
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

143,000円～220,000円

正社員 18歳～64歳 03010-16964571
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

交通誘導警備１級又は (1) 8時00分～17時00分
交通誘導警備２級 154,000円～220,000円

正社員 18歳～64歳 03010-16965471
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
143,000円～220,000円

正社員 18歳～64歳 03010-16974771
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

交通誘導警備１級又は (1) 8時00分～17時00分
交通誘導警備２級 154,000円～220,000円

正社員 18歳～64歳 03010-16975871
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
143,000円～220,000円

正社員 18歳～64歳 03010-16989571
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

交通誘導警備１級又は (1) 8時00分～17時00分
交通誘導警備２級 154,000円～220,000円

正社員 18歳～64歳 03010-16991271

(1)22時00分～ 7時00分
雇用期間の定めなし 155,230円～163,400円

正社員以外 18歳以上 03020- 1617871
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 7時30分～16時30分

143,424円～143,424円

正社員以外 不問 03030- 3046571
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時30分～17時15分

土木施工管理技士２級 162,960円～234,150円

正社員以外 不問 03030- 3047471
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
180,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030- 3048771
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時00分
160,300円～160,300円

正社員以外 不問 03030- 3050171
変形（１ヶ月単位）
(1) 9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし 133,000円～160,000円

正社員 64歳以下 03030- 3051071
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

128,000円～145,000円 (2) 8時30分～12時30分

正社員 59歳以下 03030- 3053671
車両系整地掘削用運転 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
220,000円～220,000円

正社員 不問 03030- 3054571
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

165,000円～198,000円

正社員 不問 03030- 3055471
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
172,800円～216,000円

正社員以外 不問 05040- 3791871
大型自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
330,000円～330,000円

正社員以外 不問 07120- 2288971
大型自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 254,400円～318,000円

正社員 不問 11010-12103771
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし 140,000円～165,000円

正社員 35歳以下 03010-16846971
1

     （7月14日時点の内容です）

　　７月１０日　から　７月１４日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　７月２７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
事業所名
求人番号

警備員Ｂ（日給／岩泉支
社）

10人

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

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

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

警備員Ａ（日給／岩泉支
社）（有資格者）

5人

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

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

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

警備員Ｂ（日給／山田支
社）

10人

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

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、他

警備員Ａ（日給／山田支
社）（有資格者）

5人

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

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、他

警備員Ｂ（日給／宮古支
社）

10人

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

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、他

コンビニスタッフ（夜勤）
山田織笠店

2人

売上情報を自動的に記録できるＰＯＳレジを使用
し、商品のバーコードを読み取って商品を販売し
ます。受入れ商品の検品、商品棚への品出し、補
充、陳列、商品発注業務。

岩手県上閉伊郡大槌町小
鎚２７地割花輪田３番１

有限会社　たなか

岩手県下閉伊郡山田町

警備員Ａ（日給／宮古支
社）（有資格者）

5人

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

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、他

配送、ピッキング作業、倉
庫作業

1人

当社は病院や老人ホーム施設、外食産業などの業
務用（冷凍食品、水産原料、常温加工品等）の食
品卸業を行っております。２ｔクラスのトラック
を運転し配送業務を行っていただきます。エリア
は宮古市内、釜石市方面、岩泉普代方面となりま

岩手県宮古市小山田四丁
目１－５

株式会社　モリレ
イ宮古営業所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

工事監督補助／宮古土木セ
ンター

1人

県営県設工事に係る監督職員（正職員）の補助業
務となります。補助業務は工事現場の確認、巡
回、報告等となり、移動は公用車となります。事
務補助、パソコンによるデータ入力があります。
雇用期間は６ヶ月更新（最大１２ヶ月間）

岩手県宮古市五月町１番
２０号　宮古地区合同庁
舎内

岩手県沿岸広域振
興局

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

建設業従事経験・公共事業
発注機関の工事監督経験、

PC入力(Word·Excel)

