
普通自動車免許一種
(1)8時00分～17時00分

3人 220,000円～300,000円

建設・土木作業経験

正社員 不問 あれば尚可 02060- 1275721
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

2人 272,000円～304,800円

正社員以外 不問 03010- 8472121
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
2人 190,000円～290,000円

正社員 40歳以下 03010- 8503121
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- 1312321
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- 1313621
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- 1314921
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- 1316021
中型自動車免許 変形（1年単位）

車両系建設機械運転技能 (1)8時00分～17時00分
1人 あれば尚可 167,250円～200,700円

正社員 59歳以下 建設業で働いた経験 03030- 1318821
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- 1319221
介護福祉士 変形（1ヶ月単位）
あれば尚可 (1)16時00分～10時00分

1人 194,000円～237,000円

正社員 59歳以下 03030- 1322121
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- 1324721
普通自動車免許一種

(1)8時45分～17時45分
1人 155,000円～300,000円

正社員 64歳以下 03070- 2292921
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

1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-  946121
交通誘導警備業務検定２級

あれば尚可 (1)8時30分～17時30分
2人 161,700円～191,100円 (2)8時30分～17時00分

交通誘導警備の経験

正社員以外 18歳以上 あれば尚可 04010-21527721
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- 1291621
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 143,344円～143,344円

正社員以外 不問 03030- 1292921

(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- 1293121
交替制あり
(1)8時30分～17時30分

1人 139,400円～196,800円 (2)19時10分～4時10分

正社員以外 18歳～59歳 03030- 1294021
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（4月8日時点の内容です）

４月４日　から　　４月８日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は４月２１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

遊覧船船長（遊覧船発着事
務所）

遊覧船の船長として、船舶の運行を行います。お客
様の安全・快適で楽しい旅行を支えます。
＊新しくスタートする遊覧船事業の仕事です。一緒
に宮古を盛り上げていきましょう。

岩手県盛岡市厨川１－１７
－１８

岩手県北自動車　株
式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

小型船舶操縦士
１級または２級

事業所名
求人番号

現場作業員 ○主にフェンス・ガードレールの組立及び設置作業
に従事していただきます。
＊初心者大歓迎！お友達とのご応募も可能です！
＊現場は、県内又は県外も含め、幅広く展開してお
ります。

青森県五所川原市大字広田
字榊森２－１１

株式会社　ＬＥＡＤ
ＴＥＣ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

各種建設関係免許等
あれば尚可

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

営業スタッフ トラックやバスの新車及び中古車の販売
・主に事業所を訪問します。
・１日に５件ほどお客様のところへ訪問します。
・既存客の訪問が中心となりますが、新規開拓も
行っていただきます。

岩手県盛岡市東見前第５地
割３１

岩手日野自動車　株
式会社

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） 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

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

幼稚園教諭免許・
小学校教諭免許の

いずれか

土木作業・重機オペレー
ター

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

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第１４地割ー３２

株式会社　阿部組

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

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

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

岩手県下閉伊郡岩泉町
パソコン操作（ワード・
エクセル）可能な方

介護員／夜間専従 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　○未経験の方応募可能です。○
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

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

岩手県宮古市
介護員、入浴介助等の経験あ

れば尚可

簡単なタブレット入力
（既存様式への入力）

営業（宮古支店） ○生命保険・損害保険の既契約者への契約保全をし
ながら併せて新規契約の募集販売業務です。保険商
品や金融知識を身につけ、自然災害や業務災害など
の多様　なニーズやリスクに対する提案業務を通
し、地域社会に貢献できる仕事です。

岩手県北上市川岸３丁目１
０－２

株式会社　東北永愛
友商事岩手（本社）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

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

宮城県仙台市宮城野区五輪
１丁目１７－４７

株式会社　トークス

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

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

水産食品加工員 水産品の製造加工を行います。
～冷凍業務用商材と末端製品の製造～　・鮭、イ
カ、サバ、汐子、いくら、ウニ、海草類など多くの
魚種を取扱います。機械使用のほか手作業もありま
す。・手捌きで開きにしたり切り身にする作業

岩手県宮古市新川町５－６ 株式会社　佐幸商店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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。

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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護支援専門員
（ケアマネージャー）

介護事業所での
サービス提供あれば尚可

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

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

岩手県宮古市、他
精密プレス金型の製作・
仕上・調整の経験がある方

◎ 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４月１４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
(1)8時30分～17時30分

1人 190,000円～249,500円

正社員 35歳以下 03030- 1295721
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時15分
2人 144,000円～144,000円

