ハローワーク 宮古

令和４年５月２６日発行

宮古公共職業安定所

（5月23日時点の内容です）

５月１６日 から

５月２３日 までに受理した求人です。

＜次回発行日は６月２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

建築設計業務
1人
雇用期間の定めなし
正社員
事務員
2人
雇用期間の定めなし
正社員
学校給食センターでの調理
業務

仕事の内容
年
齢

必要な免許資格
必要な経験など

事業所所在地において下記の設計業務（設計補助業
務）を担当していただきます。・見積書作成 ・確
認申請等書類作成 ・設計図作成 ・顧客との打ち
合わせ ・その他付随する業務 ＊建築関連資格あ
れば尚可
64歳以下
病院医事課における医療事務全般の業務です。
＊受付・会計業務 ＊クラーク業務（入退院手続
き・電話対応など）＊レセプト業務 ＊医事課職員
数：１０名（令和４年４月３０日時点）
※将来的に日直勤務もあります。
59歳以下
学校給食センターでの調理、食器洗浄のお仕事

普通自動車免許一種
建築関連資格あれば尚可

1人

1人
雇用期間の定めなし
正社員
金具接着剤塗布の補助（岩
泉）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
足場作業員
1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
足場作業員／正社員
2人
雇用期間の定めなし
正社員
介護職員／小本
1人
雇用期間の定めなし
正社員
大型ダンプ運転手／田老工
場
1人
雇用期間の定めなし
正社員
パソコンインストラクター
／宮古校
1人
雇用期間の定めなし
正社員
医療秘書
1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
建設資材管理・機械整備・
資材運搬業務／正社員

就業時間

不問
○品出し及びレジでの接客 主に食品担当でレジ業
務の一部あります。パソコンを使用しての発注管理
や商品の陳列等になります。※雇用期間は【６ヶ月
毎の契約更新】を行っており、更新時期は、毎年４
月と１０月になります。
不問
調剤薬局（クローバー薬局飯岡店）において薬剤師
業務に従事していただきます。
・調剤、服薬指導、医薬品管理、投薬等薬剤師業務
・その他、上記に関連する業務および指示された業
務
59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
どに使用するゴムパッキンの製造業務に関する補助
作業となります。・主に金具に接着剤を塗布する工
程の補助になります。・金具の整列や在庫の確認等
の作業です。
59歳以下
業務内容
・建設現場での足場組立・足場解体作業等の業務
・実務経験を積んだのち、本人の適性を見て、営業
業務、現場管理職や若手指導員等に就いていただき
ます。
不問
建設現場での足場組立・足場解体作業等の業務（学
校、商業施設、一般住宅、ビル、マンション、橋梁
等）・実務経験を積んだのち、本人の適性を見て、
営業業務、現場管理職や若手指導員等に就いていた
だきます。＊現場未経験でも応募可能
64歳以下
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。
64歳以下
運搬業務全般を行っていただきます。・産業廃棄物
の運搬業務 ・曜日により積み込み時間が異なりま
す【運送範囲】田老地区～久慈市積み込み、久慈市
～花巻市積み荷下ろし 花巻市から田老地区 使用
車：大型ダンプ（１２ｍ）
59歳以下
当社「宮古校」にて、下記業務を行っていただきま
す。・ワード・エクセル・パワーポイントなどのパ
ソコンの操作説明・生徒さんの操作フォロー・電話
応対、来客対応、販売促進活動・受講者のデータ入
力等事務作業 人柄重視で資格は不問です。
59歳以下
当院において、下記の業務を担当していただきま
す。・医師や看護師の補佐 ・医師のスケジュール
管理 ・来客、電話対応 ・書類作成、整理 ・医
療情報の収集、整理 ・カルテの整理 ・清掃など

2人
正社員
大型ダンプ運転手／正社員
3人
雇用期間の定めなし
正社員
クレーンオペレーター／正
社員
1人
雇用期間の定めなし
正社員
土木施工管理技士
1人
雇用期間の定めなし
正社員
重機オペレーター／正社員
1人
雇用期間の定めなし
正社員
営業兼ＣＡＤオペレーター
1人

フルタイム
所在地
就業場所

事業所名
求人番号

岩手県宮古市保久田７－８ 株式会社

赤沼設計

(1)8時45分～17時30分
160,000円～250,000円
岩手県宮古市

パソコン関連資格
（あれば尚可）

変形（1ヶ月単位）
(1)8時20分～17時20分

パソコン（ワード・エクセ 147,400円～147,400円
ル）入力操作ができること、
医療事務経験者
あれば尚可

03030- 1766121
岩手県宮古市山口五丁目３ 社団医療法人 新和
番２０号
会

岩手県宮古市

130,000円～150,000円

不問

雇用期間の定めなし

正社員

金

(1)7時30分～16時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
薬剤師（クローバー薬局飯
岡店）

