法人、事業所
の諸規定整備関連　・法人（理事会・評議員会）関
連　・事業所の給付費請求事務関連　・職員の労務
管理関連　・利用者自治会の会計・出納関連

岩手県下閉伊郡山田町山田
第１６地割９番１０

社会福祉法人やまだ
共生会　やまだ共生
作業所

雇用期間の定めなし
パソコン操作

（ワード・エクセル）
岩手県下閉伊郡山田町

介護職員／正社員以外（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　※１年更新　○経験のな
い方でも担当職員が丁寧に指導します。

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

理学療法士・作業療法士 当法人が運営する、ハートランド宮古リハビリテー
ションにおいて下記の業務に従事していただきま
す。・通所リハビリを利用される方（最大２８名）
への機能訓練（スタッフ２名対応）・訪問リハビリ
＊移動は自家用車または社用車です。

岩手県宮古市実田２丁目５
－１０

医療法人　おかだ外
科内科クリニック

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

設備工事（宮古支店）【３
５歳以下】

・ガス器具等、付帯設備器具の取付工事
・配管設備工事、水道設備工事
＊工事対象は一般家庭からアパート・マンション、
ビル等も含みます。＊作業習得期間中は資格を有す
る従業員と同行して業務を行います。

岩手県盛岡市内丸１４－４ 泉金物産　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護支援専門員（ケアマネ
ジャー）

ハートランド宮古併設の居宅介護支援事業所の介護
支援専門員業務を行います。・介護サービス計画の
策定および相談業務　・要介護認定の申請代行等
・外出用務の際は、基本的に社用車使用　・６５歳
以上の方の応募歓迎します。

岩手県宮古市実田２丁目５
－１０

医療法人　おかだ外
科内科クリニック介護支援専門員

（ケアマネージャー）
雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

プラスチック成形機オペ
レーター

プラスチック成形機のオペレーター業務を行いま
す。・射出成形機への金型の取付・機械操作、材料
供給・生産品の状況確認　※未経験の方でも指導し
ますので応募お待ちしております・通信機械や自動
車用電子機器などに使用されるコネクタの関連業務

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



普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
歯科衛生士 (1)8時30分～18時30分

1人 210,000円～210,000円 (2)8時15分～18時30分
(3)8時30分～12時20分

正社員 35歳以下 03030-  903221
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
準中型自動車免許 (1)8時00分～17時00分

1人 ２級土木施工管理技士 160,000円～250,000円
あれば尚可

正社員 64歳以下 03030-  904521
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
準中型自動車免許 (1)8時00分～17時00分

2人 １,２級建築施工管理技士 209,700円～300,000円

正社員 64歳以下 大工経験 03030-  905421
２級建築施工管理技士 変形（1ヶ月単位）
２級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

2人 二級建築士、いずれか 180,000円～350,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03030-  906321
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
準中型自動車免許 (1)8時00分～17時00分

1人 140,000円～180,000円

正社員 64歳以下 03030-  907621
歯科衛生士

(1)8時30分～18時30分
1人 167,000円～187,000円

正社員 不問 03030-  908921

(1)8時30分～18時30分
1人 150,000円～150,000円

正社員 40歳以下 パソコン基本操作 03030-  909121
看護師 変形（1ヶ月単位）
准看護師 (1)7時00分～16時00分

1人 いずれか 175,700円～187,300円 (2)8時30分～17時30分
普通自動車免許一種 (3)12時30分～21時30分

正社員以外 64歳以下 03030-  910821
公害防止管理者 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時30分
1人 200,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03030-  911221
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

1人 143,000円～160,000円

正社員 59歳以下 検査業務経験あれば尚可 03030-  912521
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 40歳以下 エクセル・ワード等 03030-  913421
８トン限定中型自動車免許 変形（1年単位）

石綿作業主任者 (1)8時00分～17時00分
2人 大型自動車免許 186,400円～396,100円

あれば尚可

正社員 18歳～64歳 03030-  914321
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-  916921
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～16時30分
1人 147,000円～163,334円

正社員 59歳以下 03030-  918021
交替制あり
(1)8時30分～17時30分

2人 165,000円～185,000円 (2)7時30分～16時30分
(3)18時30分～3時30分

正社員 18歳～30歳 03030-  919721
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
中型自動車免許 (1)6時30分～15時00分

1人 あれば尚可 170,000円～230,000円 (2)13時30分～22時00分
(3)15時00分～23時30分

正社員 18歳～64歳 03030-  921421
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 181,334円～226,667円

正社員 59歳以下 03030-  922321
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 141,614円～141,614円

正社員以外 不問 03030-  923621
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～20時00分
1人 160,000円～250,000円 (2)20時00分～8時00分

正社員 18歳～64歳 ボイラー運転経験あれば尚可 03030-  924921
２級土木施工管理技士 変形（1年単位）
２級建設機械施工技士 (1)8時00分～17時00分

1人 いずれか 200,000円～250,000円

正社員 59歳以下 普通自動車免許一種 03030-  925121

4

土木工事監督 各作業現場において管理業務全般に従事していただ
きます。・工程管理、安全管理、写真管理等　・パ
ソコンを使用しての計画書作成　・報告書などの書
類作成　＊各現場への移動は社有車を使用して直行
直帰となります。

岩手県宮古市太田１丁目８
番４号

株式会社　青山工業

雇用期間の定めなし 土木施工管理技士または建設
機械施工技士いずれも２級以上

岩手県宮古市

発電維持・運搬作業（ボイ
ラー管理）

木質バイオマス発電所内において　・機械への燃料
の投入作業　・構内での木材の運搬作業　・バック
ホー、ローダー等の運転　・装置の運転、操作、点
検、保守等の業務　○ボイラー運転経験があれば尚
可

岩手県宮古市川井第６地割
３５

株式会社　ウッティ
かわい

※資格が無い場合も相談
に応じます。雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

製品検査 様々な電子機器に組み込まれている電子部品の製品
検査業務を担当していただきます。顕微鏡や測定器
を使い、製品の外観・寸法等の検査を行います。
＊７時間勤務可能です。９：００～１７：００、
８：３０～１６：３０等ご相談下さい。

