ハローワーク 宮古

令和４年４月７日発行

宮古公共職業安定所

（4月1日時点の内容です）

３月２９日 から

４月１日 までに受理した求人です。

＜次回発行日は４月１４日です＞

◎ 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。
職種・雇用期間・雇用形態

求人数

自動車整備スタッフ（宮古
営業所）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
営業（ルート営業、資料作
成）（宮古営業所）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
福祉用具のレンタルと販売
／宮古営業所
1人
雇用期間の定めなし
正社員
オイルシール成形オペレー
ター
2人
雇用期間の定めなし
正社員
プラスチック成形オペレー
タ
2人
雇用期間の定めなし
正社員
電気工事作業員・技術者
1人
雇用期間の定めなし
正社員
管工事作業員・技術者
1人
雇用期間の定めなし
正社員
歯科衛生士
1人
雇用期間の定めなし
正社員
合鴨の食肉加工作業
1人
雇用期間の定めなし
正社員
現場担当責任者（候補）
2人
雇用期間の定めなし
正社員
水産加工
3人
雇用期間の定めなし
正社員以外
事務
1人
雇用期間の定めなし
正社員
一般事務／正社員
1人
雇用期間の定めなし
正社員
プレスオペレーター
5人
雇用期間の定めなし
正社員
ワイヤー・放電加工機オペ
レーター
1人
雇用期間の定めなし
正社員
ボイラー管理者
1人
雇用期間の定めなし
正社員
総務・経理管理職
1人
雇用期間の定めなし
正社員
機械オペレーター
1人
雇用期間の定めなし
正社員

TEL 0193－63－8609

仕事の内容
年
齢

必要な免許資格
必要な経験など

・主にトラック（１～４ｔ車）の車検や点検の業務
・定期点検、車検、故障時のメンテナンス等 ・そ
の他、上記に付随する業務および指示された業務を
行っていただきます。＊最初は補助作業から始めて
いただきます。
35歳以下
宮古営業所において、下記の業務を行っていただき
ます。・岩手県内の官公庁や設計事務所、大手ゼネ
コン等へ積水樹脂株式会社製品のＰＲ営業を担当し
ていただきます。また、得意先建設会社等との物件
打ち合わせ等の業務を担当していただきます。
59歳以下
※福祉用具（介護ベット・車イス・ポータブルトイ
レ等）のレンタル及び販売を行います。
・居宅支援事業所のケースワーカーを通し利用者か
ら必要な器具や用具の注文が入ります。
・居宅支援事業所からの注文を受け利用者宅へ配達
40歳以下
合成ゴムを原料としたものをプレス機で受注製品の
型に加工する業務を行っていただきます。
・その他付随する業務となります。
・主に自動車エンジン部分に使用するものを製造し
ています。
18歳～59歳
電子部品（コネクタ）用精密金型と射出成型機を使
用し、プラスチック成形品、コネクタの製造オペ
レータ業務
・射出成型機を一人で数台担当し、成形機の安定稼
働を正面から支える重要な仕事です。
18歳～61歳