雇用期間の定めなし

賃

パソコン操作（ｗｏｒｄ、Ｅ
ｘｃｅｌ）、ＣＡＤ
操作、建築設計業務経験

2人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
販売（品出し及びレジ：宮
古店）

TEL 0193－63－8609

03030- 1767021
宮城県仙台市宮城野区榴岡 一冨士フードサービ
３丁目４番１号
ス 株式会社 北海
アゼリアヒルズ１３階
道・東北支社
岩手県宮古市

調理経験があれば尚可

交替制あり

04010-30468421
山形県飽海郡遊佐町比子字 本間物産 株式会社
白木２３－３６２

141,432円～141,432円
又は7時30分～20時30分
の間の8時間程度

パソコン操作（エクセル）
あれば尚可

薬剤師
(1)9時00分～18時00分

岩手県宮古市

06030- 3889821
岩手県岩手郡雫石町南畑３ 有限会社 タカ・
１地割９２－１６
コーポレーション

500,000円～530,000円
岩手県下閉伊郡山田町

実務経験者

変形（1年単位）
(1)8時00分～16時50分

03010-11794821
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

156,094円～156,094円
岩手県下閉伊郡岩泉町

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

03030- 1747321
岩手県下閉伊郡山田町織笠 佐々総業 株式会社
第１４地割３１－２

184,000円～276,000円
岩手県下閉伊郡山田町

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

03030- 1748621
岩手県下閉伊郡山田町織笠 佐々総業 株式会社
第１４地割３１－２

195,500円～345,000円
岩手県下閉伊郡山田町

介護職員初任者研修修了
あれば尚可

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分
148,000円～156,970円 (2)10時00分～19時00分
(3)6時00分～15時00分

03030- 1749921
岩手県宮古市向町２番３４ 有限会社 介護施設
号
あお空

岩手県下閉伊郡岩泉町
大型自動車免許

変形（1年単位）
(1)12時30分～21時30分
276,000円～276,000円 (2)11時00分～20時00分

トラック・ダンプ運転経験
あれば尚可

岩手県宮古市港町２－４

03030- 1750721
株式会社 丸才 宮
古営業所

岩手県宮古市

ＭＯＳ Ｗｏｒｄスペシャリスト
変形（1ヶ月単位）
ＭＯＳ Ｅｘｃｅｌスペシャリスト
(1)9時30分～18時30分
あれば尚可
150,000円～180,000円 (2)9時30分～16時30分
パソコン（ワード・エクセ
ル）基本操作ができる方、Ｐ
Ｃスキル