岩手県宮古市津軽石１４ー
９７－２

ジュピター工業　株
式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

現場作業員 各作業現場において、土木作業に従事していただき
ます。・土砂の掘削や埋め戻し　・コンクリート打
設立の作業　・その他付随する作業全般を行ってい
ただきます。＊現場には直行直帰となります。

岩手県宮古市太田１丁目８
番４号

株式会社　青山工業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業フロント係 ・ホテルフロントでのお客様への対応、精算業務
（パソコン使用）・電話による予約業務　・お客様
の送迎（普通自動車）・法事等の配達　・宴会時の
飲食サービス業務に対応していただく場合もあり

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 パソコン（ワード・エクセ
ル）基本操作、接客の経験あ

れば尚可 岩手県下閉伊郡岩泉町

工作機械オペレーター 当工場は、全国の自動車産業や電気・電子産業等で
使われている金型で使用する「金属部品」の製造を
しています。
空調管理された工場内にて、最新鋭の工作機械（Ｎ
Ｃ工作機械・汎用工作機械・放電加工機等）を操作

岩手県宮古市松山第１地割
２９番地１

パンチ工業株式会社
宮古工場

雇用期間の定めなし
又は16時30分～1時30分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

水産加工員 ・鮭の加工作業が主な仕事です。・その他水産物の
加工（イカ、サケ、サンマ、イワシなどを原料とし
た各種の冷凍食品を作る仕事です。）・最大で１０
ｋｇくらいの荷物の運搬もあります。＊パート勤務
もご相談いたします。

岩手県下閉伊郡岩泉町小本
字小成１３０－１

有限会社　竹下水産

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

コネクタ製造自動機・成形
機オペレータ

電子部品（コネクタ）製造自動機オペレータ業務、
インサート成形（金型と樹脂を一体化させる方法）
機オペレータ業務　・自動組立機、インサート成形
機、モールド品自動検査機を用い、安定した稼働を
支える重要な仕事です。

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

アスベスト除去作業員 当社において下記の業務に従事していただきます。
・建物の解体、解体の前処理、超高圧水や剥離剤等
を使用して石綿除去作業
・超高圧水での煙突の石綿等の除去作業

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
土木作業経験（解体等
含む）あれば尚可

岩手県下閉伊郡山田町

一般事務 事務業務を担当していただきます。○電話・接客対
応　○車両登録書類準備　○売上・売掛管理　○お
客様のお車の引取りおよび納車の手伝い　○ショー
ルームの装飾　○その他、付随する業務および指示
された業務

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

オイルシールの仕上げ・検
査

受注製品の型に加工されたオイルシールの仕上げ及
び検査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

水質管理員 ・工場内にある公害防止設備等の点検
・記録、評価、報告書作成等の業務
・オイルシール製造工（状況により）

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

看護師 配属先の当法人各施設においての看護業務を行いま
す。・障がい者、高齢者等の利用者・入所者の日常
活動支援　・健康管理バイタルチェック　・服薬管
理等　・場合によっては介護支援業務あり　※経験
あれば尚可

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

歯科助手 歯科外来患者様の診療補助業務に従事していただき
ます。・患者様の案内　・診療器具の準備　・使用
後の消毒　・院内の清掃等を行っていただきます。
状況によっては受付業務を行う場合もあります。


岩手県宮古市田老三王１丁
目１－３－２

山本歯科医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

歯科衛生士 ・口腔衛生指導　・診療介助、診療補助　・治療器
具の殺菌・消毒、院内の清掃　付随する業務及び医
師から指示された業務全般に従事していただきま
す。※歯科衛生士経験あれば尚可

岩手県宮古市田老三王１丁
目１－３－２

山本歯科医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

大工見習い 一般住宅の建築工事全般に従事します。・各現場清
掃や資材の準備、運搬　・道具の手入れ　＊パソコ
ン操作を修得しようとする意欲・努力があれば尚可
（パソコン資格の有無は問いません）＊長く勤めて
いただける方、意欲のある方、努力できる方を希望

岩手県宮古市太田１丁目８
番２０号

有限会社　乙戸建設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

建築施工管理・土木施工管
理（見習可）

工事現場の施工管理業務を行います。・土木工事と
建築工事の現場管理（移動社用車使用）・積算見積
作成・パソコンでの工事関連書類作成　・ＣＡＤを
使用しての図面作成　お客様との打合せなどを行っ
ていただきます。１人で複数の現場を担当します。

岩手県宮古市太田１丁目８
番２０号

有限会社　乙戸建設

雇用期間の定めなし
パソコン操作出来る方、現場管
理経験、ＣＡＤ操作あれば尚可

岩手県宮古市

大工（経験者） 建築工事全般に従事します。・建前骨組み・外壁、
屋根下地・床、壁、天井の下地　基本社用車に乗り
合いで現場に向かいますが、場合により直行・直帰
となることがあります。＊パソコン操作を習得しよ
うとする意欲・努力があれば尚可

岩手県宮古市太田１丁目８
番２０号

有限会社　乙戸建設

雇用期間の定めなし 車両系建設機械（整地・
運搬・掘削）あれば尚可

岩手県宮古市

土木作業 ・住宅の基礎工事土砂掘削・型枠工事、型枠作り・
公共事業などの土木・建築作業全般・車両系有資格
者は重機操作あり　主な現場は宮古市、山田町内
＊土木施工管理の資格があれば尚可。＊長く勤めて
いただける方、意欲のある方、努力できる方を希望

岩手県宮古市太田１丁目８
番２０号

有限会社　乙戸建設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

歯科衛生士 歯科外来患者の診療補助業務を行います。・デジタ
ルレントゲンへの入力、再生・患者さんの案内・歯
科器具の準備、片付け、消毒・院内清掃等・歯科診
療に関する若干の雑用＊未経験者歓迎＊歯科アシス
タント講習会への参加あり（盛岡市：年７回）