総合職兼営業補助

1人

冷凍工場の業務全般に従事したいただきます。水
産加工品、原料入荷、在庫管理、総務関係等、パ
ソコンをつかっての簡単なデータ入力他、各事業
に付随する業務を行っていただきます。主に、上
席者のサポートを担当していただきます。

岩手県宮古市小山田４丁
目７－２０

株式会社　翔洋
宮古冷凍倉庫

雇用期間の定めなし

パソコン操作（エクセル）
が出来る方

岩手県宮古市

エステティシャン

1人

エステティシャンとして、脱毛、フェイシャルケ
ア、エステ等の業務を行っていただきます。予約
受付や電話対応、会計、店舗内掃除、その他付随
する業務も行っていただきます。

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

岩手県宮古市

一般事務（電算オペレー
ター）

1人

魚市場にて、パソコンを使用しての売上・仕入伝
票入力業務が主になります。そのほか帳票類の作
成、および事務所内清掃、外出用務、電話・来客
対応等をお願いします。外出の際は社用車使用と
なります。事務担当は他に９名おります。

岩手県宮古市光岸地４番
４０号

宮古漁業協同組合

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン（Ｗｏｒｄ、Ｅｘ
ｃｅｌ）基本操作

岩手県宮古市

医療事務

1人

医療事務全般の担当として、コンピューターを使
用しての会計業務、薬に関する雑務、外来患者様
の受付、院内の清掃等の業務を行っていただきま
す。月末日はレセプト作成のため残業がありま
す。週１回位、早番があります。未経験の方でも

岩手県宮古市西町三丁目
３番７号

林整形外科・内科
医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般建設業重機オペレー
ター作業「建設」

3人

土木・建設現場において、重機運転業務に従事し
ていただきます。重機で処理ができない部分は手
作業で行います。現時点では岩手県内（宮古・下
閉伊地区）の現場はほとんどですが、一部県外の
現場となる可能性もあります。重機運転業務経験

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根第１８地割２４４番
７

０ＵＨＩ株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

建設現場土木作業員「建
設」

3人

土木・建設現場において一般土木作業員の宮古・
山田・川井などの建設現場にて手作業での作業と
なります。現時点では岩手県内の現場がほとんど
ですが、一部県外の現場作業となる可能性もあり
ます。

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根第１８地割２４４番
７

０ＵＨＩ株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

電気工事全般

2人

建設業全般の電気工事です。室内での業務が多
く、電気配線、配管、掘削、電気器具付けなどの
手元（助手）が主体となります。土木作業もあり
ます。未経験者方には親切に指導いたしますの
で、安心して応募下さい。やる気のある方を希望

秋田県大仙市大曲須和町
２－４－３４　須和コー
ポ８号室

戸澤電工

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

１０ｔダンプ運転手（岩手
県宮古市）

15人

１０ｔダンプを使用して土砂等の運搬するお仕事
です。砕石山から周辺指定場所、工事現場への土
砂砕石運搬業務をしていただきます。復興工事現
場への土砂運搬業務をしていただきます。その
他、付随する作業に従事します。

福島県南相馬市小高区大
田和字広畑２１６

株式会社　ＣＬＳ
福島営業所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

１０ｔダンプ運転業務経験
者

岩手県宮古市

消防用設備の点検作業及び
工事（宮古営業所）

1人

社用車（普通車）にて、事業所（ビル、工場、店
舗）の消防用設備の点検作業及び工事全般を行い
ます。その他、指示された業務及び付随する業
務。基本２名体制で業務にあたって頂きます。