03030- 1754421
岩手県宮古市五月町１ー１ ＹＥＳネットワーク
三陸 株式会社

岩手県宮古市

(1)8時30分～18時00分

03030- 1755321
岩手県宮古市西町二丁目２ 岩間耳鼻咽喉科医院
－３

144,080円～187,304円
岩手県宮古市

ワード・エクセル操作

業務内容
普通自動車免許一種
・建設機械の整備 ・建設資材の在庫管理 ・作業 中型自動車免許,フォークリフト
現場までの資材の運搬業務 ＊資材管理、資材運搬
小型移動式クレーン
195,500円～345,000円
の経験必須 皆様のご応募をお待ちしております。 溶接技能者、玉掛作業者
あれば尚可
資材管理、資材運搬
64歳以下
建設現場における残土、砕石、産業廃棄物等を大型
大型自動車免許
ダンプ１０ｔ車で運転運搬に従事します。・運搬に
伴う積込みや軽作業 ・主な現場は山田町、県内外
184,000円～276,000円
・運搬の作業がない日には現場作業に従事する場合
もあります。
大型ダンプ運転経験者
64歳以下
業務内容 ・クレーン機械操作 ・一般新築住宅材
普通自動車免許一種
料吊 ・防潮堤建設現場等の積み込み等 ＊現場に
大型特殊自動車免許
より直行直帰の場合もあります ＊クレーンオペ
移動式クレーン運転士 184,000円～345,000円
レーター経験ある方優遇 ＊県外出張あり 玉掛け
玉掛技能者
資格あれば尚可
あれば尚可
64歳以下
業務内容 ・現場の施工管理、工程管理、安全管
１級土木施工管理技士
理、発注担当者との打ち合わせ等を行います・パソ ２級土木施工管理技士
コンによる書類作成やメール等も行います・状況に ２級建築施工管理技士 253,000円～460,000円
より土木作業に従事する場合があります＊県外出張
いずれか
あり＊施工管理経験者優遇＊女性の方も活躍できる パソコン操作（ワード・
エクセル）の出来る方
64歳以下
建設現場において ・車両系機械操作 ・大型ダン
普通自動車免許一種
プへの積み込み等の業務を行っていただきます。＊ 車両系建設機械運転技能
現場により直行直帰の場合があります ＊経験がな
大型特殊自動車免許
195,500円～345,000円
い方は土木作業から覚えていただきます ＊重機オ
玉掛技能者
重機オペレーター経験
ペレーター経験ある方優遇
あれば尚可
64歳以下
業務内容 ・図面作成のためのＣＡＤ作業業務 ・
普通自動車免許一種
現在、一般住宅や橋桁、防潮堤など様々な工事を
行っており、その工事に係る業務 ・現場打合せし
195,500円～345,000円
たものを作図 ・施工方法の提案 ＊ＣＡＤオペ
パソコン操作
（ワード・エクセル）
レーター経験ある方優遇
の出来る方
64歳以下

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

03030- 1759021
岩手県下閉伊郡山田町織笠 佐々総業 株式会社
第１４地割３１－２

岩手県下閉伊郡山田町

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

03030- 1760221
岩手県下閉伊郡山田町織笠 佐々総業 株式会社
第１４地割３１－２

岩手県下閉伊郡山田町

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

03030- 1761521
岩手県下閉伊郡山田町織笠 佐々総業 株式会社
第１４地割３１－２

岩手県下閉伊郡山田町

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

03030- 1762421
岩手県下閉伊郡山田町織笠 佐々総業 株式会社
第１４地割３１－２

岩手県下閉伊郡山田町

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

03030- 1763321
岩手県下閉伊郡山田町織笠 佐々総業 株式会社
第１４地割３１－２

岩手県下閉伊郡山田町

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

03030- 1764621
岩手県下閉伊郡山田町織笠 佐々総業 株式会社
第１４地割３１－２

岩手県下閉伊郡山田町

03030- 1765921

1

（正）携帯電話の販売受付
スタッフ／ドコモショップ
宮古店
雇用期間の定めなし

1人

正社員
看護師
1人

ドコモショップ運営に関する様々な業務に携わって
いただきます。・携帯電話販売や各種手続き、サー
ビス提案 ・故障や操作のご相談対応 ・販売促進
のためのポップ作成、ディスプレイ変更 ・イベン
ト販売や企画運営 ・バックヤード業務、在庫管理
35歳以下
当医院において、外来患者様への看護業務全般に従
事していただきます。
・医師の指示に基づき、来院患者の診察介助

変形（1年単位）
210,000円～240,000円
又は8時30分～18時30分
の間の8時間
看護師
(1)8時00分～17時15分
220,000円～310,000円 (2)8時00分～15時30分

神奈川県横浜市西区南幸１ アイ・ティー・エッ
丁目１番１号
クス 株式会社
ＪＲ横浜タワー２６階
岩手県宮古市

14010-24290621
岩手県宮古市大通１丁目５ 岩見神経内科医院
－２

雇用期間の定めなし
正社員
工場事務および加工補助
1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
重機オペ運転手及びとび土
工
1人
雇用期間の定めなし
正社員
事務局スタッフ
1人
雇用期間の定めなし
正社員
介護員（総合福祉セン
ター）
1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
保育士
1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
大型ダンプ運転手兼普通作
業員
1人
雇用期間の定めなし
正社員
保育教諭・保育士／あかま
えこども園／正社員
1人
雇用期間の定めなし
正社員
保育士／あかまえこども園
さくらんぼ分園／正社員以
外
雇用期間の定めなし

1人

正社員以外
保育士／正社員
1人
雇用期間の定めなし
正社員
保育士／正社員
1人
雇用期間の定めなし
正社員
一般土木作業員
1人
雇用期間の定めなし
正社員
配送・倉庫管理
1人
雇用期間の定めなし
正社員
土木施工管理技士
2人
雇用期間の定めなし
正社員
放送業務
1人
雇用期間の定めなし
正社員
幼稚園教諭
1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
フロントスタッフ
1人
雇用期間の定めなし
正社員
介護職員／田鎖
1人
雇用期間の定めなし
正社員
居宅介護支援専門員
1人
雇用期間の定めなし
正社員