岩手県宮古市西町一丁目７
－３８

林　歯科クリニック

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市



看護師 変形（1ヶ月単位）
准看護師 (1)8時00分～17時00分

1人 いずれか 217,280円～217,280円 (2)8時30分～17時30分
(3)9時00分～18時00分

正社員 59歳以下 03030-  926021
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 170,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03030-  927721
１,２級土木施工管理技士 変形（1ヶ月単位）
１,２級建設機械施工技士 (1)8時00分～17時00分

1人 いずれか 250,000円～300,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 経験者 03030-  928821
変形（1ヶ月単位）
(1)8時15分～17時00分

2人 141,100円～141,100円 (2)11時00分～19時45分

正社員以外 不問 03030-  932121
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時00分
2人 140,000円～180,000円

正社員以外 不問 03030-  933021
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 建築士資格等あれば尚可 160,000円～250,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03030-  935821
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時30分
1人 150,000円～200,000円

正社員 64歳以下 03030-  936221
変形（1ヶ月単位）
(1)11時00分～22時00分

1人 200,000円～250,000円 (2)10時30分～14時30分

正社員以外 不問 03030-  937521
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

８トン限定中型自動車免許 (1)8時00分～17時00分
1人 車両系建設機械運転技能 161,330円～268,830円

小型移動式クレーン
中型自動車免許はＡＴ限定不可

正社員 59歳以下 土木工事経験 03030-  939321
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
5人 大型特殊自動車免許 158,667円～226,667円

あれば尚可

正社員 64歳以下 03030-  941021
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 149,000円～184,000円 (2)8時30分～17時00分

第二種電気工事士、あれば尚可

正社員 59歳以下 03030-  943821
作業療法士

(1)8時20分～17時20分
1人 203,000円～260,200円

正社員 59歳以下 03030-  944221
理学療法士

(1)8時20分～17時20分
1人 203,000円～260,200円

正社員 59歳以下 03030-  945521
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 151,000円～151,000円

正社員 45歳以下 03030-  946421
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 152,000円～155,000円

正社員 59歳以下 ＬＰガス事業経験 03030-  947321
交替制あり
(1)8時00分～17時00分

10人 230,339円～230,339円 (2)20時00分～5時00分

無期雇用派遣労働者 18歳以上 03070- 1462221
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

2人 車両系建設機械運転技能 180,800円～180,800円

正社員 59歳以下 重機運転経験 03100-  591921
普通自動車免許一種

看護師 (1)8時30分～17時30分
2人 236,635円～294,351円

正社員 64歳以下 看護師の経験３年程度 13040-23573021
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)9時15分～17時45分
1人 155,000円～205,400円

正社員 59歳以下 03010- 5297421
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
国家自動車整備士 (1)9時15分～17時45分

1人 三級自動車整備士 150,000円～200,400円
二級自動車整備士

あれば尚可
正社員 59歳以下 03010- 5299621

5

自動車整備作業員 一般と法人事業所を対象とした自動車の車検、点
検、整備　・お客様よりお預かりした車両の点検・
整備作業（エンジンオイル交換、タイヤ交換、洗車
等）及び、整理作業　・整備士からの指示による整
備作業補助。

岩手県紫波郡矢巾町大字広
宮沢第７地割３３４番地

岩手ダイハツ販売
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

営業スタッフ（釜石店また
は宮古店）

配属店舗において営業スタッフ業務全般に従事して
頂きます。・店頭での車両（新車及び中古車）の販
売提案　・担当する顧客へのＴＥＬコールによる車
検・点検誘致や調子伺い、顧客管理及び顧客フォ
ロー　・その他、指示された業務及び付随する業務

岩手県紫波郡矢巾町大字広
宮沢第７地割３３４番地

岩手ダイハツ販売
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

看護師／宮古市 訪問看護ステーションからの訪問看護業務（管理者
候補・一般）※訪問看護事業所で高齢者や障がい者
（児）に対する　・状態観察　・内服管理　・医療
的なケアや処置　・往診への同席、状態変化時の主
治医への報告

東京都港区六本木７－１１
－１０

一般財団法人訪問リ
ハビリテーション振
興財団

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

重機オペレーター（建設現
場）

◆久慈管内、宮古方面の各工事現場にて建設機械
（バックホー、タイヤローラー、タイヤショベル、
グレーダー等）の運転業務を行っていただきます。
※現場の状況によっては、上記運転の他に土木作業
を手伝う場合もあります。

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

コネクタ部品製造オペレー
ター及び付随する業務（山
田町）

電子機器に使用されるマイクロコネクターの製造業
務
プラスチック部品の射出成型機のマシンオペレータ
金属部品加工、コネクター組立のマシンオペレータ

岩手県北上市村崎野２２地
割３８－３
グランヒルズ北上Ａ１０２

ＡＴアクト株式会社
岩手支店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

ＬＰガス事業スタッフ／経
験者

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

岩手県宮古市大通３－６－
３５

中屋石油　株式会社
設備・配管等資格

あれば尚可
雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ＬＰガス事業スタッフ ・ガス販売事業に係る営業、検針、集金業務など
・ガス設備、配管工事他ガス器具、暖房器具等の修
理など

岩手県宮古市大通３－６－
３５

中屋石油　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

理学療法士 山口病院又は介護老人保健施設における入所者・通
所者等のリハビリテーションに従事していただきま
す。・身体機能や日常生活の基本的動作能力の回
復・維持・予防を目的とした運動療法や物理療法
・その他に機能評価および計画書作成など

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

作業療法士 山口病院又は介護老人保健施設における入所者・通
所者等のリハビリテーションに従事していただきま
す。
・作業治療を用いた心身の機能回復訓練や指導・援
助

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

電気工（機械等修理業） ・電気工事、管工事、機械設置工事（建設業）など
の作業に関わる業務全般　・自動車電製品修理、業
務用各種回転機械修理（モーター、発電機等）＊出
張修理等の現場作業もあり（日帰り）

