
(1)9時40分～18時20分
1人 160,000円～160,000円

正社員以外 不問 03010- 9336921
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

大型自動車免許 (1)8時00分～17時00分
2人 あれば尚可 150,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03010- 9243221
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

二級ガソリン自動車整備士 (1)8時00分～17時00分
2人 二級ジーゼル自動車整備士 145,000円～220,000円

二級自動車整備士
あれば尚可

正社員 59歳以下 03010- 9245421
準中型自動車免許

(1)8時30分～17時30分
1人 180,000円～180,000円

正社員以外 不問 03010- 9273021
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- 1448521
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 138,510円～138,510円

正社員以外 不問 03030- 1449421
調理師

あれば尚可
1人 140,300円～154,000円

正社員以外 不問 03030- 1450921
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- 1451121
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)7時00分～16時00分
1人 142,307円～204,140円 (2)8時30分～17時30分

(3)16時00分～9時00分

正社員 63歳以下 03030- 1453721

(1)6時00分～15時00分
2人 312,000円～312,000円

正社員以外 不問 03030- 1443121
変形（1年単位）
(1)7時50分～17時10分

1人 160,000円～280,000円

正社員 30歳以下 03030- 1445721
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時00分
1人 154,500円～154,500円

正社員以外 不問 自動車運転経験１年以上 03030- 1446821
２級土木施工管理技士
１級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

1人 あれば尚可 400,000円～600,000円

無期雇用派遣労働者 不問 現場経験 01010-15712321
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

1人 220,000円～220,000円

正社員 18歳以上 森林整備作業 03030- 1433921
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

1人 150,000円～150,000円

正社員 18歳以上 03030- 1435021
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 141,700円～188,500円 (2)8時30分～12時00分

正社員 64歳以下 03030- 1436721
車両系建設機械運転技能

玉掛技能者 (1)8時00分～17時00分
3人 移動式クレーン運転士 172,800円～302,400円

いずれか

正社員以外 不問 土木作業経験あれば尚可 03030- 1438221
車両系建設機械運転技能

玉掛技能者 (1)8時00分～17時00分
3人 移動式クレーン運転士 216,000円～302,400円

あれば尚可

正社員以外 不問 重機オペレータ経験 03030- 1439521
1

事業所名
求人番号

販売職（宮古店担当） カワトク宮古において、以下の業務を担当していた
だきます。
・店頭販売 ・レジ業務 ・本店との連絡（商品発
注、客注対応など）・その他、上記に附随する業務

岩手県盛岡市菜園１－１０
－１

株式会社　川徳

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

（4月18日時点の内容です）

４月１１日　から　　４月１８日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は４月２８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

パソコンは基本操作が
できる程度で可

自動車整備・鈑金塗装
（オートサービス）

（株）ミナカワ　オートサービスにおいて自動車の
整備・板金・塗装業務を担当していただきます。○
自動車の修理・整備　故障車両の修理及び車検点
検、オイル交換、タイヤ交換等の一般整備○車の引
取り・納車、洗車、書類作成、その他付随する業務

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

岩手県下閉伊郡岩泉町

菌床の管理と菌床しいたけ
栽培（穴沢工場）

（株）ミナカワ穴沢工場において、菌床の管理と菌
床しいたけの栽培や収穫作業を担当して頂きます。
合わせて品質管理等も行っていただきます。ホダの
移動、袋取り、浸水作業、品質管理、運搬等の業
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
菌類栽培部

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

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

岩手県宮古市

移動店舗担当（宮古） ＊移動店舗「にこちゃん号」で、お買い物に不便さ
れている地域を訪問し、食品、生活用品の販売を行
います。巡回地域は主に田老～重茂、又は大槌～釜
石、大船渡～陸前高田（公営住宅のある地域中心）
＊販売車は２ｔロング（エルフ等）。

岩手県滝沢市土沢２２０－
３

いわて生活協同組合

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

平成１９年以降に
普通免許取得の方は

準中型免許が必要です

パソコンの基本操作が
できれば尚可

調理員（いわいずみこども
園）

いわいずみこども園にて、給食・おやつ等の調理を
していただきます。園児数は、いわいずみこども園
がおよそ１２０名です。　　　　


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～17時15分

の間の8時間程度
岩手県下閉伊郡岩泉町

道路関連用製品に関連する
業務

道路センターポールの簡易加工、受入、出荷、診断
検査、他関連する業務を行います。＊初心者でも指
導のもと習得可。＊詳細は工場見学にて説明しま
す。○勤務開始２０２２年６月１日から。事業場開
設後は３人体制での業務対応を見込んでいます。