64歳以下
当組合加工場において、以下の業務に従事していた
普通自動車免許一種
だきます
・取引先からの注文受付、伝票作成、売上計上 ・
145,860円～145,860円
送り状の作成、出荷手配 ・製品検査、帳票作成、
エクセル、ワードの
基本操作ができる方、
電話対応 ・書類提出等の外出用務や配達等
事務職経験があれば尚可
不問
各工事現場において以下の業務を行っていただきま 車両系建設機械運転技能
す。・重機による掘削等土工事 ・とび、土工作業
大型自動車免許
員として工事作業全般 ＊主な工事現場は沿岸地域
あれば尚可
203,150円～215,100円
となります ＊大型免許有資格者尚可
59歳以下
・ふるさと納税返礼品の配送手配 ・ＰＣデータ入
力 ・ＳＮＳの情報発信業務 ・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

岩手県宮古市

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

岩手県宮古市

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

普通自動車免許一種
(1)8時30分～17時30分

03030- 1733021
岩手県下閉伊郡山田町大沢 一般社団法人 山田
第２地割１－６
町観光協会

158,400円～176,000円

不問
通所介護（デイサービスセンター）事業所の介護
普通自動車免許一種
員。・入浴、排せつ、食事介護等の業務。・レクリ 介護職員初任者研修修了
(1)8時15分～17時15分
エーション等の業務。・自宅から事業所までの送迎
介護福祉士
146,900円～158,600円
（運転・添乗）業務。・事業所は２５名定員。
あれば尚可
不問
保育所での保育業務 ・保育所に入所している児童
（０～６歳児）への保育 ＊児童の年齢により対応
人数は異なりますが、常時複数で対応します。＊担
任は他におりますので、担任の補助を行っていただ
きます。●資格試験により、正社員の可能性あり。
不問
大型ダンプ運転と土木作業に従事していただきま
す。・１０トンダンプを運転し、砕石・土砂等の運
搬 ・建設現場での、土砂の掘削や部材の持運びな
ど手元作業等 ○通いでの勤務となります（泊まり
等については検討中）
64歳以下
園児の保育業務全般を行っていただきます。
・保育実務 ・日誌や園児の連絡ノート記載 ・各
計画の作成 ・園児の安全、健康管理業務 ・ほ
か、行事等の準備や環境整備など ＊担当クラス等
は採用後に決定となります。
59歳以下
園児の保育業務全般を行っていただきます。
・保育実務 ・日誌や園児の連絡ノート記載 ・各
計画の作成 ・園児の安全、健康管理業務 ・ほ
か、行事等の準備や環境整備など ＊担当クラス等
は採用後に決定となります。
59歳以下
園児の保育業務全般を行っていただきます。
・保育実務 ・日誌や園児の連絡ノート記載 ・各
計画の作成 ・園児の安全、健康管理業務 ・ほ
か、行事等の準備や環境整備など ＊担当クラス等
は採用後に決定となります。
59歳以下
園児の保育業務全般を行っていただきます。
・保育実務 ・日誌や園児の連絡ノート記載 ・各
計画の作成 ・園児の安全、健康管理業務 ・ほ
か、行事等の準備や環境整備など ＊担当クラス等
は採用後に決定となります。
59歳以下
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。
64歳以下
本社営業所勤務となり、総合建設資材の配送業務・
倉庫管理です。［配送業務］…現在チャーター含む
３名で担当。土木建築資材の鉄筋やコンパネ、住宅
関連資材をフォークリフト等で車輌に積込み、会社
より１００キロ圏内の各現場へ配送します。
59歳以下
土木、舗装の各工事現場で以下の業務を行いま
す。・施工計画立案 ・管理（施工、安全、品質、
工程など）・各種書類作成 ＊公共工事が主となり
ます＊各現場への移動は、社用車を使用します○ブ
ランクのある方の応募可能ですのでご相談ください
不問
当社において下記の放送業務全般を行っていただき
ます・ラジオアナウンス、ミキサー操作・取材活
動、打合せ等（社用車使用）・原稿作成・パソコン
による資料パンフレット等作成・メール等の管理等
※取材活動等の外出は基本的に社有車を使用します
59歳以下
幼稚園教諭として園児の保育業務全般をお願いしま
す。
（クラス担任またはクラス担任補助として業務を行
う）・幼児教育、活動のための準備 ・行事の企画
や進行 ・書類作成、清掃など
不問
宿泊・日帰り入浴施設「うみねこ温泉湯らっくす」
において、フロント業務全般を行います。・日帰り
入浴の受付・電話対応及びネット予約受付（簡単な
パソコン操作）・チェックイン、チェックアウト業
務 その他指示された業務及び上記に付随する業務
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
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
当センターにおいて介護支援専門員の業務を行いま
す。・利用者様の状況把握・相談援助業務・契約の
締結、居宅サービス計画の作成・交付・居宅サービ
ス事業者との連絡調整・サービス担当者会議の開催
・サービス利用状況の管理・モニタリング
64歳以下