岩手県宮古市藤原二丁目９
－７

伊手屋電機　有限会
社準中型自動車免許（Ｈ２９．

３．１２以降免許取得の方）
雇用期間の定めなし

電気工事または自動車
整備の経験あれば尚可 岩手県宮古市

土木作業員 公共工事・舗装工事・道路維持等の土木作業に従事
していただきます。・現場は岩泉町・田野畑村・宮
古市・葛巻町　・現場へは、社用車にて相乗りまた
は直行直帰での移動　＊建設機械運転等、土木作業
経験あれば尚可

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
建設機械運転等、

土木作業員経験あれば尚可
岩手県宮古市、他

土木作業員 宮古・下閉伊地区の各現場において、土木工事等に
係る業務を行っていただきます。・主に公共工事及
び民間の基礎・造成等の土木工事作業　・現場作業
において２ｔ・４ｔダンプ及び４ｔトラック（ユ
ニック付）の運転業務　・現場へは直行直帰

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

岩手県宮古市

店長兼料理人 昼と夜の時間帯で地元食材を活かしたお料理を提供
するバルです。シフト管理や売上管理及び調理全般
を行っていただきます。・食材の仕入れと発注　・
仕込み、味付け、盛り付け等　・その他付随する業
務

岩手県下閉伊郡山田町中央
町５番地６

株式会社　びはん
コーポレーション

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） ｉＰａｄ、スマホ、

パソコン操作、調理経験
岩手県下閉伊郡山田町

木材加工（製造） 製造部にて、住宅木材の加工を業務を担当しま
す。・壁材の枠組みの製造作業　・木工機械に手作
業で木材を並べ、機械を操作し釘打、カット　・製
品をパレットに移し９段５列に梱包、専用棚に同じ
長さ毎に入れる等の作業

岩手県宮古市実田１丁目５
番１３号

株式会社　ヤマウチ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

設計および工務 当社は主に建築鉄骨や海洋鋼構造物を設計、施工し
ています・パソコン（ＣＡＤ）の操作、設計打合せ
同行、顧客対応・工場内での生産管理、品質管理、
写真管理など（状況を見ながら）※打合せ同行の際
には社用車を使用します◆上記ＣＡＤ経験者優遇

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
ワード・エクセルの

操作ができる
岩手県宮古市

事務および現場業務 当組合は総務、共済、指導、購買、販売、自営があ
ります。主に下記の業務があります。・一般事務、
共済の手続き、船の登録・許可にかかる事務　・ガ
ソリンスタンドでの販売、船への給油　・うにや鮑
など水揚げに関する現場作業等

岩手県下閉伊郡岩泉町小本
字家の向２２１－１

小本浜漁業協同組合

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

簡単なパソコン操作
（ワード・エクセル

基本操作） 岩手県下閉伊郡岩泉町

看護助手 当病院において、下記の業務を行っていただきま
す。
・看護職員の指導のもと、病棟の環境整備
・入院患者さんの日常生活に関わる補助業務
・寝具交換、入浴介助、食事介助、着替え介助等

岩手県宮古市板屋１丁目６
番地３６

医療法人財団　正清
会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

土木技術者／有資格者 土木工事の現場管理を行います。主に道路工事、水
道工事などを請け負っています。・書類作成　・現
場代理人として施工管理及び指揮監督業務



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

介護支援専門員 ケアマネンジメント業務を行います。・ケアプラン
の作成、相談業務、要介護認定の申請代行　・利用
者への支援や関係機関への連絡・調整等　・訪問相
談などの外出用務の際には施設車を使用　・その
他、報告書類の作成や電話応対

岩手県下閉伊郡山田町山田
第１６地割９－１０

社会福祉法人　正受
会　特別養護老人
ホーム平安荘

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

看護職員 入所者の看護業務となります。・当ホームに入所し
ている高齢者（１００名）のバイタルチェック　服
薬・健康管理、医療処置、通院同行など　・その他
付帯する業務　・現在５名（内パート１名）で看護
業務にあたっています

岩手県下閉伊郡山田町山田
第１６地割９－１０

社会福祉法人　正受
会　特別養護老人
ホーム平安荘

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 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

1人 １,２級建設機械施工技士 250,000円～300,000円
車両系建設機械運転技能

あれば尚可
正社員 59歳以下 工事現場施工管理等あれば尚可 03020-  416021

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 176,000円～220,000円

正社員 59歳以下 03020-  417721
普通自動車免許ＡＴ 変形（1年単位）

(1)9時00分～18時00分
1人 209,600円～265,100円

正社員 59歳以下 同業の経験あれば尚可 03020-  484821
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

4人 143,000円～143,000円

正社員 不問 03030-  817421
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時00分
1人 182,000円～312,000円

正社員 59歳以下 03030-  819621
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 139,080円～162,667円

正社員 45歳以下 03030-  821721
看護師 変形（1ヶ月単位）
准看護師 (1)8時30分～17時30分

1人 いずれか 200,000円～260,000円 (2)7時30分～16時30分

正社員 59歳以下 03030-  824521
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

3人 143,000円～165,000円 (2)16時00分～9時00分

正社員 59歳以下 03030-  825421
第一種電気工事士 変形（1年単位）
第二種電気工事士 (1)8時15分～17時15分

1人 いずれか 150,584円～278,000円
普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 電気設備工事経験あれば尚可 03030-  826321
調理師

(1)8時30分～17時15分
1人 139,900円～157,400円

正社員以外 不問 03030-  831221
変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分

2人 145,900円～145,900円 (2)9時30分～18時30分
(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030-  832521
１,２級土木施工管理技士 変形（1年単位）

測量士 (1)8時00分～17時00分
3人 上記いずれかの資格あれば応募可 184,167円～400,000円 (2)7時00分～16時00分

普通自動車免許一種

正社員以外 不問 03030-  835621
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-  836921
玉掛技能者 変形（1年単位）

