
(1)9時40分～18時20分
1人 160,000円～160,000円

正社員以外 不問 03010-20141821
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 03010-20151521

普通自動車免許一種 変形（1年単位）
準中型自動車免許あれば尚可 (1)8時00分～17時00分

1人 160,000円～240,000円

ワード、エクセル

正社員 59歳以下 電材卸売業の経験者優遇 03010-20157021
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 167,000円～192,000円
あれば尚可

正社員 35歳以下 03010-20217921
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
1人 154,000円～230,000円

正社員 59歳以下 経験者優遇 03010-20329421
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

パソコン操作ができる方

正社員 64歳以下 現場管理業務の経験者 03030- 2843721
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
大型自動車第二種免許

1人 普通自動車第二種免許 161,200円～244,400円
あれば尚可

正社員 64歳以下 03030- 2844821
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

看護師 (1)8時30分～17時15分
2人 156,600円～258,800円 (2)16時30分～1時15分

(3)0時30分～9時15分

正社員以外 18歳以上 03030- 2845221
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時15分

2人 136,245円～210,335円 (2)6時30分～15時15分
(3)12時15分～21時00分

正社員以外 不問 03030- 2846521
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～250,000円

正社員 40歳以下 03030- 2847421
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～230,000円

正社員 40歳以下 03030- 2848321
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 195,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030- 2849621
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- 2850021
８トン限定中型自動車免許 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

2人 あれば尚可 184,800円～300,300円

正社員以外 18歳以上 03030- 2851721
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- 2852821
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

2人 いずれか 260,000円～320,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 経験者 03030- 2853221
普通自動車免許一種 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
3人 180,000円～220,000円

正社員 64歳以下 重機操作 03030- 2854521
看護師 変形（1ヶ月単位）
准看護師 (1)8時00分～17時00分

2人 いずれか 173,000円～273,600円 (2)8時30分～17時30分
普通自動車免許一種

正社員以外 不問 03030- 2855421
1

看護師 当施設における利用者への看護業務全般を行いま
す。・利用者の健康管理・服薬管理・バイタル
チェック・通院介助等　また、それに伴う記録等も
行います。・現在、看護師４名で勤務しています。
※待遇面は特記事項を参照下さい。

岩手県宮古市崎山第５地割
９４

社会福祉法人　若竹
会　わかたけ学園

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

普通作業員兼重機オペレー
ター

主に公共工事の土木作業と重機オペレーターに従事
していただきます。・人力での土砂の掘削や部材の
持運びなど手元作業等　・重機バックホウ等での操
作業務　松山地区の資材置き場に集合して、社用車
にて現場に向かいます

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、他

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

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

建築大工手元 下記の業務に従事していただきます。・大工手元作
業、雑用（現場及び片づけ等）・土木作業（基礎工
事等）未経験の方でも大丈夫です。※２ｍ以上の高
所作業があります。※２ｔ車・３ｔ車・４ｔユニッ
クを使用します。

岩手県宮古市田鎖１２－１
１－１９


有限会社　藤原建築

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

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

鉄骨製作工 当社は建築鉄骨やステンレス製品等の設計・製作を
しております。・工場内で鋼材加工、組立　・溶
接、塗装　・その他付随する作業　～応相談～※溶
接関係・鉄工製作関係・建設関係の資格があれば尚
可

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

アーク溶接技能者（基本級）、玉掛
技能者、ほか溶接・半自動溶接・
鉄工・建設関係資格があれば尚可

鋼材（鉄やステンレスなど）
加工・組立及び溶接の経験

製作管理工（鉄骨製作工）
／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。・工場内で制作した製品の寸法
測定などの品質管理業務（出来形測定・溶接検査・
超音波検査・浸透探傷検査等）・検査データを報告
書にまとめて提出

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

設計および工務／トライア
ル雇用併用

当社は主に建築鉄骨やステンレス製品を設計、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。

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

土木・建築関係の資格が
あれば尚可

ワード・エクセルの
操作ができる

玉掛・溶接・各種検査の
資格あれば尚可

看護補助員 ・患者様の日常生活に関わる業務をして頂きます。
診察介助、器具洗浄、殺菌作業、移動補助、入浴補
助、食事補助等　・医療環境の整備、整頓、物品に
関する業務　・その他、搬送業務、メッセンジャー
業務