岩手県盛岡市上堂３－６
－３３

株式会社　ダイト
ク

岩手県宮古市

大型ダンプ運転手／宮古営
業所

3人

大型ダンプ（１０ｔ）の運転手
エリア：宮古市を中心に岩手県全域
現場により直行直帰となります

埼玉県戸田市上戸田５－
１９－６

株式会社　ＷＡ

大型ダンプ（１０ｔ）の運
転経験

岩手県宮古市、他

◎ この求人情報は、発行日現在、有効中の求人を掲載しています。       ◎ 面接には、ハローワークの紹介状をご持参ください。 

◎ すでに、募集を締め切っている場合もありますので、ご注意ください。 

TEL 0193－63－8609 

ハローワーク 宮古 

宮古公共職業安定所 

◎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。 フルタイム ◎ この求人情報は、発行日現在、有効中の求人を掲載しています。       ◎ 面接には、ハローワークの紹介状をご持参ください。 

◎ すでに、募集を締め切っている場合もありますので、ご注意ください。 

TEL 0193－63－8609 

ハローワーク 宮古 

宮古公共職業安定所 

◎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。 フルタイム 

平成２９年７月２０日発行  



変形（１ヶ月単位）
(1)14時00分～22時00分

雇用期間の定めなし 170,000円～181,000円

正社員 59歳以下 03010-16873071
普通自動車免許一種

（通勤用） (1) 9時00分～18時00分
155,000円～207,000円 (2) 9時30分～18時30分

正社員 40歳以下 03030- 3041971
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時15分
123,828円～142,392円

正社員以外 不問 03030- 3045671
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～18時00分
129,600円～324,000円

正社員 不問 02060- 2538871
普通自動車免許一種

(必須) (1) 9時00分～18時00分
250,000円～250,000円

正社員以外 不問 03030- 3037671
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
189,200円～223,600円 (2)15時30分～ 0時30分

正社員以外 18歳以上 03030- 3038571
介護職員初任者研修 変形（１ヶ月単位）

又は介護福祉士 (1) 8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし 普通自動車免許一種 132,000円～154,880円 (2)11時00分～20時00分

(3) 7時00分～16時00分
正社員 64歳以下 03030- 3039471

車両系整地掘削用運転
移動式クレーン運転士 (1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし (いずれも必須) 243,600円～304,500円

正社員 不問 02080- 2103071
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
207,900円～254,100円

正社員 64歳以下 03030- 3020571
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

車両系基礎工事用運転 161,700円～300,300円
車両系整地掘削用運転

正社員以外 不問 03030- 3021471
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

（通勤用） (1) 6時30分～ 9時30分
140,000円～145,000円 (2)17時00分～22時00分

(3)14時00分～22時00分

正社員 不問 03030- 3024271
普通自動車免許一種

(1) 8時45分～17時15分
200,000円～200,000円

正社員 45歳以下 03030- 3027071
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 9時00分～16時00分

171,500円～171,500円 (2) 9時00分～15時00分

正社員以外 不問 03030- 3029671
普通自動車免許一種

（通勤用） (1) 8時30分～17時30分
125,856円～198,720円

正社員以外 59歳以下 03030- 3030771
普通自動車免許一種

(1) 9時00分～18時00分
131,800円～133,000円 (2)10時00分～19時00分

正社員 不問 03030- 3032271
移動式クレーン運転士
大型特殊自動車一種 (1) 8時00分～17時00分
普通自動車免許一種 164,800円～247,200円

正社員 不問 03030- 3034171
歯科衛生士

(1) 9時00分～18時00分
140,000円～200,000円 (2)10時00分～19時00分

(3) 9時00分～14時00分

正社員 59歳以下 03030- 3035071
自動車整備士（３級） 変形（１年単位）

(1) 9時00分～17時30分
雇用期間の定めなし 167,000円～250,000円

正社員 59歳以下 04010-45522771
栄養士 変形（１ヶ月単位）

130,000円～180,000円

正社員以外 不問 04010-45829771
変形（１ヶ月単位）

114,480円～124,020円

正社員以外 不問 04010-45830971
調理師 交替制あり

119,250円～135,150円

正社員以外 不問 04010-45852471
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 162,000円～450,000円

正社員 不問 03060- 4196171
2

建築技術者（宮古市）
「建設」

2人

建築工事現場の施工管理全般。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
を使った、資料の作成・図面作成（ＣＡＤ）・工
事写真撮影・整理。６０歳以上の方の応募可。