小型移動式クレーン (1)8時00分～17時00分
3人 車両系建設機械運転技能 184,167円～260,000円 (2)7時00分～16時00分

あれば尚可

正社員以外 不問 土木作業経験あれば尚可 03030-  837121
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
危険物取扱者（丙種） (1)8時00分～17時30分

1人 あれば尚可 150,000円～200,000円

正社員 40歳以下 ワード・エクセル基本操作 03030-  838021

(1)9時00分～18時00分
1人 155,000円～155,000円 (2)9時00分～17時00分

正社員 59歳以下 ＰＣ操作できれば尚可 03030-  839721
理学療法士
作業療法士 (1)8時30分～17時30分

1人 柔道整復師 200,000円～350,000円
上記資格のいずれか
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03030-  840521
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)6時00分～15時00分
2人 150,000円～220,000円

正社員 45歳以下 03030-  841421
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00分

1人 玉掛技能者 173,000円～262,000円
移動式クレーン運転士

正社員 64歳以下 大型自動車運転あれば尚可 03030-  842321
看護師
助産師 (1)9時00分～17時30分

1人 保健師 230,000円～300,000円
いずれか

普通自動車免許一種
正社員 59歳以下 03030-  843621

6

訪問看護 在宅療養する患者さんのご自宅に訪問し、主治医の
指示により看護業務を行います。・主に在宅療養、
介護方法の指導、医療器具、医療機器の管理、注
射、点滴等　・報告書作成など簡単なパソコン入力
あり　・１日の訪問件数は平均５件

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

大型自動車運転手 主にコンクリート製品の道路側溝を製造していま
す。・１０ｔ、７ｔ車を使用し、製品の運搬を担当
します。・宮古管内、下閉伊郡、上閉伊郡、釜石等
県内への運搬です。・工場内での作業もしていただ
きます。

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

水産加工員 水産加工業務を担当していただきます。
・主にホタテの加工（殻付きホタテの箱詰め、殻む
き、貝柱のパック詰め）・時期により鮮魚の選別、
箱詰め、ウニ、アワビ、いくらの加工もあります。

岩手県下閉伊郡山田町川向
町１６８

株式会社　川石水産

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

理学療法士・作業療法また
は柔道整復師

利用者の機能訓練に従事します。・デイサービス利
用者１０名～１５名の方の機能訓練と家庭（３件～
４件）訪問し身体や作業の機能訓練を行います。・
主に午前中がデイサービス、午後が訪問サービスと
なります・訪問エリアは宮古市内です＊経験者優遇

岩手県宮古市山口５丁目８
番２号

株式会社　かがやき
ライフ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

受付事務（正社員） 当クリニックにおいて下記の業務を行っていただき
ます。・外来患者様の受付　・カルテ作成　・会計
事務　・電話対応　・その他付随する業務　○月末
～月初めはレセプト作成業務があります。＊レセプ
ト業務経験なくとも指導いたします。

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

配達 灯油、ＬＰガス（小型）、米の配達業務。・軽ト
ラックや１ｔ車（マニュアル車）を使用し、宮古市
内の得意先への配達を行います。・ＬＰガスは５
ｋ、８ｋ、１０ｋの小型ボンベとなります。・米の
配達の他、精米も行っていただきます。

岩手県宮古市栄町１－２３ 株式会社　小成良治
商店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木作業員／東北６県 東北６県の工事現場において下記の業務に従事して
いただきます。・土木作業、清掃、除雪、軽作業等
○未経験でも土木作業に興味のある方、屋外での作
業が好きな方応募歓迎します。

岩手県宮古市黒田町５番１
４号　１階

株式会社　ＦＲＯＮ
ＴＩＥＲ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

トラック運転手／田老工場
～気仙沼市

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】
気仙沼市から宮古市まで回収、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

土木施工管理／東北６県 東北６県の工事現場にて、工事竣工まで現場管理を
していただきます。・主に現場監督の補助的業務
・道路、河川、造成、災害復旧など　・現場管理、
測量、丁張、写真管理、業者等の打合せ、安全管
理、書類作成、下請け業者への指示など

岩手県宮古市黒田町５番１
４号　１階

株式会社　ＦＲＯＮ
ＴＩＥＲ

雇用期間の定めなし
Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ、ＣＡＤ操作経験
者優遇、施工管理の経験

岩手県宮古市、他

介護職／特別養護老人ホー
ム

・施設利用者（特養・短期入所者）への介護サービ
スの提供（食事、入浴、排せつ、レクリエーション
等）・採用後おおむね３ヶ月間は日勤のみの勤務
※現在、特養５０名・短期２０名の施設利用者がお
り、介護職員２４名体制でお世話をしています。

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

調理師／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）１０
か所のいずれかでの勤務となります。
・保育児童への食事などの提供

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
月以上）

岩手県宮古市

電工／有資格者 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

介護職 介護の入所施設において介護業務全般を担当しま
す。・各担当部署で利用者の方の入浴、食事、排泄
等の身体介護　・レクリエーションの実施　・運転
及び送迎介助など　※夜勤は４人体制となります。
＊介護経験３年以上あれば尚可

岩手県下閉伊郡山田町飯岡
第９地割２３－１

医療法人　晃生会
介護老人保健施設
さくら山

雇用期間の定めなし
介護経験３年以上

あれば尚可
岩手県下閉伊郡山田町

看護師 介護施設の利用者及び入所利用者（現在７５名位）
への看護業務全般を行います。・入所利用者に対す
るバイタルチェック　・服薬管理、健康管理及び医
療処置　・記録業務及び付帯業務　＊経験者は優遇
いたします。

岩手県下閉伊郡山田町飯岡
第９地割２３－１

医療法人　晃生会
介護老人保健施設
さくら山

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

製品組立 工場屋内にて電子部品組立、基板加工、業務、民
生、オーディオ機器組立をおこないます。未経験で
も指導のもと技術習得可能です。

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
ｅｘｃｅｌ、ｗｏｒｄ

経験者尚可
岩手県宮古市

内装工（見習い可） 当社において、主に久慈から陸前高田までの建設現
場における内装工事　・天井、壁の軽量鉄骨の下地
組み、ボードなどの仕上げ工事　・その他、付随す
る業務　・工事エリアは東北一円となります。・社
用車の運転業務もあります。＊経験者は優遇します