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字中家１９－１

社会福祉法人　恩賜
財団　岩手県済生会
岩泉病院

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

看護師 当院において看護業務に従事していただきます。・
入院病棟での看護業務や、診療の補助及び療養上の
介助など　＊夜勤の出来る方希望、夜勤専従も可
能。＊就業時間は相談に応じます。経験の浅い方で
も応募可。業務内容相談に応じます。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字中家１９－１

社会福祉法人　恩賜
財団　岩手県済生会
岩泉病院

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

バス乗務員及びタクシー乗
務員

以下の業務を行っていただきます。
・路線定期運行バスの運転乗務（岩泉町内）・貸切
バスの運転乗務　・タクシーの運転乗務
＊バス及びタクシー、バスのみ、タクシーのみの業
務も可能

岩手県下閉伊郡岩泉町門字
町６６－１

小川タクシー　株式
会社　本社営業所

雇用期間の定めなし
又は6時00分～21時00分
の間の8時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

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
－２７

沢与建設　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

中型免許一種
（８ｔ限定含む・
マニュアル必須）

自動車整備士（宮古店） 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

岩手県盛岡市南仙北２丁目
２４－５

盛岡日産モーター
株式会社

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

配送及びルート営業（宮古
営業所）

宮古営業所において、下記業務を行っていただきま
す。・商品管理（受・発注）・取引先店舗や工事現
場へ商品の配達・その他付随する業務及び指示され
た業務※配送業務習得後、ルート営業へ配属※担当
エリア：宮古市を中心に岩手県内　※社用車を使用

岩手県紫波郡矢巾町流通セ
ンター南３丁目１０番７号

株式会社　岩電

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

２ｔトラックが運転可能な自動車
免許を所持していれば尚可

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

（9月2日時点の内容です）

８月３０日　から　　９月２日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は９月１５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

◎ 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９月８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



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

介護経験３年以上

正社員 59歳以下 あれば尚可 03030- 2858921
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- 2859121
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- 2860821
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- 2861221

(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- 2862521
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 180,000円～270,000円
車両系建設機械(整地・運搬・掘削)

あれば尚可
正社員 64歳以下 大工経験 03030- 2867121

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～330,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03030- 2868021
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- 2870521

(1)8時30分～17時30分
1人 133,987円～138,720円

正社員以外 59歳以下 03030- 2871421
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～220,000円
あれば尚可

正社員 64歳以下 03030- 2872321
５トン限定準中型自動車免許

(1)8時30分～17時00分
1人 180,000円～200,000円

フォークリフトあれば尚可

正社員 59歳以下 03030- 2875121
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時30分

2人 150,855円～161,025円

正社員以外 59歳以下 03030- 2876021
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- 2878821
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- 2879221

(1)8時30分～17時00分
1人 166,834円～200,200円 (2)8時30分～12時00分

正社員 不問 パソコン基本操作 03030- 2880621
普通自動車免許一種
普通自動車第二種免許 (1)8時00分～17時00分

1人 あれば尚可 145,000円～145,000円

正社員 64歳以下 03030- 2881921
普通自動車免許一種
普通自動車第二種免許 (1)17時00分～2時00分

1人 あれば尚可 163,000円～163,000円

正社員 18歳～64歳 03030- 2882121
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- 2883021
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- 2887521
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

2人 141,000円～150,000円

正社員 59歳以下 03030- 2888421

2

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

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

岩手県下閉伊郡山田町

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

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

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

岩手県宮古市

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

大工見習い 一般住宅の建築工事全般に従事します（土木工事に
も従事）。・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）

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

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

岩手県宮古市

加工業務 社内での製品加工業務　・電線をコネクターに挿入
する作業　・電線の指定された箇所にテープを巻く
作業　・電線切断作業など　＊専用の器具を使用し
た作業も一部ありますが、大半が手作業となります

岩手県宮古市田鎖９－２５ 有限会社　ユーエム
アイ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

木材加工業（床板製造業） 一般住宅、マンション、会社、公共施設などで使わ
れているフローリング、木質建材などを生産してい
ます。・出来あがりのフローリングをダンボールに
梱包や、加工機への材料投入　・機械操作は担当者
が指導します

岩手県宮古市刈屋１３－１
１ー２

株式会社　カリヤ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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
２ｔ車を運転できる
免許があること