岩手県宮古市大字津軽石１
９－１８

株式会社　宮古マラ
ンツ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

介護職員／正社員 グループホーム入所者の介護業務全般を行います。
・入所者９名の身の回りの世話、食事、入浴、排
泄、リハビリ等の介助や見守りなど　・食事の準備
や後片付け、洗濯、清掃、その他雑務など

岩手県宮古市中里団地４－
１１

グループホーム愛宕
の丘（有限会社　川
崎タクシー）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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
簡単なタブレット入力
（既存様式への入力）

家具製造職人 木製家具の製造。
・テーブル、椅子、キャビネットなど、様々な家具
をオーダー製作する仕事です。最初は比較的容易な
テーブル製作を中心とし、徐々に範囲を広げていき
ます。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字片畑７番地

岩泉純木家具　有限
会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

海藻加工作業員 ［ボイル加工作業］５月末まで
・湯通し塩蔵加工（ボイル加工）、不用部分の除去
作業　・選別作業　・箱詰め作業　・作業場所は屋
内、屋外
※色を識別する作業があります。

岩手県宮古市音部第１０地
割１６番地５

山崎海草加工

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

海岸復旧工事の土木施工管
理（岩手県下閉伊郡）

海岸復旧工事の土木施工管理業務に従事していただ
きます。・工事スケジュールの作成、管理　・現場
での測量、丁張、図面の作成・修正（ＣＡＤ使
用）・作業責任者への指示出し、安全管理　・写真
撮影、管理　・提出書類の作成

北海道札幌市中央区北２条
東１７丁目２番地

株式会社　アイエン
ジニアリングスタッ
フ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

調査士補助 家屋調査士補助業務に従事していただきます。・現
場では杭打や作業用具の運搬など測量補助作業を行
います。・事務所においてはＣＡＤを使っての図面
作成、パソコンによる書類作成を行います。現場は
沿岸地域となり移動は社用車使用となります。

岩手県宮古市向町２番６号 八木土地家屋調査士
事務所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

パソコン（ワード・エクセ
ル）の基本操作

※文字、数字入力が
できること

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

刈払機・チェーンソーの
技能講習修了者

あれば尚可

一般事務及び付随する現場
業務

［一般事務］・清算、請求事務、伝票記票、伝票記
帳、書類作成（ＰＣ操作）、電話来客応対等
［現場業務］・山林調査、測量補助、現場案内立会
い
・その他付随する業務

岩手県宮古市舘合町３番３
号

宮古地方森林組合

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市
パソコン操作

（ワード・エクセル）

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

重機オペレーター 土木工事現場において重機械を操作し、下記の業務
に従事していただきます。
・残土積込　・法面整形　・掘削　・その他付随す
る業務

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字三本松１８－１

合同会社　カンキョ
ウ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

土木作業員 土木工事現場において下記の業務に従事していただ
きます。
・重機作業の手元（補助作業）・その他付随する業
務　・資材運搬　・片付け等その他付随する業務

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字三本松１８－１

合同会社　カンキョ
ウ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

◎ 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２１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）
中型自動車免許 (1)8時00分～17時00分

1人 車両系建設機械運転技能 183,334円～275,000円
職長・安全衛生責任者教育等

あれば尚可
正社員 64歳以下 左官工事、ブロック積み工事経験 03030- 1440321

普通自動車免許一種 変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 144,860円～144,860円

正社員 64歳以下 03030- 1441621

(1)10時00分～19時00分
3人 190,000円～400,000円

正社員 35歳以下 04010-23975321
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)20時00分～5時00分
1人 144,496円～144,496円

正社員以外 18歳～64歳 03010- 9092821
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- 9094521
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 213,000円～245,000円

正社員 38歳以下 03010- 9160021
交替制あり
(1)8時30分～17時30分

1人 140,000円～199,500円 (2)19時10分～4時10分

正社員 18歳～59歳 03030- 1423321
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 157,000円～271,000円