設備工事全般及び附帯作業のうちの電気設備配線工
事作業
・主に商店、コンビニエンスストア、水産加工関係
事業所等の工事 ・屋内の電気配線工事 ・冷暖房
機、業務用冷蔵庫等の設置にかかる工事
不問
冷凍機設置工事全般及び附帯作業のうちの管工事作
業 ・主に、商店、コンビニエンスストア、水産加
工関係の事業所などの工事を行っております。屋内
の給排水工事はもとより、冷暖房機、業務用冷蔵庫
等の設置にかかる工事もあります。
不問
歯科衛生士業務全般に従事していただきます。
・歯科治療における医師の補助
・歯垢・歯石の除去及び口腔衛生指導
・治療器具の洗浄及び消毒
・院内の清掃
59歳以下
合鴨の食肉加工作業に下記の通り従事していただき
ます。・機械と手処理での肉の解体作業 ・肉の仕
分け等立ち仕事 ※慣れてきたら仕分けした肉の計
量・計算、出荷明細作成などの出荷管理事務をお願
いする場合があります
64歳以下
フカヒレの加工作業に従事していただきます。初め
は現場作業を覚えながら、将来は現場担当責任者を
目指していただきます。原料のフカヒレの・乾燥・
選別・梱包・加工の準備・冷凍庫内作業（冷凍品の
入出庫）・資材購入（社有車：ＡＴ車を使用）
35歳以下
鮫ヒレ（フカヒレ）の加工作業を行います。生や乾
燥・冷凍（ボイル等で戻した後）のものを、包丁を
使い皮や骨を取り除く作業です。また受注に合わせ
て姿煮用、スープ用等それぞれに加工し、目視検査
を行い、袋詰めや商品成形を行います。
59歳以下
事務を担当していただきます。
・来客・電話応対 ・伝票整理
・パソコン操作（書類作成など）
・外出用務（集金等、社用車使用）
・その他付随する業務
40歳以下
当社において下記の業務を行っていただきます。
・一般事務 ・請求書、その他資料等作成
・来客、電話応対 ・外出用務（銀行・役場・宮古
市内）・その他付随する業務
＊外出用務には社用車を使用していただきます。
64歳以下
パソコンやスマートフォン通信機器などに組み込ま
れているコネクター端子を製造します。
・高速プレス機を操作 ・コネクター端子のプレス
加工 ・生産情報の入力
※所属は３０名で２交替勤務となります。
18歳～35歳
当社工場にて下記の業務を行っていただきます。
・Φ０．２ｍｍ～Φ０．１ｍｍのワイヤー線を放電
させ、その熱で素材を切断する加工
・銅などで作った電極の形状を、加工物に転写する
加工
64歳以下
ボイラーの運転と維持管理の業務を行っていただき
ます。
・ボイラーの起動に関わる機械操作 ・燃料の補給
等 ＊夜間専属業務となり、勤務は１日おきの出勤
で、他１名おります
18歳～64歳
総務・経理の管理職として下記の業務を行っていた
だきます。○パソコン（会計ソフト）を使ったデー
タ入力 ○新商品の開発イベント企画にかかるデー
タ入力 ○給与計算 ○電話・来客対応、事務所内
清掃 ○その他、付随する業務
64歳以下
電子機器など精密機器で使用する部品の金型を製作
しています。部品金型の部品を各機械で加工しま
す。
＊担当に就く前に試用期間を設け、各工程での作業
内容や基礎を研修していただきます。
30歳以下