岩手県胆沢郡金ケ崎町西
根矢来１９番地

株式会社　板宮建
設

岩手県宮古市、他

（請）調理師［宮古市］

1人

救護施設での給食提供業務
１年毎契約更新

宮城県名取市植松字入生
３４６－１

グリーンホスピタリ
ティフードサービス
株式会社　ＨＣ東日
本支社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 又は 5時30分～19時00分の

間の8時間程度
岩手県宮古市

（請）調理スタッフ［宮古
市］

2人

救護施設での食事提供業務
６ヶ月毎雇用契約更新

宮城県名取市植松字入生
３４６－１

グリーンホスピタリ
ティフードサービス
株式会社　ＨＣ東日
本支社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 又は 5時00分～20時00分の

間の8時間程度
岩手県宮古市、他

自動車整備士［岩手県内支
店］

2人

トラック、バス、乗用車の整備、法定点検、車検
車輌回送、引渡し等整備、修理に関する業務

宮城県仙台市宮城野区中
野４丁目１０－１４

いすゞ自動車東北
株式会社

自動車整備経験 岩手県宮古市、他

（請）栄養士［宮古市］

1人

救護施設での食事提供業務、献立作成等
１２ヶ月毎雇用契約更新

宮城県名取市植松字入生
３４６－１

グリーンホスピタリ
ティフードサービス
株式会社　ＨＣ東日
本支社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 又は 5時00分～20時00分の

間の8時間程度
岩手県宮古市、他

歯科衛生士

1人

歯科衛生士業務及び医師のアシスタント業務を行
います。口腔内の汚れ除去や薬物塗布の歯科予防
処理、虫歯予防の健康指導、および、医師のアシ
スタント業務を行います。また、器具等の準備・
片付なども行っていただきます。パート就業も

岩手県宮古市南町１５－
９

橋本デンタルオ
フィス

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

移動式クレーンオペレー
ター

3人

建設現場（トンネル、橋工事）等で重量物のつり
上げ及び降ろし作業移動式クレーンのオペレー
ターの仕事です。クレーンの種類は１３、２５、
５０、６５、７０ｔがあります。資格が無い方は
資格支援がありますので相談下さい。未経験の方

岩手県宮古市藤原一丁目
２－１１

有限会社　佐藤ク
レーン

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

販売・撮影補助・プリント
製作員

1人

店内において写真プリントの受付、販売、スタジ
オ内外撮影補助、写真現像焼付（パソコン使用で
画像の処理プリント）カメラ、写真用品販売を行
います。撮影機材の運搬や写真のお届け等、社用
車にて外出用務をお願いすることがあります。

岩手県宮古市末広町７－
２８

有限会社　ヤマザ
キカメラ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

梱包及び出荷作業業務

1人

当社東北工場において、ダンボール箱に製品を入
れる梱包作業及び製品を入れたダンボール箱を木
製パレットに移し、出荷のための荷造りをする作
業になります。正社員への登用制度あり。フォー
クリフト免許を持っていれば採用面で優遇しま

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

運転手

3人

４ｔ冷凍冷蔵車を運転し、冷凍商品を配送する仕
事となります。まずは市内の得意先への配送から
初めていただきます。勤務状況により１ヶ月経過
後、正社員へ移行となります。状況をみながら、
市内便・県内便などを担当していただきます。

岩手県宮古市津軽石１５
－３－２

有限会社　宮古市
場運送

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

営業

1人

【ライフプランニング】及び【ほけんプランニン
グ】顧客のライフプランに基づく資産運用や各種
保険のプランニングを提供する仕事です。採用
後、３ヶ月間は試用期間となり、金融商品の勉強
や保険関係の資格取得（事業所負担）を目指して