岩手県宮古市実田二丁目４
－４

有限会社　マルゼン
建装

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

岩手県下閉伊郡山田町川向
町１６８

有限会社　山崎水産

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

ルート営業（宮古） ・ルート営業（固定顧客管理）・定期的にご契約頂
いているお客様を訪問し、医薬品の補充や健康に関
するアドバイスをする仕事です。・医薬品約６００
アイテムなど、予防医学の観点に立った各種商品の
情報を正確にお客様に伝えていただきます。

岩手県釜石市鵜住居町５－
８－２

株式会社　岩手中京
医薬品

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

作業員 ＊土木・舗装工事施工作業全般の補助的作業。資器
材等の運搬など機械作業で困難な作業全般を担当し
て頂きます。＊現場は主に釜石～山田管内での作業
となります。釜石・大槌・山田・宮古での各現場
（稀に大船渡での作業もあります）

岩手県釜石市甲子町第５地
割６２番地１

株式会社　カネナカ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

技術員 ＊土木・舗装工事の管理業務全般。
＊工事の施工管理、工事計画作成、施工管理立案か
ら作業指示。
＊行政機関および発注者への提出書類作成。（パソ
コン貸与）

岩手県釜石市甲子町第５地
割６２番地１

株式会社　カネナカ

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
(1)8時30分～17時30分

1人 134,460円～139,320円

正社員以外 不問 ＰＣ基本操作 03030-  844921
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
2人 あれば尚可 143,424円～143,424円 (2)9時00分～18時00分

(3)10時30分～19時30分

正社員以外 不問 03030-  847721
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

5人 162,000円～216,000円

正社員 18歳～64歳 03030-  849221
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 164,922円～188,722円

正社員 35歳以下 03030-  850621
普通自動車免許一種
二級自動車整備士 (1)9時00分～17時40分

2人 180,000円～220,000円

正社員 64歳以下 03030-  851921
普通自動車免許一種

(1)9時00分～17時00分
1人 141,000円～230,000円

正社員 不問 03030-  852121
介護職員初任者研修修了
ホームヘルパー２級 (1)8時00分～17時00分

1人 いずれか 170,000円～170,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03030-  854721
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-  855821
調理師

あれば尚可 (1)10時30分～21時30分
1人 245,000円～300,000円

正社員 20歳以上 調理、ホール経験 03030-  856221
理学療法士 変形（1ヶ月単位）
作業療法士 (1)8時45分～17時45分

2人 言語聴覚士 205,000円～320,000円
いずれか

正社員 64歳以下 03030-  859321
普通自動車免許一種

(1)8時45分～17時45分
1人 166,500円～254,500円

正社員 64歳以下 03030-  860121
看護師 交替制あり
准看護師 (1)9時00分～18時00分

1人 いずれか 182,600円～238,600円 (2)7時00分～16時00分
普通自動車免許ＡＴ

正社員 59歳以下 03030-  861021
看護師
准看護師 (1)9時00分～18時00分

1人 理学療法士 172,600円～228,600円

正社員 59歳以下 03030-  862721
看護師
准看護師 (1)8時15分～17時15分

1人 いずれか 165,000円～193,600円
普通自動車免許一種

正社員以外 不問 03030-  863821
薬剤師

(1)8時30分～18時00分
2人 300,000円～666,000円 (2)8時30分～16時00分

(3)8時30分～12時30分
簡単なＰＣ入力

正社員 59歳以下 薬局実務経験あれば尚可 03030-  865521
歯科衛生士

(1)8時30分～18時00分
1人 150,000円～180,000円 (2)8時30分～12時00分

正社員 不問 実務経験３年以上 03030-  869921
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 146,625円～146,625円

正社員以外 不問 03030-  870721
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 140,000円～230,000円

正社員 59歳以下 ワード・エクセル 03060- 1371121
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 170,000円～230,000円

正社員 59歳以下 03060- 1373721
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時30分
3人 212,500円～339,500円

正社員 59歳以下 住宅関連営業経験 03060- 1375221

7

リフォームアドバイザー／
宮古支店（経験者）

チラシやイベント等を通じてご依頼いただくお客様
に対して住宅リフォームのアドバイスや提案を行う
仕事です＊ショールーム完備！お客様は会社が集め
ます＊既存客やご依頼いただくお客様へ対しての営
業ですから飛び込み等無理な営業活動はありません

岩手県奥州市水沢山崎町
２ー２

株式会社　陽だまり
工房

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

リフォーム施工監督／宮古
支店（経験者）

リフォーム施工監督は、営業担当者がお客様から依
頼を受けたリフォーム・リノベーション工事を担当
していただきます。現地の確認から材料の選定や手
配・工事の管理・引き渡しまでの業務です。

岩手県奥州市水沢山崎町
２ー２

株式会社　陽だまり
工房

雇用期間の定めなし
ワード・エクセル

住宅関連施工監督経験
岩手県宮古市

リフォーム施工監督／宮古
支店

リフォーム施工監督は、営業担当者がお客様から依
頼を受けたリフォーム・リノベーション工事を担当
していただきます。未経験者可です。現地の確認か
ら材料の選定や手配・工事の管理・引き渡しまでの
業務です。

岩手県奥州市水沢山崎町
２ー２

株式会社　陽だまり
工房

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ＬＰＧ販売スタッフ ・ＬＰガスの保安点検、検針、ガス工事等
・検針エリアは岩泉町内と田野畑村となります
・その他付随する業務

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
岩手県下閉伊郡岩泉町、他

歯科衛生士 当院において歯科衛生士業務に従事します。・主に
歯科医師の治療の補助、歯周病検査、ブラッシング
など口腔衛生指導　・その他関連する業務を行って
いただきます。―　就業時間：相談に応じます　―
直接の問い合わせはご遠慮願います