03030- 1732121
岩手県宮古市山口１丁目４ 株式会社 オガサワ
－２５
ラ産業

岩手県宮古市

重機運転経験
入力（Ｗｏｒｄ、
Ｅｘｃｅｌ等）、ＳＮＳ
（インスタグラム等）を
使える方、ＰＣ操作、
接客等あれば尚可

03030- 1730621
岩手県宮古市田老字野原７ 田老町漁業協同組合
０番地
（加工場）

岩手県下閉伊郡山田町

03030- 1735821
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

保育士
幼稚園教諭免許
（専修・１種・２種）
あれば尚可

変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～15時45分
181,600円～201,600円 (2)8時15分～17時00分
(3)8時45分～17時30分

03030- 1736221
岩手県下閉伊郡山田町後楽 社会福祉法人 三心
町４－５
会 山田町第一保育
所
岩手県下閉伊郡山田町

大型自動車免許

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

03030- 1739321
岩手県宮古市小山田三丁目 三浦重機 株式会社
６－７

200,000円～250,000円
岩手県宮古市、他

大型ダンプ運転

保育士
幼稚園教諭免許
（専修・１種・２種）
あれば尚可
保育士
幼稚園教諭免許
（専修・１種・２種）
あれば尚可

変形（1ヶ月単位）
153,800円～184,300円
又は7時00分～19時00分
の間の8時間
変形（1ヶ月単位）
153,360円～170,400円
又は7時00分～19時00分
の間の8時間
変形（1ヶ月単位）

保育士

03030- 1741021
岩手県宮古市赤前第３地割 社会福祉法人 慈愛
１４－１１
会 あかまえこども
園
岩手県宮古市

03030- 1742721
岩手県宮古市赤前第３地割 社会福祉法人 慈愛
１４－１１
会 あかまえこども
園
岩手県宮古市

03030- 1743821
岩手県宮古市津軽石第４地 社会福祉法人 慈愛
割４０番地８
会 津軽石保育所

153,800円～184,300円
又は7時00分～19時00分
の間の8時間程度
変形（1ヶ月単位）

保育士

岩手県宮古市

03030- 1744221
岩手県宮古市花輪第４地割 社会福祉法人 慈愛
２番地１
会 花輪保育所

153,800円～184,300円
又は7時00分～19時00分
の間の8時間程度
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

普通自動車免許一種

岩手県宮古市

03030- 1745521
岩手県宮古市八木沢三丁目 株式会社菊地建設
１１－５

194,792円～343,750円
岩手県宮古市

準中型自動車免許
フォークリフト
小型移動式クレーン
中型自動車免許
玉掛技能者講習修了証
あれば尚可
普通自動車免許一種
２級土木施工管理技士

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分
148,000円～163,600円 (2)8時00分～12時00分

03030- 1746421
岩手県宮古市実田一丁目３ 株式会社 岩手ビル
－１７
テック

岩手県宮古市

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

03030- 1720521
岩手県宮古市山口五丁目４ 佐藤土木工業 有限
番１２号
会社

184,800円～250,000円
ＰＣ操作ができれば尚可、現
場管理経験（施工管理できれ
ばブランクある方可）

普通自動車免許一種
パソコン基本操作、
ワード・エクセルが
できる方、
放送業務の経験あれば尚可

幼稚園教諭免許
（専修・１種・２種）

岩手県宮古市
交替制あり
(1)6時00分～15時00分
145,000円～166,000円 (2)9時00分～18時00分
(3)10時30分～19時30分

岩手県宮古市栄町４番地
三陸鉄道本社１階

03030- 1722321
宮古エフエム放送
株式会社

岩手県宮古市

交替制あり
(1)7時20分～15時50分
145,000円～190,000円 (2)8時00分～16時30分
(3)9時30分～18時00分

03030- 1723621
岩手県下閉伊郡山田町八幡 学校法人光明学園
町１２－２１
山田幼稚園

岩手県下閉伊郡山田町

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分
165,000円～175,000円 (2)13時00分～21時00分
又は8時00分～21時00分
の間の8時間程度