普通自動車免許一種

賃

金

就業時間
変形（1年単位）
(1)8時45分～17時15分

フルタイム
所在地
就業場所

事業所名
求人番号

岩手県盛岡市三本柳１－２ 盛岡いすゞモーター
４
株式会社

160,000円～240,000円
岩手県宮古市

普通自動車免許一種

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時15分

03010- 7826021
岩手県滝沢市木賊川４０９ 協積産業 株式会社
－３

201,000円～270,000円
未経験でも応募可能ですが建
設業界の営業経験が
あれば尚可

岩手県宮古市

普通自動車免許一種
(1)8時30分～17時30分
170,000円～238,000円 (2)8時30分～12時00分

03010- 7926421
岩手県釜石市定内町３－１ 有限会社 介護リ
０－２３
フォームセンター

岩手県宮古市

変形（1年単位）
(1)7時00分～16時00分
143,000円～160,000円 (2)17時00分～2時00分

03020- 710921
岩手県下閉伊郡岩泉町小本 岩手アライ 株式会
字長内２６
社

岩手県下閉伊郡岩泉町

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分
150,000円～200,000円 (2)16時00分～1時00分
(3)0時00分～9時00分

03030- 1180721
岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第９ モルデック株式会社
地割３０番地
宮古工場

岩手県宮古市

普通自動車免許一種
２級電気工事施工管理技士

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

03030- 1182221
岩手県宮古市津軽石第１０ 有限会社 赤松エン
地割３３７－１７
ジニアリング

143,033円～230,000円
現場作業経験または
現場管理経験

岩手県宮古市

２級管工事施工管理技士

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

1級冷凍空気調和機器施工技能士

03030- 1183521
岩手県宮古市津軽石第１０ 有限会社 赤松エン
地割３３７－１７
ジニアリング

１級配管技能士,いずれか 143,033円～230,000円
普通自動車免許一種
現場管理経験者または
現場作業経験者あれば尚可

岩手県宮古市

歯科衛生士
(1)9時00分～19時00分
180,000円～180,000円 (2)9時00分～17時00分
(3)9時00分～13時00分

03030- 1184421
岩手県宮古市保久田４－２ デンタルオフィス松
６
橋

岩手県宮古市

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

03030- 1185321
岩手県下閉伊郡田野畑村室 株式会社 甘竹田野
場２４－４
畑

150,000円～180,000円
岩手県下閉伊郡田野畑村

普通自動車免許一種
(1)8時00分～17時00分
220,000円～220,000円 (2)7時30分～16時30分

03030- 1186621
岩手県下閉伊郡山田町豊間 株式会社 萬平 東
根第１３地割８０－２１
北工場

岩手県下閉伊郡山田町

(1)8時00分～17時00分

03030- 1187921
岩手県下閉伊郡山田町豊間 株式会社 萬平 東
根第１３地割８０－２１
北工場

160,000円～180,000円
岩手県下閉伊郡山田町

普通自動車免許一種
(1)8時45分～17時00分
140,000円～160,000円 (2)9時00分～17時00分
ワード・エクセル
基本操作ができること

03030- 1188121
岩手県宮古市田鎖第９地割 有限会社 スカイ
２－１
オートギャラリー

岩手県宮古市

普通自動車免許一種
(1)8時00分～17時30分

03030- 1190221
岩手県下閉伊郡岩泉町浅内 株式会社 岩泉きの
字下栗畑６８－１１
こ産業

176,400円～176,400円
パソコン
（ワード・エクセル）
操作できる方

岩手県下閉伊郡岩泉町

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分
150,000円～214,000円 (2)20時00分～5時00分

03030- 1191521
岩手県宮古市津軽石１４ー ジュピター工業 株
９７－２
式会社

岩手県宮古市

(1)8時00分～17時00分
137,500円～139,500円

03030- 1192421
岩手県下閉伊郡田野畑村奥 有限会社 菊地電子
地向６９番地【郵送先は別 工業
住所】
岩手県宮古市

１級ボイラー技士
２級ボイラー技士
いずれか

(1)19時00分～6時30分

03030- 1194621
岩手県宮古市川井第６地割 株式会社 ウッティ
３５
かわい

180,000円～250,000円
岩手県宮古市

03030- 1195921
岩手県宮古市田老字小堀内 しあわせ乳業 株式
１９－１５
会社

ボイラー

普通自動車免許一種
417,000円～417,000円
又は8時30分～18時00分
の間の8時間
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

総務・経理実務経験

普通自動車免許一種

岩手県宮古市

03030- 1196121
岩手県宮古市津軽石第１４ 有限会社 エムデー
地割１００番地２

144,000円～185,000円
岩手県宮古市

03030- 1198721

1

介護職員（特別養護老人
ホーム）
1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
プレス作業
1人
雇用期間の定めなし
正社員
介護職員
2人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
運転手（飲料品）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
警備員（宮古）
5人
雇用期間の定めなし
正社員
水産加工員
1人
雇用期間の定めなし
正社員以外
総務・経理全般に関する事
務
1人
雇用期間の定めなし

特別養護老人ホームおよび、短期入所生活介護事業
所の利用者への介護業務全般を行います。
・利用者への食事、入浴、排泄などの介護。
・レクリエーション活動等やその他雑務等を行いま
す。
不問
プレス機械を操作して、電子部品を作る仕事です。
プレス機械が部品を自動で作るので、材料を取り付
けたり、金型を取り付けたり、出来上がった製品を
収納したり、プレス機械周辺の作業が中心です。
18歳～59歳
特別養護老人ホーム利用者の方への介護業務を行い
ます。
・具体的には、日常生活の支援（移動、食事、入
浴、排せつ介助、レクリエーション等）の仕事で
す。
不問
４ｔ車によるコカコーラ製品の配送業務です。
・配送先は主に宮古市、山田町、岩泉町のスーパー
や個人店となります。曜日によりルートが決まって
おり、商品の積み込み、積み降ろし作業となりま
す。
64歳以下
各地の建設・建築現場等において、下記の業務に従
事。・交通誘導警備、駐車場警備 ・各種イベント
会場などにおける雑踏警備
＊未経験の方でも指導しますので、安心して応募し
てください。
18歳～64歳
水産加工に従事していただきます。
・主にイカの冷凍加工（胴、ゲソに分別、袋詰め
等）・鮭、ブリ等のフィレー加工（機械で捌き処理
された鮭の骨、ヒレ等の取り除き、パッキング等）