正社員以外 不問 03030- 1296821
普通自動車免許一種 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15分
1人 192,000円～229,500円

正社員以外 不問 03030- 1297221
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

介護福祉士 (1)8時30分～17時15分
1人 207,000円～229,500円

正社員 59歳以下 03030- 1298521
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 171,100円～188,000円 (2)7時00分～16時00分

正社員以外 69歳以下 栄養士経験あれば尚可 03030- 1299421
普通自動車免許一種

パソコン［ワープロ・表計算］可 (1)8時30分～17時00分
1人 日商簿記３級,あれば尚可 148,500円～210,700円

正社員 59歳以下 03030- 1300821
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- 1302521
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- 1303421
変形（1年単位）

1人 185,000円～250,000円

正社員以外 不問 土木作業経験あれば尚可 03030- 1304321
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 171,900円～193,000円 (2)9時00分～18時00分

(3)12時00分～21時00分

正社員以外 69歳以下 経験あれば尚可 03030- 1306921
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- 1307121
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- 1308021
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- 1240621
変形（1ヶ月単位）
(1)13時30分～22時00分

2人 150,188円～168,750円

正社員以外 不問 03030- 1241921
１級土木施工管理技士 変形（1年単位）
２級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

1人 いずれか 200,000円～300,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 施工管理経験 03030- 1245821
保育士 変形（1ヶ月単位）

(1)7時30分～16時30分
1人 155,100円～169,300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 69歳以下 03030- 1248421
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- 1249321
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- 1250121
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

2人 160,000円～230,000円
普通自動車免許一種

正社員 18歳～59歳 03030- 1251021
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- 1252721

2

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

鉄道業務員 運行本部において運転士候補生を募集します。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

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,消防設備士いずれ

か

岩手県宮古市栄町４番地 三陸鉄道　株式会社

雇用期間の定めなし
鉄道、又は鉄道以外の土木保

守管理業務あれば尚可
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

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

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

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

岩手県下閉伊郡岩泉町小本
字鈩３０５－１

株式会社　佐藤組

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

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

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字府金４８

株式会社　岩泉総合
観光

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

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

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

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

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）の時間の交代勤務

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

ゴルフ場コース管理員 ゴルフ場のコースの維持・管理業務を行っていただ
きます。・芝の刈込み　・落葉、枯草等の撤去　・
上記に付随する業務　＊ほとんどの作業は機械等を
使用。土木作業経験ある方歓迎。

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は7時00分～17時00分

の間の7時間程度
岩手県宮古市

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

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

一般事務及び現場管理補助
業務

森林組合事務所及び作業現場等で下記の業務を行っ
ていただきます。・出納事務、帳簿の記帳（会計ソ
フト）、文書受付、庶務　・パソコンを使用した書
類作成（ワード・エクセル）・電話、来客対応等付
随する業務、事務所等の清掃

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字天間１７－１

岩泉町森林組合

雇用期間の定めなし ワード・エクセル等の
操作ができること、

一般事務経験
岩手県下閉伊郡岩泉町

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

介護福祉士 町内の利用者様宅への訪問介護業務に従事していた
だきます。・身体介護、入浴介助および家事の支
援、通院介助などを行っていただきます。・訪問時
には法人車を使用していただきます。

岩手県下閉伊郡山田町山田
第１５地割８２番地２

社会福祉法人　山田
町社会福祉協議会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

ホームヘルパー 町内の利用者様宅への訪問介護業務に従事していた
だきます。
・身体介護、入浴介助及び家事の支援、通院介助な
どを行っていただきます。・訪問時には法人車を使
用していただきます。

岩手県下閉伊郡山田町山田
第１５地割８２番地２

社会福祉法人　山田
町社会福祉協議会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

生活支援相談員 山田町内の被災者や高齢者等の相談支援の役割を担
い、主に下記の業務を行います。・各災害公営住宅
や個人宅を訪問しての相談支援　・入居者や在宅生
活者の困り事や必要とする支援の把握　・各制度の
説明や関連機関の案内　・サロン開催の手伝い

岩手県下閉伊郡山田町山田
第１５地割８２番地２

社会福祉法人　山田
町社会福祉協議会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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



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- 1253821
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
1人 215,000円～215,000円

正社員 64歳以下 03030- 1254221
普通自動車免許一種

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

正社員 45歳以下 03030- 1255521
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 165,000円～165,000円

正社員 35歳以下 ＰＣ基本操作できれば尚可 03030- 1256421
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時15分

6人 160,000円～250,000円 (2)18時15分～3時30分

正社員 18歳～64歳 03030- 1259921
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～230,000円