岩手県宮古市太田１－３
－１３

あんしんライフサ
ポート　合同会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

フロント及び接客サービス

2人

フロントでの会計及び、チェックイン・チェック
アウト時の対応、接客対応全般（お客様とのコ
ミュニケーション対応及びお茶出しなど）をお願
いします。パソコンはワード・エクセルの操作が
あります。（予約の管理、データ入力等を行いま

岩手県宮古市磯鶏一丁目
１－１８

有限会社ホテル近
江屋

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

重機オペレーター「建設」

1人

宮古市田老の現場において、重機を使用した作業
をしていただきます。一般土木で屋外作業となり
ます。当社では社員との連携やコミュニケーショ
ン、協調性を大切にする方を希望します。現場へ
は直行直帰となります。

岩手県宮古市西町３丁目
４番１６号

有限会社　伊藤工
芸

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

ダンプ運転手「建設」

2人

工事現場において、ダンプによる土砂運搬業務全
般に従事していただきます。運転業務がない場合
は、土木作業の仕事を行います。基本的に作業場
（宮古市長沢第７地割）または事業所所在地まで
出勤し、大型ダンプにて現場に移動します。

岩手県宮古市西町３丁目
４番１６号

有限会社　伊藤工
芸

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

介護職員／赤前「介護」

1人

認知症対応型グループホームでの介護業務を行っ
ていただきます。主な仕事の内容は、利用者の方
の日常生活支援、レクリエーション、送迎、介護
(食事、入浴、排せつ介助等)となります。

岩手県宮古市向町２番３
４号

有限会社　介護施
設　あお空

岩手県宮古市

重機オペレーター

2人

道路工事にてバックホーなどでコンクリート製品
を設置するのに掘削作業をしてもらいます。作業
服は各自準備。


青森県三沢市東岡三沢３
丁目４１－１１－Ａ

草野工業　株式会
社

岩手県下閉伊郡田野畑村、他

ホール及びカウンター

3人

店内でのお客様サービススタッフ業務。ホール業
務では、ホールでの接客、スロットコインの補
充、空きパチンコ台の清掃などを行います。また
カウンター業務では接客、景品交換、レジなどを
行っていただきます。正社員への登用あり。

岩手県宮古市長町一丁目
３－２９

株式会社　セント
ラル伸光　セント
ラル宮古店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は 8時00分～ 0時30分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

営業(メディカルアドバイ
ザー／嘱託社員)≪急募≫

2人

メディカルアドバイザーとして、当社の配置薬
（置き薬）をご利用いただいているご家庭や企業
を定期訪問し、ご利用いただいた分の集金と補充
を行います。その際、お客様の健康相談にのり、
ニーズに合わせた商品説明や健康補助食品のご提

岩手県宮古市大字田鎖９
地割６－５

株式会社　富士薬
品　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

大工

1人

（主な仕事）新築、在来工法で土台敷から建て
方、内装工事等・構造プレカット・筋違、窓台、
間柱プレカット・屋根野地板プレカット・床構造
（根太なし）現場移動等では、社用車（軽バス／
ＡＴ）又は自家用車（現場により、ガソリン代支

青森県北津軽郡鶴田町大
字鶴田字早瀬１５６－７

西北工業

雇用期間の定めなし

大工経験４年以上 岩手県宮古市、他

岩手県宮古市

事務補助員／上下水道部
（臨時職員）

1人

宮古市上下水道部施設課に勤務となります。浄化
槽設置に係る相談受付事務（現地確認等あり）・
浄化槽点検、清掃の管理計画書作成事務・浄化槽
法定検査申し込み事務・浄化槽に係る申請、廃止
等のデータ入力。

岩手県宮古市新川町２－
１

宮古市役所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作のできる方

岩手県宮古市

学習塾講師（正社員）（宮
古市）

1人

学習塾での小中学生への指導。新規入会希望者へ
の対応、各種イベントの企画、運営、掲示物の作
成、月謝管理などを行っていただきます。その他
学習塾運営に関する業務の補助業務。