普通自動車免許一種

交替制あり
(1)6時00分～15時00分
144,540円～160,600円 (2)6時30分～15時30分
(3)7時00分～16時00分

1人
雇用期間の定めなし
正社員
プレスオペレーター（岩
泉）【６０歳以上限定求
人】
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
プレスオペレーター（岩
泉）

2人

2人
雇用期間の定めなし
正社員
外観検査・仕上げ（三陸工
場）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
介護職員／正社員（有料老
人ホーム）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
介護職員／正社員（デイ
サービス）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
世話人
2人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
事務／宮古／経験者
1人
雇用期間の定めなし
正社員
クリンクルー／正社員以外
1人
雇用期間の定めなし
正社員以外
縫製
1人
雇用期間の定めなし
正社員
歯科技工士
1人
雇用期間の定めなし
正社員以外
視能訓練士
1人
雇用期間の定めなし
正社員
保育士（つどいの広場）
1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外

田老

岩手県宮古市

交替制あり
(1)8時30分～17時30分
140,000円～199,500円 (2)19時10分～4時10分

03030- 1200921
岩手県下閉伊郡山田町石峠 和田工業株式会社
３－１７－４
東北工場

岩手県下閉伊郡山田町

介護職員初任者研修修了
変形（1ヶ月単位）
介護福祉士、あれば尚可
(1)7時00分～16時00分
介護関係資格なくても可 170,400円～170,400円 (2)8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分
記録が一部ＰＣ入力となりますが、
初心者でも十分入力できます。採
用後に徐々に慣れてもらいます。

03030- 1202021
岩手県宮古市川井第２地割 社会福祉法人 川井
２４－３
心生会

岩手県宮古市

８トン限定中型自動車免許
変形（1年単位）
中型自動車運転免許
(1)8時00分～17時00分
（８ｔ限定）以上
158,000円～158,000円

03030- 1205221
岩手県宮古市西町一丁目７ 有限会社 東北物流
－３２
運輸

岩手県宮古市

普通自動車免許一種
変形（1年単位）
交通誘導警備業務検定２級
(1)8時00分～17時00分
あれば尚可
162,500円～184,167円

03030- 1206521
岩手県宮古市小山田４丁目 有限会社 新生警備
６番３１号
保障

岩手県宮古市、他

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時10分

03030- 1207421
岩手県下閉伊郡山田町境田 石山水産 株式会社
町３－１９

142,649円～147,688円

64歳以下
・決算処理、税務申告、給与処理 ・専用ソフトを
普通自動車免許一種
使用し、現金、売掛金、買掛金事務、旅費精算等
(1)8時00分～17時00分
・電話対応、外出用務等 ○業務に慣れるまでは経 パソコン（ワード・エクセ 200,000円～300,000円
ル）の基本操作ができる方、
験者が指導しますので、安心して応募下さい。
総務・経理の職務経験１０年