正社員 40歳以下 03030- 1263521
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
2人 162,000円～240,000円

正社員 45歳以下 03030- 1264421
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- 1265321
美容師

管理美容師 (1)9時00分～18時00分
3人 あれば尚可 180,000円～300,000円

美容室での施術業務

正社員 59歳以下 あれば尚可 03030- 1266621
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- 1267921
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- 1270221
作業療法士

(1)8時30分～17時15分
1人 210,000円～230,000円

作業療法業務経験

正社員 59歳以下 あれば尚可 03030- 1271521
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- 1272421
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- 1274621
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- 1275921
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- 1276121
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- 1277021
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- 1278721
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- 1279821
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- 1280421

3

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

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

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

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

作業療法士 入院、通院中（精神障害、認知症）の患者様への作
業療法業務（デイケアを含む）が主な業務になりま
す。患者様の社会生活復帰に必要な訓練、指導・電
子カルテ使用にての報告者作成等。

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

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

美容師／美容アシスタント 美容室ラポールヘア宮古店において、美容師業全
般・美容アシスタント業に従事していただきます。
・カット、カラー、パーマなどスタイリスト業務全
般　美容師免許必須。管理美容師免許のある方優遇
ブランクのある方も研修制度あり

岩手県宮古市宮町１丁目３
番５号

有限会社　トラスト

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

鋳物製造 鋳物製造に係る作業全般
・鋳型作り、鋳仕上げ　・製品検査
・溶接等の作業工程　・２０キロ程度の運搬作業
試用期間中に一連の工程を把握して頂き、適性に応
じて配属先を決定致します。

岩手県宮古市長町二丁目８
－２２

株式会社　小西鋳造

雇用期間の定めなし

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、塗装工
・その他付随する作業　※ものづくりが大好きな方
歓迎

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

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

岩手県宮古市川井第６地割
３５

株式会社　ウッティ
かわい

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

建築鉄骨加工・金属製品製
造（工場または工務）

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

岩手県宮古市田鎖９地割５
０番１

株式会社　榊鐵工所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

岩手県宮古市港町１番２２
号

株式会社　塩釜商会
宮古支店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

介護支援専門員 居宅介護事務所において下記の業務に従事していた
だきます。
・利用者様の暮らしをサポート
・プラン作成業務
・その他付随する業務

岩手県宮古市新町２－６ 介護サービス　株式
会社介護支援専門員

（ケアマネージャー）
雇用期間の定めなし パソコン

（ワード・エクセル）
基本操作のできる方 岩手県宮古市



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- 1281321
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- 1282621
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- 1283921
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 20歳以上 あれば尚可 03030- 1285021
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- 1287821
保育士

(1)8時00分～17時00分
1人 156,200円～156,200円

正社員以外 不問 保育業務 03030- 1321921
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～16時50分
1人 158,000円～178,000円

正社員 35歳以下 03030- 1325821
１,２級土木施工管理技士 変形（1年単位）
２級建築施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

1人 180,000円～290,000円 (2)8時00分～16時30分

いずれか
正社員 64歳以下 普通自動車免許一種 03100-  908821

普通自動車免許一種
(1)8時30分～17時15分

2人 177,700円～177,700円

正社員以外 不問 03010- 8031721
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

5人 206,785円～454,928円

正社員 59歳以下 03010- 8037621
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
（自家用車使用） (1)9時00分～17時00分

5人 180,000円～400,000円

正社員 59歳以下 03010- 8053621
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- 8127121
普通自動車免許一種

(1)9時00分～18時00分
1人 200,000円～300,000円

正社員 59歳以下 03020-  779021
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 13010-34104421
変形（1年単位）
(1)8時00分～18時30分

1人 149,685円～149,685円 (2)21時30分～8時00分

正社員以外 18歳～59歳 03030- 1337321
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- 1338621
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

介護福祉士 (1)8時30分～17時30分
1人 165,800円～168,400円 (2)7時00分～16時00分

(3)10時00分～19時00分

正社員 64歳以下 03030- 1339921
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～150,970円 (2)7時00分～16時00分

(3)10時00分～19時00分

正社員 64歳以下 03030- 1340721
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- 1341821
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- 1344421

4

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
選別作業などが主な作業になります。

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

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。

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

介護職員／赤前 高齢者グループホームでの介護業務を行っていただ
きます。・利用者の方の日常生活支援、通院介助、
介護（食事、入浴、排せつ介助等）＊６０歳以上の
方の応募、歓迎します。＊お子さんがいらっしゃる
方のサポート体制が整っています。