雇用期間の定めなし
ワード・エクセル等

簡単な操作
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

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　＊接客経験
者優遇　＊土日祝日勤務出来る方

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

タクシー運転手（昼勤） 昼勤でのタクシー運転手業務で、通常のタクシーの
みでなく介護業務が必要な介護タクシーの２つの職
種があります。ノルマは一切ありません。
＊全車カーナビ付…地理に自信のない方も安心勤務

岩手県宮古市保久田４－８ 三社自動車　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務／歯科技工所 当社は歯科医院、病院より受注を受け製品の製作納
品しています・専用ソフトを使用し製品の伝票、請
求書作成・従業員給与計算・電話、来客対応・事務
所内、作業室清掃＊パート勤務も相談可　勤務日
数・就業時間・休日等について相談に応じます

岩手県下閉伊郡山田町北浜
町１０４－４

マリンデンタル　株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

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

タクシー運転手（夜勤） 夜勤でのタクシー運転手業務で、通常のタクシーの
みでなく介護業務が必要な介護タクシーの２つの職
種があります。ノルマは一切ありません。
＊全車カーナビ付…地理に自信のない方も安心勤
務。

岩手県宮古市保久田４－８ 三社自動車　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

工作機械オペレーター・発
送係

当社においてオペレーター業務と発送業務に従事し
ます。・工作機械での金属プレートの切断、フライ
ス、研磨、面取り等加工業務　・製品の真空パッ
ク、梱包、送り状貼りつけ　・発送品の移動・運搬
（手作業）などの作業も行っていただきます

岩手県下閉伊郡山田町船越
第９地割２１８番地１

株式会社ユーメリア
岩手

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

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



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 178,000円～222,500円

正社員 40歳以下 03030- 2890121
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- 2891021
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 178,000円～222,500円

正社員 40歳以下 03030- 2892721
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- 2894221
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 フォークリフト 160,000円～230,000円
あれば尚可

正社員 59歳以下 03040- 4166221

(1)10時00分～19時00分
3人 175,000円～230,000円

正社員 40歳以下 27010-45290921
普通自動車免許一種

(1)9時00分～17時00分
5人 237,000円～306,200円

正社員 45歳以下 03010-19785221
５トン限定準中型自動車免許

(1)8時15分～17時15分
1人 165,000円～250,000円

正社員 35歳以下 03010-19803821
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時00分

1人 151,650円～151,650円 (2)8時30分～15時00分

正社員以外 不問 03010-19837821
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 03010-19847221

(1)10時30分～19時30分
1人 149,600円～176,000円

正社員以外 不問 03010-19850921
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- 2765221
普通自動車免許一種

(1)9時00分～17時30分
2人 180,000円～225,000円 (2)9時00分～15時00分

正社員 59歳以下 整備士経験者 03030- 2768321
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 150,000円～185,000円

正社員 35歳以下 03030- 2769621
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 220,000円～220,000円

その他の福祉・介護関係資格

正社員 64歳以下 03030- 2770021
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- 2771721
普通自動車免許一種 交替制あり

(1)7時30分～16時30分
1人 145,520円～171,200円 (2)9時30分～18時30分

正社員以外 45歳以下 03030- 2772821
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

3人 143,000円～143,000円

正社員 不問 03030- 2773221
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- 2774521
普通自動車免許一種

日商簿記３級 (1)8時30分～17時15分
1人 152,500円～159,500円

正社員 35歳以下 03030- 2775421

3

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

設計 電話工事に伴う設計業務です。・電話工事及び電柱
設営に係る現場確認　・お客様との土地承諾等の折
衝　・パソコンでの各種書類作成、申請手続き　・
ＴＴＫ宮古営業所内でのデータ入力、図面作成等
○現場エリアは主に宮古市・山田町

岩手県宮古市津軽石第１３
地割４６３－３

株式会社　コール
ネット宮古

雇用期間の定めなし
ワード・エクセル操作が

できる方
岩手県宮古市

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

現場作業員 通信工事に伴う外での仕事が主です。・電話工事に
伴う電柱新設建て替え・ケーブル敷設、ケーブルと
ケーブルの間をつなぐ（接続）工事・通信状況の確
認・その他材料管理、車の整理、整頓等○現場は宮
古管内（宮古・川井地区・山田・岩泉・田野畑等）