正社員
営業

岩手県宮古市田老字養呂地 社会福祉法人
６番地２
和心会

以上
59歳以下
建設機械の販売、レンタルの営業（主に得意先）に
普通自動車免許一種
変形（1年単位）
従事していただきます。・レンタル機械の配達回収
(1)8時00分～17時00分
・移動には社用車を使用 ○初めての方でも指導い
144,500円～300,000円
たしますのでご応募下さい。○経験者の方は優遇い
たします。
営業経験あれば尚可
64歳以下
当社岩泉工場において、消毒用スプレーや自動車な
変形（1年単位）
どに使用するゴムパッキンの製造業務に従事してい
(1)8時00分～16時50分
ただきます。・製造機械に材料（ゴム）を流し込ん
141,797円～141,797円 (2)17時00分～1時50分
でプレス ・製品になって出てきたものを取り込む
作業 ＊重量物の取り扱いはありません。
60歳以上
当社岩泉工場において、消毒用スプレーや自動車な
変形（1年単位）
どに使用するゴムパッキンの製造業務に従事してい
(1)8時00分～16時50分
ただきます。・製造機械に材料（ゴム）を流し込ん
141,797円～141,797円 (2)17時00分～1時50分
でプレス ・製品になって出てきたものを取り込む
作業 ＊重量物の取り扱いはありません。
18歳～59歳
当社三陸工場において、下記の業務を行っていただ
変形（1年単位）
きます。・工業製品に使用されるゴムパッキンの汚
(1)8時00分～16時50分
れ、形状等の外観を検査する業務 ・目視でパッキ
141,797円～141,797円
ンの選別を行い、カッターやハサミでバリを取り、
定形フォーマットへの
仕上げる作業＊簡単なパソコン入力もあります。
数字入力
59歳以下
有料老人ホーム入居者（定員２１名）の介護業務。
普通自動車免許一種
変形（1ヶ月単位）
・主に要介護１～３の方の介護となります。・食事
(1)8時00分～17時00分
介助、配膳・下膳、排せつ介助、入浴介助、通院介
148,500円～166,500円 (2)10時00分～19時00分
助（社用車使用）清掃等
(3)16時30分～9時30分
○経験のない方でも担当職員が丁寧に指導します。
18歳～59歳
デイサービス利用者の介護業務に従事していただき
ホームヘルパー２級
変形（1ヶ月単位）
ます。
介護職員初任者研修修了
(1)8時30分～17時30分
【主な仕事内容】・食事介助、配膳・下膳、排せつ
いずれか
148,500円～166,500円
介助、入浴介助 ・利用者の送迎 ＊デイサービス
普通自動車免許一種
利用者は定員１０名となっています。
59歳以下
グループホームにおいて、入居者１９名の生活支援
普通自動車免許一種
交替制あり
業務を行っていただきます。・知的、精神障がいが
(1)7時00分～15時45分
ある入居者への食事作り、通院介助、買い物 支援
144,100円～156,240円 (2)9時45分～18時30分
等 ・上記に付随する業務 ・外出の際は社用車を
使用していただきます。
不問
当社事務所において下記の業務を行っていただきま
普通自動車免許一種
変形（1ヶ月単位）
す。・メール確認、日々の入出金の管理 ・伝票起
(1)8時30分～17時30分
票、買掛金の支払い、売掛金の回収 ・書類作成、
150,000円～170,000円
整理、ファイリング ・電話・来客対応 ・給与計 パソコン操作（ワード・エク
セル）で文書作成や
算（専用ソフトあり）
チラシの作成ができる方
59歳以下
下記の業務に従事していただきます。
普通自動車免許一種
・建物清掃全般 ・施設等ガラス清掃 ・新築物件
(1)8時00分～17時00分
引き渡し前清掃 ・施設等床清掃、ワックスがけ
144,480円～144,480円
＊ごくまれに施設守衛業務（見回り等）をお願いす
る場合あり
40歳以下
当工場において下記の業務に従事していただきま
す。毛皮の縫製作業 ・裁断 ・ミシン ・ネーリ
(1)8時00分～17時00分
ング（＊）・型入れ ・まとめミシン ・裏地取付
135,000円～155,000円
等 ＊ネーリングとは…毛皮を台に伸ばしながら貼
りつける作業
40歳以下
歯科技工業務全般 義歯、硬レ（差し）、クラウ
普通自動車免許一種
ン・ブリッジ作業【必要な経験・資格について】下 仕事の内容欄に記載され
(1)8時30分～17時00分
記の１か２か３に該当する方 １．歯科技工士の資 ている要件を満たす方 200,000円～300,000円 (2)8時30分～12時00分
格をお持ちの方 ２．無資格だが業務経験のある方
３．歯科助手経験のある方
不問
さかもと眼科クリニック内において、外来患者様に
視能訓練士
対する検査業務全般を担当していただきます。
(1)9時00分～18時00分
・医師の指示により検査機器を使用し、視力・視
275,000円～275,000円 (2)9時00分～17時00分
野・調節力・眼球運動など目の構造や機能を検査し
ます。
59歳以下
〇つどいの広場保育士 広場型子育て支援施設にお
保育士
いて主に乳幼児を育てる世帯の育児相談や情報提供
幼稚園教諭免許
(1)9時00分～18時00分
を支援する業務です。・子育て世帯が孤立しないよ （専修・１種・２種） 152,900円～165,900円
う、交流の場の提供やサークルへの支援等 ・保護
いずれか
者同伴でのお子さんの保育業務
普通自動車免許一種
不問