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

岩手県宮古市

介護職員（介護福祉士）／
赤前

高齢者グループホームでの介護業務を行っていただ
きます。・利用者の方の日常生活支援、通院介助、
介護（食事、入浴、排せつ介助等）＊６０歳以上の
方の応募、歓迎します。＊お子さんがいらっしゃる
方のサポート体制が整っています。

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

合板工（交替制あり）／藤
原工場

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

岩手県宮古市磯鶏２丁目３
－１

ホクヨープライウッ
ド株式会社宮古工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

コンサルティング営業【地
域社員】

＊損害保険および生命保険のコンサルティング営業
を担当していただきます。
・損害保険、生命保険のご案内
・プランの見直しや新商品のご提案
・損害サービス対応

岩手県釜石市中妻町２－２
－１１　山一ビル３階

株式会社　東京海上
日動パートナーズ東
北　釜石支社基本的なＰＣ操作と

文章作成スキル
（できればワード、

エクセル）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

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。

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

建設業仮設足場工事の営業
その他（宮古営業所）

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

岩手県盛岡市乙部５地割６
１－１

有限会社　新鋭

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

建設業仮設足場工事の作業
員（宮古営業所）

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

岩手県盛岡市乙部５地割６
１－１

有限会社　新鋭

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

牧野管理人（宮古市）（会
計年度任用職員）

５月から１０月にかけて畜産生産者より肉用牛の預
託を受け，牧野管理運営事業に係る放牧運営作業，
看視人業務を行っていただきます。また，牧草の成
長を促進するため，農機具を使用した肥料散布等の
業務もございます。

岩手県盛岡市若園町２－１
８　盛岡市役所若園町分庁
舎　４階

農政課（盛岡市役
所）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） トラクター等の農業用機械の

運転ができれば尚可 岩手県宮古市

技術者 ◆管工事、土木工事の現場施工管理
・発注担当者との協議　・現場の施工管理、工程管
理、安全管理等　・工事関係資料等の作成　・その
他、上記に付随する業務　＊主に久慈管内と、岩泉
町周辺の現場も行っております。

岩手県久慈市山形町川井第
８地割１５－７

プレステック　株式
会社

土木、管工事、建築関係
の施工管理技士資格で可雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

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

岩手県宮古市藤の川１５－
７

宮古生コンクリート
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

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

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

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



介護職員初任者研修修了 変形（1ヶ月単位）
ホームヘルパー２級 (1)8時30分～17時30分

2人 いずれか 142,400円～155,200円 (2)7時00分～16時00分
普通自動車免許一種 (3)10時00分～19時00分

正社員 64歳以下 03030- 1350221

(1)8時30分～17時30分
1人 139,473円～164,667円

正社員 59歳以下 03030- 1351521

(1)8時30分～17時30分
1人 139,473円～197,600円

成形オペレーター等
関連業務経験

正社員 59歳以下 あれば尚可 03030- 1352421

(1)8時30分～17時30分
1人 139,473円～164,667円

製造業の経験が

正社員 59歳以下 あれば尚可 03030- 1354621
普通自動車免許一種

(1)10時00分～21時00分
1人 142,696円～250,000円

正社員 69歳以下 03030- 1356121
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- 1358721
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 350,000円～425,000円

正社員 59歳以下 03030- 1363921
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 272,000円～325,000円

正社員 59歳以下 03030- 1364121
普通自動車免許一種

介護福祉士 (1)9時00分～18時00分
1人 福祉用具専門相談員 180,000円～230,000円

あれば尚可

正社員 不問 03030- 1365021
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時30分

1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- 1366721
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
1人 230,000円～280,000円

正社員 64歳以下 03030- 1327521
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 155,200円～161,200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- 1330121
普通自動車免許一種
２級土木施工管理技士 (1)8時30分～17時15分

1人 あれば尚可 183,800円～230,600円

正社員以外 不問 03030- 1333821

(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- 1334221
普通自動車免許一種 交替制あり

介護福祉士 (1)7時30分～16時30分
1人 あれば尚可 154,040円～170,100円 (2)8時15分～17時15分

正社員以外 不問 03030- 1335521
普通自動車免許一種

1人 185,000円～250,000円

正社員 67歳以下 03030- 1336421
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時20分
2人 150,000円～221,000円

正社員 35歳以下 03100-  987621
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- 8720121
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- 8722721
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- 8723821

5

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です

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（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です