岩手県盛岡市本宮３－３
４－８

株式会社　ＭＤＳ

岩手県宮古市

発送業務

1人

完成した製品をお客様毎に仕分けをして梱包、発
送する業務です。製造部門からの伝票をもとに仕
分を行います。随時パソコンで進捗状況の確認も
していただきます。配送業者との電話対応があり
ます。立ち仕事になります。

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



普通自動車免許一種 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

162,000円～450,000円

正社員 不問 03060- 4184871
大型自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 207,000円～253,000円

正社員 不問 01230-14758671
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～18時00分
175,000円～200,000円

正社員 40歳以下 03010-17028671
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1)10時00分～18時45分
雇用期間の定めなし 170,000円～200,000円

正社員 30歳以下 03010-17072771
フォークリフト技能者 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
180,000円～320,000円

正社員 59歳以下 03030- 3059971
フォークリフト技能者 変形（１年単位）
中型自動車免許一種 (1) 8時00分～17時00分

155,000円～230,000円

正社員 59歳以下 03030- 3060371
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
135,000円～180,000円

正社員 59歳以下 03030- 3061671
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

123,409円～155,118円

正社員以外 不問 03030- 3062571
普通自動車免許一種

車両系整地掘削用運転 (1) 7時00分～17時00分
212,000円～233,200円

正社員以外 不問 03030- 3064771
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時30分
120,000円～200,000円

正社員 不問 03030- 3065871
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～16時30分
144,000円～160,000円

正社員以外 不問 03030- 3066271
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～16時30分
144,000円～160,000円

正社員以外 不問 03030- 3067971
普通自動車免許一種

（通勤用） (1) 8時30分～16時30分
144,000円～160,000円

正社員以外 不問 03030- 3068171
中型一種（８ｔ限定） 変形（１年単位）

（ＡＴ限定不可） (1) 8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし 157,500円～202,500円 (2) 9時00分～17時00分

正社員 45歳以下 04010-47092071
普通自動車免許一種

(1) 9時00分～17時45分
雇用期間の定めなし 142,000円～170,400円

正社員 40歳以下 04010-47278071

3

土木技術者（宮古市）
「建設」

2人

土木工事現場の施工管理全般。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
を使った資料の作成、整理・測量業務・図面作成
（ＣＡＤ）工事写真撮影・整理。６０歳以上の方
の応募可。

岩手県胆沢郡金ケ崎町西
根矢来１９番地

株式会社　板宮建
設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

大型ダンプ運転手（岩手県
下閉伊郡）

2人

土木工事現場にて、大型ダンプの運転を行ってい
ただきます。＊週４０時間勤務

北海道札幌市白石区本通
５丁目南４番１２号

株式会社　エヌエ
スアイ

大型ダンプ運転経験３年以
上

岩手県下閉伊郡岩泉町

営業（県内１０店舗いずれ
か）

2人

新車、中古車の販売・自動車買取・損保保険取り
扱い手続き・通信用品取り扱いなど。県内１０店
舗のいずれかへの配属となります。採用後、本社
にて研修があります。即勤務可能な方歓迎。

岩手県盛岡市東仙北２丁
目１４－２０

ネッツトヨタ盛岡
株式会社

岩手県宮古市、他

福祉用具の相談員（宮古
市）

1人

福祉用具のレンタル・販売・住宅改修に係る相談
提案営業・納品・集金・契約等。ケアマネー
ジャー等と連携し利用者の身体に合った福祉用具
を選定、納品、福祉用具の使い方、契約内容等を
説明するお仕事です。利用者宅への定期訪問やケ

岩手県紫波郡矢巾町流通
センター南１丁目７－８

株式会社　サンメ
ディカル

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

水産加工現場管理

1人

イカ、鮭などの水産加工作業を行います。時期的
に水揚げとなった鮮魚を取扱、下処理、箱詰めな
ど各工程の指示、指導を行います。また加工場で
はフォークリフトを操作し、トラックからの積卸
なども行ってもらいます。現場管理経験あれば尚