岩手県下閉伊郡山田町

03030- 1210021
岩手県宮古市赤前第２地割 東北ヒロセ電機 株
２１番地２
式会社

岩手県宮古市

03030- 1211721
岩手県宮古市板屋１丁目２ 株式会社 イブキ産
－７
業

岩手県宮古市、他

03030- 1212821
岩手県下閉伊郡山田町大沢 ツインスターテクノ
第４地割２０－１４０
ロジー株式会社

岩手県下閉伊郡岩泉町

03030- 1213221
岩手県下閉伊郡山田町大沢 ツインスターテクノ
第４地割２０－１４０
ロジー株式会社

岩手県下閉伊郡岩泉町

03030- 1214521
岩手県下閉伊郡山田町大沢 ツインスターテクノ
第４地割２０－１４０
ロジー株式会社

岩手県下閉伊郡山田町

03030- 1215421
岩手県宮古市刈屋第１２地 特定非営利活動法人
割３番地
愛福祉会

岩手県宮古市

03030- 1216321
岩手県宮古市刈屋第１２地 特定非営利活動法人
割３番地
愛福祉会

岩手県宮古市

03030- 1217621
岩手県宮古市田老字西向山 社会福祉法人 翔友
１２１－６
みやこライフステー
ション
岩手県宮古市

03030- 1222521
岩手県宮古市田鎖第１２地 有限会社 東北ペイ
割１０番地５
ント

岩手県宮古市

03030- 1224321
岩手県宮古市田の神二丁目 株式会社 サンズ
３番１１号

岩手県宮古市

03030- 1225621
岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉 アイファー株式会社
字合の山１２－２

岩手県下閉伊郡岩泉町

03030- 1227121
岩手県下閉伊郡山田町北浜 マリンデンタル 株
町１０４－４
式会社

岩手県下閉伊郡山田町

03030- 1229721
岩手県宮古市向町４番４１ さかもと眼科クリ
号
ニック

岩手県宮古市

03030- 1230521
岩手県宮古市小山田２丁目 社会福祉法人 宮古
９－２０
市社会福祉協議会

岩手県宮古市

03030- 1231421

2

製造機械オペレーター／契
約社員
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
介護支援専門員

製造機械を使用してコネクタおよびコネクタ部品を
生産するお仕事です。経験によって射出成形機、プ
10人 レス機、自動組立機などのオペレーションを担当し
ていただきます。

2人
雇用期間の定めなし
正社員
ホームヘルパー（正社員・
地域ヘルパー）
3人
雇用期間の定めなし
正社員
介護職員／昭和の家／大卒
1人
雇用期間の定めなし
正社員
生活相談員／昭和の家
1人
雇用期間の定めなし
正社員
サービス提供責任者
1人
雇用期間の定めなし
正社員
作業員
2人
雇用期間の定めなし
正社員
建築施工管理技士（１級）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
介護員
1人
雇用期間の定めなし
正社員
土木作業員
所】

【盛岡営業
3人

雇用期間の定めなし
正社員
土木施工管理
4人
雇用期間の定めなし
正社員
土木作業員（舗装工・オペ
レーター・世話役）
2人
雇用期間の定めなし
正社員
宅配水配送・サーバーメン
テナンス・事務（宮古営業
所）
雇用期間の定めなし

1人

正社員
葬祭施行補助及び打合せ担
当／エリア正規職員
5人
雇用期間の定めなし
正社員以外
観光全般（事務・運営補
助）
1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
介護職員／田鎖
1人
雇用期間の定めなし
正社員
製造（ゴムプレス機オペ
レーター）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
看護師
1人
雇用期間の定めなし
正社員
発電維持・運搬作業（ボイ
ラー管理）
1人
雇用期間の定めなし
正社員