岩手県宮古市津軽石第１３
地割４６３－３

株式会社　コール
ネット宮古

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

携帯販売スタッフ（ソフト
バンク宮古バイパス）

【モバイルショップスタッフ】
各種モバイル端末やインターネット接続サービスの
提案・販売　・商品のご提案、契約手続き　・操作
方法のご案内　・修理受付　・店舗清掃　・在庫棚
卸し　など

大阪府大阪市中央区南新町
１丁目３－１０

株式会社フェイス

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

セールス職（宮古店） ◎農家向け農業機械販売・整備
・既存顧客への農業機械アドバイス　・展示会、実
演会での新機種・新技術情報の提供及び販売　・農
業機械の簡単なメンテナンス、商品提案　・故障・
修理後の農業機械等の搬送

岩手県花巻市東宮野目第１
３地割９

株式会社　みちのく
クボタ

雇用期間の定めなし
自動車整備等、

機械整備経験あれば尚可 岩手県宮古市

業務全般（宮古営業所） 宮古営業所において以下の業務を担当していただき
ます。○得意先への商品配送（エリア：宮古市及び
近郊）○倉庫内での商品入出庫業務　＊丁寧に指導
しますので安心してご応募下さい。＊採用が決まり
次第の雇用となります。

岩手県紫波郡矢巾町大字広
宮沢第５地割３１５番

株式会社　三ツ星商
会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業（盛岡支店・北上支
店・大船渡支店・宮古支
店・久慈支店

◆損害保険・生命保険の代理店営業業績を担当して
いただきます。○１年ほどの研修期間（三井住友海
上火災保険（株）で、必要となる資格・免許取得の
プログラムあり）を経て、営業職として個人や企業
の保険全般の業務を担当してもらいます。

岩手県盛岡市大通３丁目３
－１０　七十七日生盛岡ビ
ル９階

ＭＳ東北　株式会社
盛岡支店

インターネット、ワード・エ
クセルを使用し、

定型フォームに入力が
できること

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

調理師／嘱託（宮古市）３
５０

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

事務職（遊覧船発着事務
所）

遊覧船事業部の事務の仕事です。主な仕事は、受付
対応、チケット販売、遊覧船に係る案内、それに伴
う事務作業です。

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） 基本的な操作が

できれば尚可
岩手県宮古市

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

調理員／嘱託（宮古市）３
５０

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

生産管理 コネクタ端子の受注から出荷処理を担当します。・
生産数、在庫確認、出荷指示　・生産情報処理、
メール、電話対応　・パソコンでの入力処理や伝票
処理　所属は６名ですが、それぞれ担当の仕事をし
ています。

岩手県宮古市津軽石１４ー
９７－２

ジュピター工業　株
式会社

雇用期間の定めなし
ワード・エクセルの

基本操作
岩手県宮古市

整備士（有資格者） スズキ自動車、ダイハツ自動車の新車や中古車、そ
の他軽自動車などの車検整備、修理業務です。・中
型自動車免許がある方は、納車業務の際にトラック
を運転していただきます。・当社は民間車検指定工
場です。＊中型自動車免許あれば尚可

岩手県宮古市崎山第７地割
１番地５

有限会社　オートセ
ンター梅沢三級自動車整備士,二級自動車整

備士,中型自動車免許,あれば尚可

雇用期間の定めなし ※整備士資格については整備士
３級以上の資格をお持ちの方

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

生活相談員 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。※
経験者は優遇

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

社会福祉主事または
介護支援専門員のいずれか 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

工具修理・取付・整備 当社において下記の業務に従事して頂きます。・電
動工具、エンジン工具、石油ストーブ等の取付、修
理、整備等　・店舗内およびお客様宅へ訪問し作業
・その他付随する業務　＊興味ある方のご応募お待
ちしています。

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第２地割４３番地６
ホームワンサトー

有限会社　サトー
（ホームワン　サ
トー）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

税務会計スタッフ 入社後は税務会計スタッフ補助業務を行います。入
社から１、２年目は顧客を持つ担当者のサポートと
して以下の業務に携わります。・会計ソフトによる
仕訳入力・会計ソフト、給与ソフトの導入支援・決
算補助業務・顧客対応（電話対応、外出用務等）