正社員 59歳以下 03030- 1424621
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
第一種電気工事士 (1)8時00分～17時00分

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

正社員 不問 業務経験 03030- 1425921
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～207,000円

正社員 40歳以下 エクセル操作が出来る方 03030- 1428721

2人 300,000円～500,000円

正社員 64歳以下 実務経験５年以上 03030- 1432621
5トン限定準中型自動車免 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時30分
1人 221,500円～265,000円

正社員 30歳以下 03060- 2308121
普通自動車免許一種 交替制あり

1人 171,600円～229,900円

正社員 18歳～35歳 13040-41851521
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時45分～17時15分
1人 198,000円～330,000円

正社員 59歳以下 住宅営業の経験 03010- 9053321
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
2人 151,200円～201,600円 (2)8時30分～17時30分

正社員以外 不問 パソコン基本操作 03030- 1406421
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

(3)8時45分～17時30分

正社員以外 不問 03030- 1408621
保育士 交替制あり

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

(3)9時00分～18時00分

正社員 64歳以下 03030- 1410721
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 200,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030- 1411821
普通自動車免許一種 交替制あり

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

(3)10時30分～19時30分

正社員 64歳以下 03030- 1412221
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
1人 151,920円～151,920円

正社員以外 不問 03030- 1413521

2

現場作業員／左官工、ブ
ロック積工

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

岩手県宮古市老木第１７地
割４番地４

ガーデンクラブ　株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

携帯ショップカウンター接
客スタッフ

携帯ショップにて、お客様からの様々なお問合せに
対応していただきます。
《具体的には・・・》１・お客様ご来店　２・お問
合せや、ご用件に応じたサービスを提供　３・携帯
の新規ご契約や機種変更のご案内

宮城県仙台市青葉区五橋１
丁目６－６　五橋ビル９Ｆ

株式会社　サンリ
キュール　仙台営業
所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務員（山田工場） 水産物の製造業務をしている工場での事務を担当し
ていただきます　・売上・仕入管理、原価計算など
・売上伝票、納品書、送り状等の伝票入力　・帳票
記帳、入力　・その他支払い、銀行用務など　○外
出の際は社用車を使用

岩手県下閉伊郡山田町境田
町２－１

株式会社　川秀
簡単なパソコン操作

（ワード・エクセル）、
一般事務（売り上げ伝票、納
品書、送り状等の入力など）

あれば尚可

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

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

施設警備（宮古市） 宮古市内に点在する警備対象施設の夜間巡回及び、
機械整備の発報があった際に現場に駆けつける機動
員として従事していただきます。主な業務は下記の
とおりです。・施設警備、巡回、機械警備、機動員
＊社会保険・労使協定・労働安全衛生計画完備

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

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

岩手県下閉伊郡山田町石峠
３－１７－４

和田工業株式会社
東北工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

賃貸アパート・マンション
等の管理サービススタッフ
／沿岸

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

岩手県盛岡市前九年１丁目
４－６３　ドルチェ１０２

大東建託パートナー
ズ　株式会社　盛岡
営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

損害保険を主とした営業 弊社の既存顧客へ保険を中心とした営業
・損害保険の満期に継続のご案内と手続き　・当社
へ車検等で来店されたお客様への自動車保険の紹介
・当社のガス顧客等への損害保険の紹介　・事故処
理と相談

岩手県宮古市築地２丁目１
－４

株式会社　菊長商店
保険募集人

（基礎・自動車・火災）
雇用期間の定めなし

損害保険に関わる
営業経験のある方

岩手県宮古市

データ入力・書類作成補助 地域に役立つ建設工事を行っており、書類の整理・
管理から図面の作成、現場管理補助まで広い業務を
おまかせします。未経験でも、先輩社員が丁寧に指
導致します。〇書類の作成・整理・管理（図面や申
請書類など）〇簡単な図面作成

岩手県宮古市宮町三丁目１
０－１７

ヤマキ総業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

岩手県宮古市宮町三丁目９
－８

株式会社　小野寺電
機商会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

配送・商品補充（宮古支店
ルートスタッフ）

アサヒ飲料、他大手メーカーの缶飲料自動販売機を
定期フォローして商品補充、売上金回収、清掃、点
検等を行うトータルサービス業務です。
＊２ｔ箱型トラックを運転していただきます。