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です

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

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

岩手県久慈市田高１丁目２
３

有限会社　久慈電業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村、他

販売員／魚菜市場店 魚菜市場店において、下記の業務に従事していただ
きます。・鮮魚、水産食品の販売、商品のパック詰
め　・接客応対、会計、伝票の記入、清掃・軽トラ
や２ｔトラックでの魚介類の運搬（主に加工場や魚
市場間の運搬）＊調理経験や魚捌きが出来る方優遇

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
調理経験や魚捌きの経験

あれば尚可
又は6時00分～17時00分
の間の8時間

岩手県宮古市

介護職／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、ご利用
者様に対する介護サービスに従事していただきま
す。ご利用者は１日およそ１５人です。〔主な業
務〕・入浴・食事・排泄等の介護業務　・公用車で
の送迎・添乗　・介護記録の入力

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

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

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

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

会計年度任用職員（技術補
助）

東日本大震災からの復興事業として県が実施する工
事等の管理を行う監督職員の補助業務等
・工事現場の確認、巡回、報告等
・巡回時には運転あり
・パソコンでのデータ入力や報告書の作成

岩手県宮古市五月町１番２
０号

岩手県沿岸広域振興
局土木部宮古土木セ
ンター

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） ワード、エクセル

土木施工管理の実務経験
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

居宅管理者 居宅介護事務所において下記の業務に従事していた
だきます。
・利用者様の暮らしをサポート　・プラン作成業務
・各種届出、手続き等の管理者業務　・その他付随
する業務

岩手県宮古市新町２－６ 介護サービス　株式
会社介護支援専門員

（ケアマネージャー）
雇用期間の定めなし パソコン

（ワード・エクセル）
基本操作のできる方 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

営業 当社において主に下記の業務に従事します。・福祉
用具（介護ベッド、車イス、手すり、歩行器、ポー
タブルトイレ等）のレンタル・販売。・福祉用具、
厨房機器等の契約、納品、修繕、回収　＊社用車
（ハイエース：ＡＴ車）を利用していただきます。

岩手県宮古市神林７－１０ 株式会社　ＴＡＫＵ
ＭＩコーポレーショ
ン

雇用期間の定めなし
簡単なパソコン操作

（文字・数字入力程度）
岩手県宮古市

修理（保守管理）／宮古営
業所

建設機械の修理、サービスマン補助業務全般　建設
機械等の修理とメンテナンス業務に従事していただ
きます。＜対象機械＞・機械は油圧ショベル及びト
ラック等になります。＊資格が無くても入社後、修
理にあたり必要な資格を取得することができます。

岩手県宮古市高浜４丁目４
４－１

東亜リース株式会社
宮古営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業／宮古営業所 当事業所において、建設会社への建設機械・車両
（油圧ショベル、トラック等）レンタル販売のルー
ト営業業務に従事していただきます。○営業範囲：
岩手県内　＊社有車を使用（オートマチック限定は
不可）

岩手県宮古市高浜４丁目４
４－１

東亜リース株式会社
宮古営業所

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

調理スタッフ（見習い可）
／和海味処いっぷく

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

岩手県下閉伊郡山田町船越
第６地割１３４－１

株式会社　いっぷく

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

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

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

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

岩手県宮古市板屋３－１１
－１５

株式会社　エム・ア
イ・エス東北工場

Ｅｘｃｅｌでの
入力作業あり、

工場顕微鏡の使用経験、
製造業の経験あれば尚可

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員／グループホーム
ゆうゆう八木沢

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

岩手県宮古市八木沢第５地
割８５番地１

合同会社ライフサ
ポート・ゆうゆう

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市



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- 8724221
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 198,000円～220,000円
普通自動車免許一種

正社員以外 18歳以上 03010- 8754121
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- 8758221
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 198,000円～220,000円
普通自動車免許一種

正社員以外 18歳以上 03010- 8760321
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- 8762921
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 198,000円～220,000円
普通自動車免許一種

正社員以外 18歳以上 03010- 8773721
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- 8774821
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 ８トン限定中型自動車免許 163,200円～279,600円
あれば尚可

正社員 59歳以下 営業経験者優遇 13010-36445521

6

営業職（宮古北営業所） ＊ゼネコン・建設会社等に対し、現場で使用するレ
ンタル機械を提案・提供する営業です。
＊ＢｔｏＢの営業経験や、機械の知識・資格がある
方は特技を活かせる職場です。

東京都中央区日本橋３丁目
１２－２　朝日ビルヂング
７Ｆ

株式会社　アクティ
オ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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
月以上）

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

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
月以上）

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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
月以上）

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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です

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