岩手県宮古市黒田町６番２
２号

株式会社　佐々木鳥
居会計事務所

エクセル（表の作成、簡単な関
数）ワード（文字入力、書式設
定）メール（ビジネスメールの作

成、ファイル添付）

雇用期間の定めなし

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



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 180,600円～188,000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 69歳以下 03030- 2777621
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

3人 143,000円～160,000円

検査業務経験

正社員 59歳以下 あれば尚可 03030- 2778921
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- 2779121
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

介護福祉士 (1)9時00分～18時00分
1人 あれば尚可 165,000円～165,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)8時00分～17時00分

正社員 64歳以下 03030- 2780821
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00分～15時45分

2人 介護福祉士、あれば尚可 140,640円～194,720円 (2)9時00分～17時45分
いずれか (3)10時00分～18時45分

正社員以外 不問 03030- 2781221
普通自動車免許一種

看護師 (1)8時30分～17時30分
1人 250,000円～310,000円

正社員 64歳以下 03030- 2782521
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 基本的なパソコン操作入力 03030- 2785621
普通自動車免許一種

准看護師 (1)8時30分～17時30分
1人 230,000円～270,000円

正社員 64歳以下 03030- 2786921
看護師

介護職員初任者研修修了 (1)8時30分～17時30分
1人 介護福祉士、社会福祉士 270,000円～330,000円

あれば尚可
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 基本的なパソコン操作、入力 03030- 2787121
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
運転免許はＡＴ限定不可

正社員 18歳～64歳 03030- 2790521
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～35歳 03030- 2791421
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- 2792321
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 150,150円～207,900円

正社員 18歳～45歳 03030- 2793621
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 147,000円～210,000円

正社員 64歳以下 03030- 2794921
交替制あり

2人 142,100円～150,500円

正社員以外 不問 03030- 2795121
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- 2796021
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- 2797721
普通自動車免許一種 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 玉掛技能者 184,800円～231,000円

小型移動式クレーン
あれば尚可

正社員 不問 土木作業経験あれば尚可 03030- 2798821
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

3人 161,250円～182,750円

正社員以外 18歳～59歳 03030- 2802221
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時15分
2人 175,000円～300,000円

正社員 18歳～59歳 03030- 2803521

4

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

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

訪問介護 訪問介護サービス提供業務全般を担当していただき
ます。・利用者へのサービス提供　・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

岩手県宮古市新町２－６ 介護サービス　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

訪問看護／正看護師 利用者様のお宅を訪問し、看護業務に従事していた
だきます。・バイタルチェック　・服薬管理　・健
康管理　・その他付随する業務　＊訪問には自家用
車を使用していただきます。借上料とガソリン代を
別途支給となります。

岩手県宮古市新町２－６ 介護サービス　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職 施設入所者の生活介護業務を行います。
・入所者の日常生活の車椅子、歩行、食事介助や水
分補給、口腔清拭、手洗い、排泄介助、オムツ交
換、入浴、更衣介助、寝具交換、臥床介助、ふれあ
いケアなど　・パソコンを使用した業務報告

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字中家４０番地


社会福祉法人　恩賜
財団済生会支部岩手
県済生会
特別養護老人ホーム
百楽苑

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） パソコン入力ができること

（初級程度）
岩手県下閉伊郡岩泉町

訪問看護／准看護師 利用者様のお宅を訪問し、看護業務に従事していた
だきます。・バイタルチェック　・服薬管理　・健
康管理　・その他付随する業務　＊訪問には自家用
車を使用していただきます。借上料とガソリン代を
別途支給となります。

岩手県宮古市新町２－６ 介護サービス　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

生活相談員／大卒 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【宮古市
が指定する生活相談員の資格要件を満たす事が必須

岩手県宮古市新町２－６ 介護サービス　株式
会社宮古市が指定する生活相

談員の資格要件を満たす
方雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

現場作業員 当社において下記の業務に従事していただきます。
・主に建物の解体、解体の前処理
・超高圧水や剥離剤等を使用した石綿除去作業
・超高圧水での煙突の石綿等の除去作業
＊現場は岩手県内が中心になります。

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

岩手県下閉伊郡山田町

訪問看護管理者代理 当社が運営する訪問看護事業における副管理者業務
に従事していただきます。・従業員の勤怠管理、利
用者様の利用請求事務手続き等　・利用者様のお宅
を訪問し、看護業務に従事していただきます。その
他付随する業務を行っていただきます。