岩手県奥州市水沢工業団地
３－８４

株式会社　ミチノク

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

パティシエ 宮古駅前で、ヤギミルクを使ったお菓子のお店「パ
ティスリー　レ・ド・シェーブル」を営業していま
す。しあわせ牧場で放牧されているヤギたちの新鮮
なミルクにこだわり、個々でしか味わえない新たな
美味しさを追求しています。

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

住宅の営業（宮古支店） 宮古支店での住宅営業　飛び込み営業ではなく、依
頼者及び展示場来場者へのアプローチが主となりま
す。・お客様との打ち合わせ　・打ち合わせ資料の
作成　・モデルハウスでの接客　・土地の確認　・
金融機関との打ち合わせ

岩手県盛岡市北飯岡一丁目
１－８２

パルコホーム　（株
式会社　日盛ハウジ
ング）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

接客・販売／店舗責任者／
マリンコープ宮古店

店長候補としてモスバーガーの店舗運営をお任せし
ます。入社後はまず、接客対応、レジ操作、調理
（仕込み）クレンリネスなど一通りのスキルを学ん
でいただきます。その後、副店長へステップアッ
プ。

東京都品川区大崎２－１－
１
ＴｈｉｎｋＰａｒｋ　Ｔｏ
ｗｅｒ４階

株式会社　モススト
アカンパニー（モス
バーガー）

雇用期間の定めなし
又は8時00分～22時30分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

保育教諭 こども園での教育・保育業務　・こども園に入所し
ている児童（０～６歳児）への教育保育　＊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。

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第３地割１７７－１０

社会福祉法人　三心
会　幼保連携型認定
こども園　とよまね
こども園

幼稚園教諭免許
（専修・１種・２種）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

音響機器組立 当社請負ラインにおいて次の仕事を行います。
・アンプなどの音響機器の組立作業　・電動ドライ
バーなどを使い手作業で組立ます。・完成品の梱
包、箱入れ　・１０ｋｇを超える製品もあり、それ
を持ち上げ作業もありますので体力も必要です。

岩手県下閉伊郡山田町船越
９－４０－６

株式会社　エムアン
ドエム

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

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

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第４地割１２番地

有限会社　豊興

雇用期間の定めなし
ワード・エクセル、
メールができる方

岩手県下閉伊郡山田町

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

岩手県宮古市西町１丁目２
番１３号

特定非営利活動法人
ふれあいステーショ
ン・あい

幼稚園教諭免許
（専修・１種・２種）

雇用期間の定めなし 小学校・中学校・高等
学校教諭免許、いずれか

岩手県宮古市

ふるさと納税に関わる事務
及び業務補助

当観光協会において下記の業務を行っていただきま
す。・ふるさと納税返礼品の配送手配　・ＳＮＳの
情報発信業務　・配送管理業務　・観光協会業務補
助　・電話応対　・その他付随する業務　○外出用
務の際は社用車を使用します

岩手県下閉伊郡山田町大沢
第２地割１－６

一般社団法人　山田
町観光協会

パソコン操作（Ｗｏｒｄ、Ｅ
ｘｃｅｌ等）、

ＳＮＳ（インスタグラム等）
を使える方

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

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

岩手県下閉伊郡田野畑村机
２９９

中城興産株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村



変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～18時00分

1人 195,834円～250,000円

正社員以外 不問 03030- 1415321
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
準中型自動車免許 (1)8時00分～17時00分

1人 フォークリフト 180,000円～210,000円
あれば尚可

正社員 40歳以下 03030- 1416621
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

2人 231,000円～300,300円

正社員 18歳～40歳 03030- 1418121
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

２級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分
1人 228,000円～410,000円

正社員 64歳以下 土木現場代理人経験 03030- 1422421
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時45分～18時00分
1人 179,000円～231,000円 (2)10時45分～20時00分

(3)12時00分～21時15分

正社員 35歳以下 15070- 4755121
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時45分～18時00分
1人 179,000円～231,000円 (2)10時45分～20時00分