エクセル・ワード等の
基本操作

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
いずれか
170,000円～170,000円
普通自動車免許一種

03030- 1724921
岩手県下閉伊郡山田町川向 天翔水産株式会社
町６－４９
うみねこ温泉湯らっ
くす
岩手県下閉伊郡山田町
岩手県宮古市田鎖３－８

03030- 1725121
株式会社 みやこ

岩手県宮古市

普通自動車免許一種
介護支援専門員
（ケアマネージャー）
主任介護支援専門員
あれば尚可

(1)8時30分～17時30分

03030- 1726021
岩手県宮古市山口５丁目８ 株式会社 かがやき
番２号
ライフ

200,000円～270,000円
岩手県宮古市

03030- 1729221

2

営業及び一般事務
2人
雇用期間の定めなし

農家が自然災害等によって受ける損失を補償する農
業保険事業を行います。
具体的には ○農家を訪問しての各事業（保険）へ
の加入推進、契約書類等の作成・整備。

普通自動車免許ＡＴ
(1)8時30分～17時15分
151,900円～173,200円
ＰＣ

正社員
販売営業及び管理業務（宮
古店）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
第２種・第３種電気主任技
術者／岩手県宮古市（活動
エリア）
雇用期間の定めなし

2人

正社員
第２種・第３種電気主任技
術者／宮城県黒川郡
2人
雇用期間の定めなし
正社員
自動車整備士（宮古店）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
営業スタッフ（正社員：宮
古店）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
自動車整備士（正社員：二
戸、久慈、宮古、釜石、遠
野）
雇用期間の定めなし
正社員
自動車検査員（正社員：二
戸、久慈、宮古、釜石、遠
野）
雇用期間の定めなし

5人

5人

正社員
自動車整備士補助（宮古
店）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
自動車整備士（宮古店）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
医療材料の管理及び院内搬
送
1人
雇用期間の定めなし
正社員以外
ゴルフ場フロント（正社
員）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
調理員／丼の店おいかわ
宮古魚菜市場店（正社員）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
土木作業員
3人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
警備員
1人
雇用期間の定めなし
正社員
生活相談員
1人
雇用期間の定めなし
正社員
土木作業員、型枠大工、重
機オペレーター、配管工
1人
雇用期間の定めなし
正社員
運転手
1人
雇用期間の定めなし

1人
正社員

59歳以下
請負先病院内で下記の業務に従事します。・病棟・
外来等で使用される医療材料（ガーゼ、包帯、点滴
セット、注射器など、主にディスポ製品）の準備
・各病棟や外来への供給搬送（台車等を使用）・物
品管理・棚卸し・発注・備品管理
59歳以下
ゴルフ場のフロントにおいて、下記業務を行いま
す。・お客さまのチェックイン、チェックアウト、
清算業務 ・電話対応、予約管理 ・パソコン
（ワード、エクセル）を使用した書類の作成作業
59歳以下
主にお刺身、海鮮丼などの食事を提供しているお店
です。・調理員として、調理業務全般を担当してい
ただきます。・お魚を捌いたり、丼物の調理および
盛り付けや飲み物作り等を行っていただきます。