岩手県宮古市新町２－６ 介護サービス　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

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。

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

重機オペレーター・土工作
業員

各現場にて下記の作業業務を行っていただきま
す。・土木工事作業や重機での掘削等　・その他現
場での作業により付随する業務がありますが特に難
しい作業や重労働はありません。・一般的な土木工
事の作業になります。

岩手県宮古市田鎖第１０－
６－１

合同会社　ＳＫＣ

雇用期間の定めなし
土木作業・重機オペレータ業

務経験あれば尚可 岩手県宮古市

交通誘導警備員（正社員） 宮古・下閉伊地域の交通誘導警備に従事していただ
きます。・主な現場は建設現場、工事現場　・現場
へは直行直帰または乗合　・社用車の貸与も可能
＊自家用車使用の方はガソリン支給となります。


岩手県宮古市金浜第４地割
６３番地１

有限会社　ニコニコ
警備保障

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

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

保育補助／こがわこども園 こがわこども園にて園児の保育補助業務をしていた
だきます。・保育士の指示のもと、園児の遊び、食
事介助、寝かしつけ　・教室整理整頓、おもちゃ消
毒　・タオル等洗濯、教室清掃　・行事運営補助
園児数はおよそ３０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）

児童福祉施設での勤務
経験、又は子育て経験が
ある事が望ましい。

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

土木作業員 当社において下記の業務に従事していただきま
す。・土木作業（道路など）、土砂埋め戻し　・型
枠、足場組立、など＊現場は岩手県沿岸全域となり
ます。現在の現場は主に宮古市藤原地区です○経験
者は優遇します。また未経験の方の応募も可。

岩手県宮古市大通２丁目７
番３号

株式会社　ＮＥＸＲ
ＯＷ（ネクスロー）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

営業管理職候補 営業管理職候補として次の業務に従事していただき
ます。・警備業務　・現場指導　・営業管理関係事
務　・イベント警備等打合せ　・建設会社等に対し
警備員の仕事に関しての営業　・その他付随する業
務

岩手県宮古市実田１－２－
３

株式会社　トスネッ
ト北東北　宮古営業
所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

警備員 １．交通誘導警備：工事現場における歩行、車両等
の安全誘導２．駐車場警備：店舗やイベント駐車場
における整理業務３．雑踏警備：イベント等におけ
る安全確保、誘導業務４．施設警備：各種施設にお
ける出入および施設管理業務

岩手県宮古市実田１－２－
３

株式会社　トスネッ
ト北東北　宮古営業
所

雇用期間の定めなし
又は20時00分～5時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市、他



普通自動車免許一種 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- 2809021
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
5人 205,600円～225,300円

正社員以外 45歳以下 ＰＣ文字入力ができること 03030- 2811521
介護福祉士 交替制あり

介護職員初任者研修修了 (1)8時20分～17時20分
2人 あれば尚可 168,000円～184,800円 (2)16時30分～0時30分

(3)0時30分～9時30分

有期雇用派遣労働者 不問 03030- 2812421
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 基本操作、ワード、エクセル 03030- 2813321
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
3人 あれば尚可 206,250円～229,166円

土木作業経験

正社員 不問 あれば尚可 03030- 2814621
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 ※この他、仕事の内容欄参照 231,000円～359,000円
いずれか

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- 2815921

普通自動車免許一種
(1)8時30分～18時30分

1人 190,000円～190,000円 (2)8時30分～12時20分

正社員 30歳以下 03030- 2818721
普通自動車免許一種

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30分～12時20分

正社員 35歳以下 03030- 2819821
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- 2820421
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- 2821321
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 256,000円～350,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03030- 2822621
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- 2824121
薬剤師

(1)9時00分～18時00分
2人 300,000円～666,000円

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- 2825021
交替制あり
(1)8時30分～17時30分

2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- 2827821
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- 2828221

普通自動車免許一種
(1)6時00分～16時00分

6人 200,000円～235,000円 (2)7時00分～16時30分

正社員 不問 03030- 2830321
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- 2831621
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 148,000円～180,000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- 2833121

(1)8時00分～17時00分
1人 147,000円～189,000円 (2)8時00分～16時20分

正社員 45歳以下 03030- 2834021
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 149,000円～160,440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- 2838521