(3)12時00分～21時15分

正社員 35歳以下 15070- 4759221
薬剤師

(1)9時00分～18時00分
1人 335,000円～395,000円

正社員 59歳以下 01240- 7217121
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)7時45分～16時30分
1人 149,000円～180,000円 (2)9時00分～17時45分

(3)10時30分～19時15分

正社員 35歳以下 03010- 8893621
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 170,000円～180,000円

正社員 59歳以下 03030- 1367821
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 136,125円～136,125円

正社員以外 不問 03030- 1371621
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 181,000円～273,000円

正社員 59歳以下 03030- 1383721
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～235,000円

溶接経験・溶接資格

正社員 59歳以下 あれば尚可 03030- 1386521
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～235,000円

溶接経験・溶接資格

正社員 59歳以下 あれば尚可 03030- 1387421
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- 1388321
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

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

正社員 18歳以上 03030- 1396321
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)9時00分～17時30分
1人 172,400円～219,000円

正社員以外 不問 ワード・エクセル 03030- 1399121
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～17時30分
1人 158,000円～285,200円

正社員 不問 03030- 1401021
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～17時00分
3人 208,000円～208,000円 (2)21時00分～6時00分

正社員 18歳～59歳 03030- 1403821
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

3人 172,000円～172,000円 (2)21時00分～6時00分

正社員以外 60歳以上 03030- 1404221
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 216,000円～313,200円

正社員 59歳以下 経験者のみ 03100- 1017221

3

水産加工（冷凍・鮮魚） 運搬及び水産加工業務に従事します。
・工場内での出荷作業や選別、包装など水産加工及
び鮮魚業務にも従事していただきます。・出荷は手
摘みや、有資格者はフォークリフトでの作業となり
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

ふるさと納税運営スタッフ ふるさと納税運用業務（地域特産品のブランド化）
・他自治体や民間企業への営業　・返礼品開発補助
（事業者訪問）・寄附者お問い合わせの管理　・役
場関係者との調整　・プロモーション関係手配

岩手県下閉伊郡山田町中央
町８番４号

山田プライド　株式
会社

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・

パワーポイント）
岩手県下閉伊郡山田町

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

岩手県宮古市田の神一丁目
２－３７

株式会社　佐々木建
設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

岩手県宮古市根市第６地割
７番地１

有限会社　伊藤総業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売・店舗運営職（リー
ジョナル社員）

販売からスタートし、将来的には店長や地域マネー
ジャーとして、店舗運営の中堅幹部を目指していた
だく職種です。まずはホームセンターでの接客、販
売、売場づくり、商品管理、店長代行業務などを通
じて知識と技術を習得していただきます。

新潟県新潟市南区清水４５
０１番地１

株式会社　コメリ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

販売・店舗運営職（リー
ジョナル社員）

販売からスタートし、将来的には店長や地域マネー
ジャーとして、店舗運営の中堅幹部を目指していた
だく職種です。まずはホームセンターでの接客、販
売、売場づくり、商品管理、店長代行業務などを通
じて知識と技術を習得していただきます。

新潟県新潟市南区清水４５
０１番地１

株式会社　コメリ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

レンタカーフロント業務
（宮古駅東店）

＜レンタカー貸渡に係わる業務全般＞
・貸渡契約業務（店頭での接客応対）・来店、来電
時の予約受付対応　・レンタカーの配回送業務　・
返却時の対応（店頭での接客応対）・洗車業務（予
約車両準備）・事務作業（閉店作業など）

岩手県盛岡市名須川町９－
５

株式会社　トヨタレ
ンタリース岩手

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

薬剤師　ツルハドラッグ宮
古中央店調剤（岩手県宮古
市）

○調剤薬局において、調剤業務全般に従事していた
だきます。

北海道札幌市東区北２４条
東２０丁目１番２１号

株式会社　ツルハ
（ツルハドラッグ）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業事務 ・売掛管理用ＰＣ操作（専用ソフトを使用します
が、基本入力操作ができれば対応可能です）・伝票
処理（見積書・納品書・発注書・売上伝票等）・来
客応対・電話応対など　・図面作図補助　・その他
付随する業務

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第７
地割１０－８

いずみ産業株式会社
東北宮古営業所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） パソコン基本的操作