岩手県宮古市、他

03010-11543221
岩手県盛岡市青山４丁目１ 株式会社 東日本ソ
０番１１号
ラナ

岩手県宮古市

第一種電気主任技術者
第二種電気主任技術者
第三種電気主任技術者

フレックス
(1)9時00分～17時45分
300,000円～535,000円 (2)11時00分～16時00分

いずれか,普通自動車免許一種
ＰＣ操作(Word,Excel)、電気
主任技術者業務あれば尚可

第一種電気主任技術者
第二種電気主任技術者
第三種電気主任技術者

03010-11618321
東京都港区虎ノ門１－２－ リニューアブル・
８ 虎ノ門琴平タワー６階 ジャパン 株式会社

岩手県宮古市、他

フレックス
(1)9時00分～17時45分
300,000円～535,000円 (2)11時00分～16時00分

いずれか,普通自動車免許一種
PC操作(Word,Excel),電気主任
技術者業務の経験あれば尚可

13040-53787621
東京都港区虎ノ門１－２－ リニューアブル・
８ 虎ノ門琴平タワー６階 ジャパン 株式会社

岩手県宮古市、他

普通自動車免許一種

変形（1ヶ月単位）
(1)9時30分～18時00分

13040-53797121
岩手県盛岡市南仙北２丁目 盛岡日産モーター
２４－５
株式会社

154,000円～230,000円
岩手県宮古市

経験者優遇

普通自動車免許一種
中型自動車免許
あれば尚可

変形（1年単位）
(1)9時00分～18時00分

普通自動車免許一種

岩手県宮古市

変形（1年単位）
(1)9時00分～18時00分

03010-11432621
岩手県盛岡市上堂４丁目６ トヨタカローラ岩手
－５
株式会社

160,000円～200,000円

簡単なＰＣ入力作業、自動車
整備工場または修理工場での
勤務経験あれば尚可
中型自動車免許,自動車検査員
二級自動車整備士,いずれか

普通自動車免許一種

03010-11420221
岩手県盛岡市上堂４丁目６ トヨタカローラ岩手
－５
株式会社

160,000円～200,000円

営業、販売の経験、
ワード、エクセル、ＰＣ
入力作業ができれば尚可
中型自動車免許,自動車検査員
二級自動車整備士,いずれか

岩手県宮古市、他

変形（1年単位）
(1)9時00分～18時00分

03010-11439521
岩手県盛岡市上堂４丁目６ トヨタカローラ岩手
－５
株式会社

208,000円～248,000円

簡単なＰＣ入力作業、自動車
整備工場または修理工場での
勤務経験あれば尚可

岩手県宮古市、他

普通自動車免許一種

変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～17時50分

03010-11440321
岩手県盛岡市三本柳５地割 日産チェリー岩手販
２９ー２５
売 株式会社

150,000円～150,000円
岩手県宮古市

普通自動車免許一種
３級自動車ｶﾞｿﾘﾝ・ｴﾝｼﾞﾝ整備士
３級自動車ｼﾞｰｾﾞﾙ・ｴﾝｼﾞﾝ整備士

変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～17時50分

03010-11475621
岩手県盛岡市三本柳５地割 日産チェリー岩手販
２９ー２５
売 株式会社

152,000円～275,500円

自動車検査員,あれば尚可
自動車整備士としての
実務経験あれば尚可

岩手県宮古市

普通自動車免許一種
(1)8時30分～17時30分
132,800円～132,800円

03010-11485121
岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第１ 株式会社 エフエス
地割１１番地２６ 岩手県 ユニマネジメント宮
立宮古病院地下１階
古事業所
岩手県宮古市

簡単なエクセル操作

変形（1年単位）

03030- 1697821
岩手県宮古市崎山第４地割 株式会社 宮古カン
８６－３
トリークラブ

162,000円～228,000円
又は6時30分～17時00分
の間の7時間程度

ワード・エクセル操作

調理師
食品衛生責任者
あれば尚可

(1)8時00分～16時20分

岩手県宮古市

03030- 1702821
岩手県宮古市板屋３丁目２ 株式会社 ダイニン
－６
グ

170,000円～230,000円

和食調理経験あれば尚可
※経験者は採用面で優遇
します。見習可。

59歳以下
土木工事を請負っています。以下の業務を行ってい
普通自動車免許一種
変形（1年単位）
ただきます。・土木工事等 ・その他付随する業務 車両系建設機械運転技能
(1)8時00分～17時00分
＊移動手段は、会社集合で社用車移動又は直行直帰 建設・重機関係の資格が 158,667円～272,000円
となります。
あれば尚可
土木作業経験
不問
復興工関連工事の公共建設土木工事等の工事車両の
普通自動車免許一種
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。
158,200円～203,400円
＊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。
18歳以上
当社が運営する小規模デイサービス（利用者１５人
介護支援専門員
程度）における相談業務全般に従事していただきま （ケアマネージャー）
す。・利用者、家族、関係機関との相談業務 ・連 その他の福祉・介護関係資格 200,000円～200,000円
絡調整全般 ・送迎対応、その他付随する業務を
社会福祉主事または
行っていただきます。＊経験者は優遇
介護支援専門員いずれか
64歳以下
普通自動車免許一種
◆主に久慈管内岩泉町周辺の土木、建築等の現場作
普通自動車免許一種
業に従事していただきます。【主な業務内容】・土
建設関係の資格が
木工事作業全般 ・土砂の掘削や積み込み、埋め戻
あれば尚可
173,250円～254,100円
し ・資格に応じて重機オペレーター及び大型車両
希望職種における
などの運転 ・その他、上記に付随する業務
経験者であれば尚可
64歳以下
大型ダンプカーの運転業務に従事していただきま
大型自動車免許
す。・主に災害復旧関連の建設現場において、土
大型特殊自動車免許
砂・砂利等の運搬を行います。・現場は岩泉町内が 車両系建設機械運転技能 220,000円～270,000円
ほとんどです。
あれば尚可
大型または
トラック運転経験者