岩手県宮古市藤原一丁目
５－９

有限会社　大井漁
業部　大印冷凍工
場雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

運転手兼水産加工員

1人

４ｔ車を使用し、市場から工場へ原料魚を運搬す
る作業に従事していただきます。また、工場内で
の製品運搬作業もあります。運搬作業以外の時間
は、加工作業を行っていただきます。大型自動車
免許所持者優遇します。

岩手県宮古市藤原一丁目
５－９

有限会社　大井漁
業部　大印冷凍工
場雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般事務

1人

事務全般を行っていただきます。資材の発注、
データ入力、電話・来客対応、その他付随する業
務になります。外出用務の際には社用車を使用し
ます。事務担当者複数で業務を行っていきます。


岩手県宮古市藤原一丁目
５－９

有限会社　大井漁
業部　大印冷凍工
場雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務経験者
パソコン操作（ワード、エ

クセル）できる方

水産加工員

3人

イカ、鮭などの水産加工作業を行っていただきま
す。時期的に水揚げとなった魚を取り扱い、下処
理や箱詰め作業等を行います。経験がなくてもで
きる軽作業ですのでご応募ください。

岩手県宮古市藤原一丁目
５－９

有限会社　大井漁
業部　大印冷凍工
場雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満） 岩手県宮古市

重機オペレーター「建設」

1人

田老地区の防潮堤復旧工事を行っております。
バックホウを操作し埋戻し、大型車両への積込み
等になります。現場には直行直帰または社用車に
て乗合も可能です。体力面、健康面に自信のある
方の応募をお待ちしています。

岩手県宮古市藤の川１５
－２７

萌州建設　株式会
社　宮古事業所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

経験者 岩手県宮古市

総務

2人

パソコン（ワード・エクセル）を使用し書類作
成、見積書、請求書作成、各関係機関への手続き
や電話、来客応対等に従事していいただきます。
その他書類提出の為、得意先や官公庁へ外出とな
り、社用車使用となります。

岩手県宮古市黒田町６－
１

株式会社　国際資
源サービス

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

在庫管理及び配達員

1人

菓子の在庫管理を行います。在庫数の確認と記
録、和菓子の個包、箱詰め、包装、店内の清掃業
務。また注文による町内配達や状況により盛岡店
までの配達をお願いする場合があります。配達は
社用車（ライトバン）を運転します。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字下宿３７

有限会社　中松屋

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

菓子販売員

1人

菓子包装及び店内の販売業務を行います。和菓子
の個包・箱詰め・包装や、店頭における接客応
対、販売、会計を行います。また注文による町内
配達や、店内の清掃業務なども行います。配達の
際には社用車（ライトバン）を運転します。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字下宿３７

有限会社　中松屋

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

和菓子職人見習

1人

和菓子製造補助を行っていただきます。製造工程
の補助業務全般を行います。和菓子（栗しぼり、
まんじゅう類など）の成形、窯入れ・窯出しなど
です。また、器具の洗浄や作業場の清掃を行いま
す。現在７人で作業を行っており注文に合わせて

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字下宿３７

有限会社　中松屋

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

一般事務［下閉伊郡山田
町］

1人

商品、部品の受発注、仕入、売上処理・入出金出
納業務、伝票、起票・書類ファイリング、整理・
電話応対、来客対応他。パソコン基本操作（エク
セル・ワード）あり

宮城県仙台市宮城野区中
野三丁目１番地５

ヤンマー舶用シス
テム　株式会社
東北営業部

岩手県下閉伊郡山田町

営業［宮古市］

2人

ルート営業が主になります。担当エリア内のお客
様を訪問し、ヤンマーの農業機械・資材・部品な
どの販売、メンテナンスを行います。

宮城県仙台市若林区六丁の
目西町８－１　斎喜セン
タービル１階

ヤンマーアグリジャ
パン　株式会社　東
日本カンパニー

岩手県宮古市