（ワード・エクセル）
岩手県宮古市

プログラミング技術者（装
置）

・当社取扱製品全般に使用される生産設備、設備実
装マウンターの装着データ（部品装着、挿入機、検
査装置、計測器、その他）に対してプログラミング
作成及びデバック　・取引先資料の社内用資料作
成、社内部門周知

岩手県宮古市大字津軽石１
９－１８

株式会社　宮古マラ
ンツｅｘｃｅｌ、ｗｏｒｄ、ＣＡＤ

（ソフト問わず）経験者尚可、
使用ソフト（ｍｏｕｎｔ　ｃａｍ）、
電気回路や部品極性などの
基本知識及び就労経験者

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

溶接工（宮古工場） 弊社工場内での各種プラント機器の溶接作業及び製
缶作業に従事して頂きます。
・鋼材等を取り扱うため力仕事等あり



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

看護師又は准看護師 当施設利用者への看護業務全般。利用者（定員／入
所者１００名）に対し、・医師の指示による医療処
置、看護、バイタルチェック、服薬管理それらに伴
う記録や報告書作成　・健康相談　・その他付帯す
る業務を行います。

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第９
地割３９番地２７

医療法人　仁泉会
介護老人保健施設ほ
ほえみの里

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

鉄工作業員 弊社山田工場において下記の業務に従事します・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（２ｔ～４ｔ平ボデートラック）を
使用します＊鋼材等を取り扱うため力仕事等あり

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第２地割８－１

五菱工業株式会社
山田工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

溶接工（山田工場） 弊社工場内での各種プラント機器の溶接作業及び製
缶作業に従事して頂きます。
・鋼材等を取り扱うため力仕事等あり

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第２地割８－１

五菱工業株式会社
山田工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

サービス業務 タイヤランド宮古にて下記の業務を担当していただ
きます。
・配送　・在庫管理　・タイヤ交換作業　等
○正社員として活躍されたい方を募集します。

岩手県宮古市実田二丁目５
－１

ダンロップタイヤ東
北（株）　タイヤラ
ンド宮古店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

警備員兼警備員指導教育責
任者

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

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第１６地割３－３１

株式会社　宇野ビル
ド

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

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

岩手県宮古市宮町４丁目５
番１６号

東洋ワークセキュリ
ティ株式会社　宮古
営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

岩手県下閉伊郡岩泉町尼額
字下坪２６－１０

誠和コーティング
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

左官工 ＊建物の壁に土やモルタルを塗って仕上げをする。
タイル等を取り付ける為の下地作り。＊土木工事
（橋梁下部、集落排水、道路工事に伴う作業）※主
に左官の仕事に従事していただきますが、現場の状
況により土木作業等に従事していただくこともあり

岩手県久慈市長内町２４地
割１６２

下舘建設　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

警備員（資格不問）【６０
歳以上限定求人】

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

岩手県宮古市宮町４丁目５
番１６号

東洋ワークセキュリ
ティ株式会社　宮古
営業所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市



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 141,019円～217,550円 (2)8時00分～16時30分

正社員 64歳以下 03100- 1023721
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～16時45分
1人 231,000円～300,300円 (2)8時00分～16時30分

正社員 64歳以下 伐木作業の経験者 03100- 1028321
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 160,000円～360,000円

建設現場作業の経験が

正社員 64歳以下 あれば尚可 05041-  667221

4

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

岩手県久慈市山形町荷軽部
第３地割１８

有限会社　谷地林業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

伐木作業員（経験者） ◆久慈市内および岩泉町を含む周辺地域または盛岡
市藪川周辺での伐木作業業務　＊伐木作業全般　＊
チェンソーを使用し木の伐採作業　＊その他、上記
に付随する業務　※伐木作業の経験がある方からの
応募をお待ちしております。

岩手県久慈市山形町川井第
１７地割２３－１５７

上山林業　有限会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

板金工・大工・防水工 〇新築・改築等の屋根及び外壁の板金・防水及び大
工作業〇工場内でのプレス作業＊屋外での作業が多
いため、体力を必要とします。＊未経験者の応募が
可能です。＊県外への出張の可能性があります。食
事・宿泊費は会社で負担します（週末帰省します）

秋田県仙北市田沢湖小松字
本町２０３－３
【ＭＰあり】

株式会社　飯島

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他