正社員
大型運転手
雇用期間の定めなし

（ワード、エクセル）操作
35歳以下
下記の販売営業・管理業務を行っていただきます。
普通自動車免許一種
・「太陽光発電システム・蓄電池」の販売 ・施工
(1)8時15分～17時45分
の補助業務 ・店舗での接客、問い合わせ対応 ・
180,000円～270,000円
その他付随する業務全般

59歳以下
電気主任技術者として太陽光発電所の保守管理を担
当いただきます＜具体的な業務＞・計画策定（年間
維持管理計画や長期修繕計画など）・巡回点検、障
害対応、緊急時対応、除草・除雪、軽作業・点検業
務（絶縁抵抗測定・接地抵抗測定・保護継電器試験
不問
電気主任技術者として太陽光発電所の保守管理を担
当いただきます＜具体的な業務＞・計画策定（年間
維持管理計画や長期修繕計画など）・巡回点検、障
害対応、緊急時対応、除草・除雪、軽作業・点検業
務（絶縁抵抗測定・接地抵抗測定・保護継電器試験
不問
当社、宮古店において下記の様な自動車整備業務全
般を行っていただきます。
・自動車の整備、点検修理、洗車 ・車両の引き取
り、納車 ・その他、付随する業務および指示され
た業務
59歳以下
自動車という商品を通じてお客様のカーライフを末
長くサポートしていく仕事です。・トヨタ自動車製
造の新車および中古車の販売 ・ご購入いただいた
お客様へのアフターフォロー ・車検点検誘致、損
害保険販売、割賦商品販売
61歳以下
トヨタカローラ岩手の整備工場にて下記業務を行っ
ていただきます。・車検、各種一般整備・点検整備
の電話案内、来店時の受付応対・整備後の電話によ
るアフターフォロー・各種カー用品のご提案、販
売・その他自動車販売および整備に関わる業務全般
61歳以下
トヨタカローラ岩手の整備工場にて下記業務を行っ
ていただきます。・車検、各種一般整備・点検整備
の電話案内、来店時の受付応対・整備後の電話によ
るアフターフォロー・各種カー用品のご提案、販
売・その他自動車販売および整備に関わる業務全般
61歳以下
当社、店舗において下記の業務を行っていただきま
す。≪自動車整備業務におけます補助業務全般≫・
洗車、車内清掃、簡単な整備作業、構内のクルマ移
動 ・その他、付随する業務及び指示された業務
※無資格・未経験から始められる業務です。
59歳以下
当社、店舗において下記の業務を行っていただきま
す。≪自動車の整備点検全般≫・主に一般車両の整
備、車検業務、整備結果説明など ・その他、付随
する業務及び指示された業務

岩手県盛岡市北飯岡１丁目 岩手県農業共済組合
１０番５０号

岩手県宮古市

03030- 1712521
岩手県下閉伊郡山田町織笠 株式会社 宇野ビル
第１６地割３－３１
ド

岩手県宮古市、他

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

03030- 1713421
岩手県下閉伊郡山田町織笠 株式会社 宇野ビル
第１６地割３－３１
ド

岩手県下閉伊郡山田町
岩手県宮古市田鎖３－８

03030- 1714321
株式会社 みやこ

(1)8時00分～17時00分

岩手県宮古市

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分
(2)8時00分～16時30分

03030- 1717121
岩手県久慈市山形町川井第 プレステック 株式
８地割１５－７
会社

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

不問
主に以下の業務を行っていただきます。
大型自動車免許
［丸太運搬］・大型トラック（１０ｔグラップル
車両系建設機械運転技能
(1)7時30分～16時30分
付）による運搬、積み下ろし
小型移動式クレーン
193,500円～193,500円
運行範囲…宮古管内、八戸 必要資格…車両系建設 玉掛技能者、いずれか
大型運転業務
機械（整地・運搬・積込）
１年以上の経験
64歳以下

03100- 1254621
岩手県下閉伊郡岩泉町袰野 小本運送 有限会社
字赤鹿１０８

岩手県下閉伊郡岩泉町

03030- 1769821
岩手県宮古市田老字乙部２ 有限会社 平内運送
４７－２８

岩手県宮古市

03030- 1770421
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