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第２地割１０５－１

留理歯科医院

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

薬剤師 下記の業務に従事していただきます。・医師の処方
箋に基づく調剤業務　・患者様の薬歴管理及び服薬
指導　・薬のピッキング　・薬の在庫管理　・医薬
品販売　・その他関連する業務　○６０歳以上の方
の応募も相談可能です。

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

岩手県宮古市

看護職／デイサービスセン
ター

ふれあい荘デイサービスセンターにおいて、利用者
の健康管理や看護職務（バイタルチェックや服薬管
理等）、介護業務に従事して頂きます。＊利用者は
１日平均およそ１５人です。○６０歳以上の方の応
募歓迎します。

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
月以上）

岩手県宮古市

機能訓練指導員 特別養護老人ホームふれあいにおいて機能訓練指導
業務に従事します。利用者８０名の生活リハビリに
関する機能訓練の提案、アドバイス、他職員への指
示を行います。また、機能訓練計画書の作成などを
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

雇用期間の定めなし 上記資格または
作業療法士資格の

いずれか
岩手県宮古市

看護職 特別養護老人ホームふれあい荘および短期入所生活
介護事業所において看護業務に従事します。・検温
や血圧測定などの健康管理や、服薬管理　・社用車
を使用し、利用者様の通院同行など　月に７回程度
の夜間対応の自宅待機があります。

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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）

ふれんどりー岩泉において介護支援業務に従事して
いただきます。・施設利用者のケアプランの作成業
務　・利用者やご家族との連絡および相談等の業務
・施設利用者の認定調査業務　※外出時は社用車
（ＡＴ車）を使用します

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

岩手県下閉伊郡岩泉町

理学療法士・作業療法士・
言語聴覚士

利用者へのリハビリテーション業務を行います。
・入居者約８５名、通所登録者４０名（１日平均２
７名程度）の方のリハビリ業務
＊通所リハビリテーション営業日：月曜日～金曜日

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

調理補助・ホール／経験者 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

介護職員／田鎖／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）＊１日
１５名程度の利用者の方を５名位のスタッフで担当

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

介護職員／田鎖 小規模デイサービス利用者の介護を行っていただき
ます。・主に食事・入浴介助、レクリエーション活
動等をおこないます・送迎業務（主に宮古市内の送
迎となり、軽自動車や普通車を使用します）＊１日
１５名程度の利用者の方を５名位のスタッフで担当

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

自動車整備 自動車の車検整備、点検整備、部品の交換、修理な
どを行っていただきます。普通乗用車をメインに
扱っています。作業は１～２人で行っています。そ
の他、納車・引き取り業務もあります。＊自動車整
備業務が初めての方でも応募可能です。

岩手県宮古市磯鶏１丁目１
－２８

株式会社　アルティ
メットプランニング

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

自動車整備／有資格者 自動車の整備全般に従事していただきます。
・車検、整備、点検、修理、カスタマイズなど
・洗車や車両の引き取り、納車等
・その他付随する業務

岩手県宮古市根市第２地割
３５－９

ライトニング　サー
ビス工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

スーパーマーケットの販売
スタッフ

生鮮部門（青果、水産、食肉、惣菜）グロサリー部
門（日配、食品、雑貨）のいずれかの部門に配属
・店舗において商品作り、陳列、接客業務。・配達
等がある為、社用車（ＭＴ・ＡＴ）を運転する場合
があり

岩手県下閉伊郡山田町中央
町５－６

びはん　株式会社

雇用期間の定めなし
又は7時00分～21時30分
の間の8時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

交通誘導警備員 道路工事現場や建設工事現場で歩行者や一般車両、
工事車両の安全を確保するための交通誘導を行いま
す。・現場は主に宮古、下閉伊地域となります。・
他にもイベント会場での駐車場、一般来場者等の誘
導・案内も行っていただきます。

岩手県宮古市神田沢町１番
２３号

株式会社　セーフ
ティーガード

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員 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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡田野畑村

地域活動普及員 生涯学習部門に属し、岩泉町から委託を受けている
生涯学習事業と、指定管理施設の管理業務に携わっ
ていただきます。＜主な業務＞○生涯学習事業・地
区や年齢層に適した生涯学習教室等の企画運営・活
動移動時に社用車使用・パソコンを使用し文書作成

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字松橋２１－１

特定非営利活動法人
岩泉地域活動推進セ
ンター

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町



(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-  706021
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時15分
3人 165,100円～206,200円

正社員 40歳以下 04010-13719921
普通自動車免許ＡＴ フレックス

(1)9時00分～17時30分
1人 221,000円～221,000円

正社員以外 18歳以上 13080-16524021
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 197,500円～207,500円

二級ガソリン自動車整備士
あれば尚可

正社員 69歳以下 03030-  983121
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 181,500円～192,500円

正社員 45歳以下 03030-  984021

(1)8時30分～17時15分
1人 141,100円～141,100円

正社員以外 不問 03030-  985721
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
1人 162,500円～260,000円

正社員以外 不問 03030-  986821
交替制あり
(1)8時00分～17時00分

1人 146,880円～146,880円 (2)2時00分～11時00分

正社員以外 18歳以上 03030-  987221
車両系建設機械運転技能 変形（1年単位）
小型移動式クレーン (1)8時00分～17時00分

3人 玉掛技能者,あれば尚可 200,100円～230,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03030-  988521
普通自動車免許一種

(1)6時00分～16時00分
5人 200,000円～235,000円 (2)7時00分～16時30分

正社員 不問 03030-  990921

(1)9時00分～18時00分
3人 142,600円～142,600円

簡単なＰＣ入力

正社員 59歳以下 薬局での業務経験あれば尚可 03030-  991121

(1)8時00分～17時00分
1人 126,000円～126,000円

正社員以外 不問 03030-  992021
理学療法士 変形（1年単位）
作業療法士 (1)8時30分～18時30分

2人 いずれか 200,000円～300,000円

正社員 59歳以下 03030-  993721
看護師 変形（1年単位）
准看護師 (1)8時30分～18時30分

3人 いずれか 190,000円～300,000円

正社員 59歳以下 03030-  994821

(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-  999621
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時15分
1人 160,000円～160,000円