5

葬祭施行補助及び打合せ担
当／エリア正規職員

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

岩手県宮古市小山田３丁目
３番５号

いわて生活協同組合
葬祭事業部　セリオ
ホールみやこ

雇用期間の定めなし

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

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

岩手県宮古市

看護助手 派遣先の事業所において、下記の業務を行いま
す。・病院・介護施設内における看護助手・介護業
務全般・患者さん及び施設利用者の方々の食事・入
浴・排泄介助・シーツ交換、洗濯等の身の回りの世
話・レクリエーション・患者さんの見守り等の支援

岩手県宮古市実田１丁目６
番６号

有限会社　メンテナ
ンス宮古　Ｍスタッ
フ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

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

土木作業員 大型物流倉庫の基礎工で埋戻し作業に従事していた
だきます。・その他雑工あり　・重機の運転あり
（取得免許に応じて）主に盛岡市内の現場になりま
す。現地在住の方の応募歓迎します。＊山田～送迎
あり

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第９地割１２番地４

株式会社　越田土建

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町、他

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

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

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

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／実田店 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

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

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・電子機器などに使用されるコネクタ生産の関連
業務・技能検定合格者、他有資格者は優遇

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

薬剤師／宮古中央店 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

牛舎スタッフ／加工・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　＜２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

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

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

介護職員／グループホーム
ゆうゆう八木沢・ゆい八木
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

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／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

造林・伐採作業員・重機オ
ペレーター

当組合において下記の作業を行っていただきま
す。・地拵、植林、下刈等の造林作業　・チェン
ソーで立木を切り、重機で造材、集材、はい積み
・その他付随する業務　＊未経験の方には丁寧に指
導致します。＊業務上必要な資格は入社後取得可能

岩手県宮古市川井第５地割
９６番地１１

川井地区国有林材生
産協同組合

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）
(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- 2840921
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- 2841121
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)7時30分～17時00分
2人 141,868円～194,400円

正社員 59歳以下 土木作業経験者優遇 03100- 1943721

(1)8時30分～17時30分
3人 400,000円～550,000円

正社員以外 不問 04010-52058221

(1)8時30分～17時30分
3人 300,000円～400,000円

正社員 59歳以下 04010-52067221
小型移動式クレーン 変形（1年単位）
フォークリフト (1)8時00分～17時00分

1人 玉掛技能者、あれば尚可 170,000円～300,000円
普通自動車免許一種

正社員 35歳以下 04080- 2870721
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

介護職員実務者研修修了 (1)7時30分～16時30分
1人 210,000円～230,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)8時30分～12時00分

正社員 59歳以下 03030- 2758521
変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～18時00分

1人 143,183円～143,183円

正社員 64歳以下 03030- 2759421
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

調理師
1人 178,750円～230,000円

正社員 64歳以下 調理経験あれば尚可 03030- 2764821
看護師
准看護師 (1)8時30分～17時30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 基本的なパソコン操作、入力 03030- 2753121
看護師
准看護師 (1)8時30分～17時30分

1人 いずれか 270,000円～320,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 基本的なパソコン操作、入力 03030- 2754021
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 186,000円～279,000円

正社員 59歳以下 鉄筋工の経験あれば尚可 03030- 2756821
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時00分

1人 160,000円～190,000円

正社員以外 不問 03030- 2757221

6

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

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

土木作業員 ＊主に一般土木作業に関する業務全般　・道路工事
・河川工事　・地山工事（山の木を切り、整地す
る）・トラックで材料を運搬　※工事現場は、主に
久慈管内ですが、近郊もあり。（久慈市、洋野町種
市、岩泉町安家）

岩手県久慈市湊町第１９地
割２０－５

清和建設　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

土木技術者（建設コンサル
タント）

発注者支援業務（官公庁・ＮＥＸＣＯ発注）監督支
援・資料作成・積算・点検業務　・工事の施工管理
全般（施工・品質・出来高・工程・安全）、書類の
照合、検査臨場、協議・設計変更及び技術資料作成
・積算及び積算根拠資料の作成