18歳以上
・利用者のケアプラン作成 ・介護認定調書 ・利
用者宅への訪問 ・相談業務などを主に行っていた
だきます。＊利用者宅への訪問には社用車または自
家用車をを利用していただきます。自家用車使用の
場合は、車両賃借料とガソリン代を支給します。
64歳以下
市内に住む利用者様のご家庭を訪問し（１日に対応
する利用者は平均６人程です）以下の業務を行って
いただきます。・食事、入浴、排せつの介助や、炊
事 ・掃除、洗濯といった日常生活の手助けなど
＊家事及び身体介護のサービスを提供します。
64歳以下
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）
64歳以下
当社が運営する小規模デイサービスにおける相談業
務全般に従事していただきます。
・利用者、家族、関係機関との相談業務 ・連絡調
整全般 ・送迎対応、その他付随する業務を行って
いただきます。
64歳以下
訪問介護サービス提供責任者業務全般を担当してい
ただきます。
・利用者様へのサービス提供 ・食事、入浴、排せ
つの介助 ・炊事、掃除、洗濯といった日常生活の
手助け等 ・その他付随する業務
64歳以下
県内各地の山林現場においてチェンソー、刈払い機
を使用し造林保育作業をしていただきます。
・作業用機械は貸与もありますが、本人の買い取り
も可。・現場は広範囲で、場所により直行直帰か会
社からの移動です。
40歳以下
◆建築施工管理技士業務全般 ・公共土建築工事現
場等の施工管理業務になります。・建築工事の施工
管理、積算見積業務 ・施工計画を作成し、工程管
理、安全管理など工事施工に必要な技術等の管理を
行う。・その他、建築施工管理技士に付随する業務
59歳以下
◇グループホーム（２ユニット）１８名の入居者の
方々の介護業務全般に従事していただきます。
＊食事、入浴、排泄、散歩、施設内での活動等の介
助を行います。＊食事調理、後片付け、施設内清掃
を行います。
59歳以下
○土木作業に従事していただきます。土砂の掘削や
埋め戻し、コンクリート製品の敷設、土管などの設
置や埋設などを行ないます。＊就業場所は主に盛岡
市内や雫石町等の現場になります。＊やる気のある
方には各種免許取得制度あります。
59歳以下
・建設現場（主に土木工事）での、土木施工管理を
して頂きます。・工程、原価、測量、安全管理
等。・民間の小規模現場から地図に載る様なスケー
ルの大きな現場まで携わっています。
＊現場監督さんお待ちしております。
64歳以下
◎建設現場（主に土木工事）での作業をしていただ
きます。力仕事以外にも、重機の運転や軽作業も
様々あるので心配しなくても大丈夫です＊業務拡大
につき大募集いたします。６５歳以上の方も歓迎で
す＊またパート・アルバイトの方も合わせて大募集
64歳以下
１．宅配水のルート配送・請求業務 既存顧客（個
人・法人）に訪問・納品・請求書作成・集金。車両
はキャラバンでの配送です！年１回のサーバー交換
（サーバーメンテナンス）新規顧客へのサーバー設
置・解約時の撤去。
39歳以下
葬祭全般にかかわる業務を行います。
・葬儀全般にかかわる打合せ、葬儀式進行、死亡か
ら葬儀、葬儀後のお手伝い等
・移動は社用車使用

交替制あり
(1)8時00分～17時00分
230,000円～250,000円 (2)20時00分～5時00分
製造オペレーター経験者
優遇

普通自動車免許一種
介護支援専門員
（ケアマネージャー）

岩手県下閉伊郡山田町豊間 株式会社
根第２地割３１－１

岩手県下閉伊郡山田町
岩手県宮古市田鎖３－８

エフビー

03030- 1232321
株式会社 みやこ

(1)8時30分～17時30分
215,000円～280,000円
岩手県宮古市

介護職員初任者研修修了
ホームヘルパー２級
いずれか
165,000円～175,000円
普通自動車免許一種

岩手県宮古市田鎖３－８

又は6時00分～19時00分
の間の8時間
普通自動車免許一種

岩手県宮古市
岩手県宮古市田鎖３－８

03030- 1233621
株式会社 みやこ

03030- 1234921
株式会社 みやこ

(1)8時00分～17時00分
200,000円～200,000円
岩手県宮古市
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

03030- 1237721
株式会社 みやこ

(1)8時00分～17時00分

その他の福祉・介護関係資格

社会福祉主事または
200,000円～200,000円
介護支援専門員いずれか
普通自動車免許一種

岩手県宮古市

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽにて３年以上の実務経験

介護福祉士
介護職員初任者研修修了
(1)8時00分～17時00分
いずれか
180,000円～180,000円
普通自動車免許一種

初任者研修取得後実務経験３年
以上／介護福祉士資格がない場
合

岩手県宮古市田鎖３－８

03030- 1238821
株式会社 みやこ

岩手県宮古市

普通自動車免許一種

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

03030- 1239221
岩手県奥州市水沢東大通り 合同会社 日々林
２－２－５

岩手県宮古市、他

普通自動車免許一種
１級建築施工管理技士

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

03060- 1960021
岩手県久慈市山形町川井第 蒲野建設 株式会社
９地割３２番地２

256,700円～505,600円
＊パソコンでの写真管理経
験、建築施工管理経験者
あれば尚可

普通自動車免許ＡＴ

岩手県宮古市、他

変形（1ヶ月単位）
(1)6時30分～15時30分
152,000円～157,000円 (2)8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