正社員以外 不問 03030- 1002221
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業務、雑役補助 臨時的かつ短期的な就業（雇用によるものを除
く。）又はその他の軽易な業務に係る就業（雇用に
よるものを除く。）を希望する高年齢者のために、
これらの就業の機会を確保し、及び組織的に提供す
ること。

岩手県宮古市神林３番１号
　宮古地域創生センター２
階（旧宮古警察署）

公益社団法人　宮古
市シルバー人材セン
ターエクセル及びワードの

文書作成、文字入力等
（シルバーシステムへの

入力作業）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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。


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
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

看護師または准看護師 当クリニック内において、下記の看護師業務に従事
していただきます。＊医師の診察・検査の補助　＊
問診や診察・検査内容の説明　＊患者様の院内誘導
＊採血、注射、点滴業務　＊院内の清掃等の付随業
務全般

岩手県宮古市黒田町７－６ やすみ整形外科クリ
ニック（仮）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

理学療法士または作業療法
士

当クリニック内において、下記業務に従事していた
だきます。＊外来患者様のリハビリテーション業務
＊リハビリテーション計画の作成、実施、評価　＊
院内の清掃等の付随業務全般

岩手県宮古市黒田町７－６ やすみ整形外科クリ
ニック（仮）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

清酒商品化作業員 完成した酒を商品化する業務に従事していただきま
す。〈主な業務〉・酒を入れるびんを洗う機械の管
理　・びんへの酒詰作業　・ラベル貼り　・びんの
運搬　・イベントでの販売＊びんの運搬は重量物を
取り扱います（～１５ｋｇ程度）

岩手県宮古市鍬ヶ崎下町５
番２４号

株式会社　菱屋酒造
店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

薬剤師補助 下記の業務に従事していただきます。・薬剤師補助
業務（調剤補助業務）・処方箋受付、会計　・レセ
プト請求業務　・薬剤管理、発注業務　・ＰＣへの
データ入力業務　・その他、店内の清掃や整理整頓
等の付随する業務全般

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

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
＜１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又は専門卒)

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

土木作業員および重機オペ
レーター

当社において下記の業務に従事していただきます。
【土木作業全般】・道路工事、防潮堤工事、災害復
旧工事、電線共同構、上下水道工事等に係る作業
【重機オペレーター】・バックホウ等重機の操縦に
おいて土砂掘削、埋戻、敷均し等

岩手県宮古市小山田四丁目
１－３０

小山田電業　株式会
社

雇用期間の定めなし
土木作業経験、重機ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ経
験、型枠大工作業経験あれば尚

可
岩手県宮古市

牛乳製造 当公社の牛乳加工場において、牛乳加工等の作業を
担当　・生乳の殺菌、充填　・使用した機器の洗浄
・牛乳、乳製品等の出荷業務　○正社員への登用制
度もあります

岩手県下閉伊郡田野畑村尾
肝要３９－１

一般社団法人　田野
畑村産業開発公社

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

牧場管理／長嶺牧場 長嶺牧場において以下の業務に従事していただきま
す。・育成牛の飼養業務全般　・牧草収穫作業　・
その他付随する業務　○正社員への登用制度あり
○牧場での作業経験、トラクター運転経験がある方
は、採用面で優遇します

岩手県下閉伊郡田野畑村尾
肝要３９－１

一般社団法人　田野
畑村産業開発公社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 牧場での作業経験、トラク

ター運転経験あれば尚可 岩手県下閉伊郡田野畑村

作業療法助手 作業療法士指示のもと入院患者さんの作業療法活動
助手を行います
・レクリエーション　・スポーツ　・手芸　・カラ
オケ等音楽活動の補助業務

岩手県宮古市板屋１丁目６
番地３６

医療法人財団　正清
会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

自動車整備士見習い 自動車整備士を目指して業務に従事していただきま
す。・車検や整備の補助作業　・タイヤ交換　・お
客様への説明　・車両の引き取り及び納車　・洗車
作業　・その他付随する業務


岩手県下閉伊郡岩泉町小本
字大牛内６７－５

工藤建設株式会社
陸中サービスセン
ター

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

自動車整備士／有資格者 自動車整備士として業務に従事していただきま
す。・車検や整備の業務　・タイヤ交換　・お客様
への説明　・車両の引き取り及び納車　・洗車作業
・その他付随する業務

岩手県下閉伊郡岩泉町小本
字大牛内６７－５

工藤建設株式会社
陸中サービスセン
ター

三級自動車ガソリン・
エンジン整備士

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

量販店担当ルート営業／二
戸～久慈～宮古　周辺

量販店様（スーパーマーケット等）を定期的に訪問
しキリングループの酒類（ビール、ワイン、焼酎な
ど）の売り場つくりを行います。お客様にキリン
ビールグループ商品をご賞味いただけるよう「選び
やすく買いやすい最適な売場づくり」を目指します

東京都中野区中野４丁目１
０番２号　中野セントラル
パークサウス

麒麟麦酒株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

基本操作
（ワード、エクセルで

日報入力など）
岩手県宮古市、他

技術職 河川情報・道路情報・防災施設などの公共設備の電
気・通信設備の保守・管理業務など＜具体的には＞
日本を守る各種設備の保守・点検、災害時の緊急対
応　監視カメラ情報システム、道路などに設置され
ている情報板、トンネル警報装置、受変電設備など

宮城県仙台市青葉区二日町
６－１２　ＭＳビル７Ｆ

株式会社　ケーネス
東北支店

雇用期間の定めなし
Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄなどの

基本的な入力スキル
岩手県宮古市

山田町商工会　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

岩手県下閉伊郡山田町