１,２級土木施工管理技士、技術士
(建設部門)、ＲＣＣＭいずれか、普
通自動車免許一種、エクセル・

ワードＣＡＤ(ＡＵＴＯ又はＶ-ｎａｓＣＡ
Ｄ)修正レベル以上相談致します,
発注者支援業務の実務経験,土木
施工管理業務の実務経験上記い

ずれか

宮城県仙台市青葉区一番町
１丁目１番３１号　山口ビ
ル８階

株式会社　ファイン
テクノ　東北支社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

土木技術者（建設コンサル
タント）

発注者支援業務（官公庁・ＮＥＸＣＯ発注）監督支
援・資料作成・積算・点検業務　・工事の施工管理
全般（施工・品質・出来高・工程・安全）、書類の
照合、検査臨場、協議・設計変更及び技術資料作成
・積算及び積算根拠資料の作成

１,２級土木施工管理技士、技術士
(建設部門)、ＲＣＣＭいずれか、普
通自動車免許一種、エクセル・

ワードＣＡＤ(ＡＵＴＯ又はＶ-ｎａｓＣＡ
Ｄ)修正レベル以上相談致します,
発注者支援業務の実務経験,土木
施工管理業務の実務経験上記い

ずれか

宮城県仙台市青葉区一番町
１丁目１番３１号　山口ビ
ル８階

株式会社　ファイン
テクノ　東北支社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

配達・顧客対応スタッフ
宮古支店

○お客様（漁業協同組合・船主・漁師・造船所な
ど）への漁業資材販売
お客様から注文のあった資材をお届けしながら、
日々の漁の状況を聞いたり、仕事のお手伝いをした
りして、信頼関係を深めていきます。

宮城県気仙沼市松川前１３
－１

アサヤ　株式会社

雇用期間の定めなし
基本的なパソコン操作（ワー

ド・エクセル）
岩手県宮古市

サービス管理責任者 以下の業務に従事していただきます。・アセスメン
ト作成　・個別支援計画の内容を基にモニタリン
グ、記録　・支援プロセスの管理　・スタッフ
（サービス提供者）への指導、助言　・関係者や関
係機関との連携、コーディネート　等

岩手県下閉伊郡山田町飯岡
第７地割１１番地

株式会社　ジョブ・
パートナー

サービス管理責任者
講習修了証雇用期間の定めなし

生活支援、職業訓練、
介護指導などの実務経験

岩手県下閉伊郡山田町

エステティシャン 脱毛、痩身、フェイシャルケア、エステ等の業務に
従事していただきます。
○予約受付や電話対応、会計、店舗内掃除等
○お客様が施術中の託児も行っていただきます
○土・日・祝日勤務できる方を希望します

岩手県宮古市大通２丁目２
－４

ドゥ・ヒートライズ
クリエイティブ　株
式会社

雇用期間の定めなし 簡単なＰＣ入力
（エクセル・ワードが

できれば尚可）
岩手県宮古市

調理担当 龍泉洞温泉ホテルの厨房において、下記業務に従事
していただきます。・宿泊客および日帰り宴会客に
提供する料理、仕出し料理等の調理全般（和食・洋
食・中華全般）・岩手県立岩泉高等学校寄宿舎の給
食業務　・食材の管理（棚卸）

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
又は6時00分～20時00分
の間の7時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

訪問看護師 新規オープンする訪問看護事業における看護業務に
従事し手いただきます。・利用者のバイタルチェッ
ク　・服薬管理　・健康管理　・記録や連絡ノート
記入　・その他不随する業務

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

訪問看護管理者代理 新規オープンする訪問看護事業における管理者代理
業務に従事していただきます。・従業員の勤怠管
理、利用者様の利用請求事務手続き等　・利用者様
のお宅を訪問し、看護業務に従事していただきま
す。その他付随する業務を行っていただきます。

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

鉄筋工 鉄筋の加工および組立業務に従事していただきま
す。・鉄筋加工場にて鉄筋を切断し、曲げ加工した
ものを建築現場や土木工事現場にて組み立ておよび
取付作業　・現場間の移動は社用車を使用＊玉掛
け、移動式クレーン免許あれば尚可です。

岩手県宮古市松山第５地割
１７－１

有限会社　因幡鉄筋
工業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務 当社において灯油及びＬＰガス配送事務全般に従事
していただきます。・配送及び検針管理業務　・伝
票処理及びデータ入力　・パソコンによる各種書類
作成　・電話及び来客対応　・その他指定された業
務　事務経験者は優遇　正社員登用制度あり

岩手県宮古市港町２－２２ カメイ物流サービス
株式会社　宮古営業
所ＰＣ操作

（エクセル・ワード）
できる方

事務経験あれば尚可

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市