介護施設での勤務経験
あれば尚可

03100- 866121
秋田県能代市浅内字中山９ 株式会社 ラ・サ
２番地
ルーテ

岩手県下閉伊郡岩泉町

普通自動車免許一種
変形（1年単位）
車両系建設機械運転技能
(1)8時00分～17時00分
あれば尚可
200,100円～220,800円

05020- 1818221
秋田県仙北市角館町下川原 有限会社 三幸商会
４６９

岩手県宮古市、他

普通自動車免許一種
変形（1年単位）
１,２級土木施工管理技士
(1)8時00分～18時00分
あれば尚可
255,000円～345,000円
資格がなくても経験等により
考慮＊資格取得制度あり
土木施工管理の経験者優遇

移動式クレーン運転士
玉掛技能者
車両系、あれば尚可
普通自動車免許一種

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

05041- 568721
新潟県新発田市日渡１０３ 株式会社 石田建設
番地

岩手県宮古市

15060- 2610021
新潟県新発田市日渡１０３ 株式会社 石田建設
番地

240,000円～310,000円
岩手県宮古市

普通自動車免許一種

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

15060- 2613221
岩手県盛岡市東見前９－７ 株式会社 セントラ
２
ルオートガラス

160,000円～180,000円
エクセル・ワード・
簡単な関数入力

岩手県宮古市

普通自動車免許一種
(1)8時30分～17時30分
205,600円～225,300円

文字入力ができること
64歳以下
当協会において主に下記の業務に従事します。
普通自動車免許一種
・協会運営に関わる事務処理、経理補助等
(1)9時00分～18時00分
・県や市役所との連携調整により宮古地域のＰＲ活
155,000円～155,000円
動の補助
パソコン操作
・補助金申請、精算処理に関わる事務補助
（ワード・エクセル）
不問
小規模デイサービス利用者の介護を行っていただき 介護職員初任者研修修了
ます。
ホームヘルパー２級
(1)8時00分～17時00分
・主に食事・入浴介助、レクリエーション活動等を
いずれか
170,000円～170,000円
おこないます。・送迎業務（主に宮古市内の送迎と
普通自動車免許一種
なり、軽自動車や普通車を使用します）
64歳以下
ゴム製品の製造におけるプレス機のオペレータ業務
変形（1年単位）
です。プレス機へのゴム材料投入、完成品のシート
(1)8時00分～17時00分
回収が主な仕事です。将来的にはゴム製造に関わ
140,000円～145,000円
る、ロール、裁断、検査、出荷なども学んでいただ
パソコンの基本操作が
きます。※経験のある方、優遇します。
できれば尚可
64歳以下
介護施設の利用者及び入所利用者（現在７５名位）
看護師
変形（1ヶ月単位）
への看護業務全般を行います。
准看護師
(1)8時30分～17時30分
・入所利用者に対するバイタルチェック ・服薬管
いずれか
200,000円～260,000円 (2)7時30分～16時30分
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。
59歳以下
木質バイオマス発電所内において
車両系建設機械運転技能
変形（1年単位）
・機械への燃料の投入作業
あれば尚可
(1)8時00分～20時00分
・構内での木材の運搬作業
※資格が無い場合も
160,000円～250,000円 (2)20時00分～8時00分
・バックホー、ローダー等の運転
相談に応じます。
ボイラー運転経験
・装置の運転、操作、点検、保守等の業務
あれば尚可
18歳～64歳

03010- 7561721
岩手県宮古市小山田３丁目 いわて生活協同組合
３番５号
葬祭事業部 セリオ
ホールみやこ
岩手県宮古市

03030- 1175521
岩手県宮古市宮町一丁目１ 一般社団法人 宮古
番８０
観光文化交流協会

岩手県宮古市
岩手県宮古市田鎖３－８

03030- 1176421
株式会社 みやこ

岩手県宮古市

03030- 1177321
岩手県宮古市刈屋第１４地 株式会社 オーレッ
割５２－１
クス 岩手工場

岩手県宮古市

03030- 1179921
岩手県下閉伊郡山田町飯岡 医療法人 晃生会
第９地割２３－１
介護老人保健施設
さくら山
岩手県下閉伊郡山田町

03030- 1169321
岩手県宮古市川井第６地割 株式会社 ウッティ
３５
かわい

岩手県宮古市

03030- 1170121
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