
交替制あり
(1) 8時00分～17時00分

134,400円～134,400円 (2)20時00分～ 5時00分

有期雇用派遣 18歳以上 03010-24320071
交替制あり
(1) 8時00分～17時00分

134,400円～134,400円 (2)20時00分～ 5時00分

有期雇用派遣 不問 03010-24341471
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

126,752円～126,752円

正社員 不問 03030- 4244871
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 9時00分～18時00分

160,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03030- 4245271

(1) 9時00分～18時30分
135,000円～140,000円 (2) 9時00分～13時00分

正社員 30歳以下 03030- 4247171
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
介護職員初任者研修 (1) 8時30分～17時30分

140,000円～155,000円 (2)10時00分～19時00分
(3)17時00分～ 1時00分

正社員 不問 03030- 4248071
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 6時30分～14時30分
170,000円～170,000円 (2)14時00分～22時00分

正社員 35歳以下 03030- 4251471
原動機付自転車免許又は 変形（１年単位）

普通自動車免許一種 (1) 8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 195,900円～329,700円

正社員 18歳以上 04020- 8948271
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 03010-24021871
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
交通誘導警備１級 (1) 8時00分～17時00分

又は２級 154,000円～220,000円

正社員 18歳～64歳 03010-24024171
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 03010-24031971
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
交通誘導警備１級 (1) 8時00分～17時00分

又は２級 154,000円～220,000円

正社員 18歳～64歳 03010-24036571
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 03010-24056271
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
交通誘導警備１級 (1) 8時00分～17時00分

又は２級 154,000円～220,000円

正社員 18歳～64歳 03010-24057971
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 03010-24094471
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時30分～17時15分

150,000円～150,000円

正社員以外 不問 03010-23676071
大型自動車免許二種 変形（１ヶ月単位）

124,000円～134,000円

正社員以外 不問 03010-23829071
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時45分～17時15分
雇用期間の定めなし 174,000円～300,000円

正社員 59歳以下 03010-23860071

(1) 8時45分～17時15分
135,000円～135,000円

正社員以外 不問 03010-23873771
1

営業アシスタント（宮古支
店）

1人

当社宮古支店において下記の業務を行っていただ
きます。見積書等各種資料作成・ＤＭ発送等・官
公庁に行ってもらうこともあります。その他指示
された業務および付随する業務。

岩手県盛岡市北飯岡１丁
目１－８２

パルコホーム
（株式会社　日盛
ハウジング）雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上） 岩手県宮古市

設計（宮古支店）「建設」

1人

一般住宅建築の設計業務。一般住宅の設計、プラ
ンニング。現場管理業務。現場での指揮監督、施
工管理、安全管理、品質管理等·積算業務·発注者
との連絡や打ち合わせ·その他設計に関連する業務

岩手県盛岡市北飯岡１丁
目１－８２

パルコホーム
（株式会社　日盛
ハウジング）

岩手県宮古市

バス運転士（嘱託運転士）

5人

乗合バス又は貸切バスの運転業務を行っていただ
きます。配属先については本人の希望を考慮し決
定。就業日数については、本人の希望に応じて決
定します。正社員並みの日数（２３～２４日）、
又は日数を抑えた働き方も可能です。

岩手県盛岡市厨川１－１
７－１８

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）

バスの乗務経験者
又は 0時00分～23時59分の
間の7時間以上

岩手県宮古市、他

車両運行管理員（三陸国道
事務所）

1人

請負先事業所である三陸国道事務所において、下
記の業務を行っていただきます。職員を乗せての
車の運転及び車の維持管理に努める業務。その
他、付随する業務及び指示された業務。

岩手県盛岡市中央通３丁
目１番２号　盛岡第一生
命ビル　２Ｆ

株式会社　セノン
みちのく支社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

免許取得後3年以上·三陸方
面でのタクシー等旅客業務
経験1年以上·1年以内に免許
停止処分を受けていない者 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

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

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

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／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／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／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

綜合警備業務【岩手県宮古
市】

16人

交通誘導、駐車場警備、列車見張り等の仕事で
す。安全誘導業務です。研修を７日間、本社（石
巻市）にて行います。現場は主に一関市近郊とな
ります（現場へは乗り合わせて向かいます）

宮城県石巻市双葉町１番
１９号

ＡＳＰ　株式会社

岩手県宮古市、他

フロント業務（日勤）

2人

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。また、施設管理として客室や施設内の簡単な

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

介護職員（グループホー
ム）「介護」≪急募≫

2人

認知症グループホーム利用者（９名）の食事の世
話や簡単な身体介助等の介護サービス、調理・施
設清掃・洗濯等の日常生活のお世話、利用者さん
の通院に同行（社用車使用）等行っていただきま
す。未経験者の方は指導いたしますので安心して

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根２－１１１－３

株式会社　メイト

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

歯科衛生業務及び受付事務

1人

歯科衛生業務（器具の洗浄や準備などから業務を
覚えていただきます）。患者さんの接客、電話対
応、受診予約、清掃等。業務に慣れてきたらカル
テを専用ソフトにて入力作成、管理業務、会計レ
ジ精算業務もしていただきます。パソコン操作が

岩手県宮古市大通１－３
－１３

歯科伊藤医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業（宮古）≪急募≫

1人

一般住宅・マンション・アパート等建築物の外
壁・屋根塗装工事の営業です。また塗装工事が必
要と思われる住宅等へのポスティング作業も担当
していただきます。パソコンによる見積書等の作
成も行います。営業エリアは宮古地域となりま

岩手県宮古市大字田鎖１
２－１０－５

有限会社　東北ペ
イント

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード・エ
クセル）の出来る方

岩手県宮古市

水産加工員

3人

鮮魚（鮭、イカ、サバ、アジ、ワカメ、メカブ、
その他海藻類）の加工をしていただきます。加工
は手捌きや機械加工となります。他に箱詰め、袋
詰め作業も行います。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

製造補助業務（宮古市）

2人

派遣先事業所において下記の業務を担当していた
だきます。梱包材やビニール等のゴミ集め・製造
で発生する金属くずの回収・原材料をフォークリ
フトで運搬・完成品梱包機械の操作。フォークリ
フトの資格がなくても作業できます。

岩手県盛岡市向中野３丁
目１８番２０号　２Ｆ
アクエリアスビル

株式会社　エムア
ンドエム　盛岡営
業所雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

資材業務（宮古市）

2人

派遣先の事業所において、下記の業務を担当して
いただきます。生産で使用する原材料や梱包材等
を運搬します。運搬には台車及び資格が必要ない
フォークリフトを使用します。フォークリフトに
関しては未経験であっても、派遣先で研修し、対

岩手県盛岡市向中野３丁
目１８番２０号　２Ｆ
アクエリアスビル

株式会社　エムア
ンドエム　盛岡営
業所雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

     （10月16日時点の内容です）

　　１０月６日　から　１０月１６日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は　１０月２６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

◎ 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１０月１９日発行  



土木施工管理技士１級 変形（１年単位）
土木施工管理技士２級 (1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし (免許のない方も応相談) 220,000円～351,900円

正社員 不問 03010-23882771
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
136,700円～154,400円 (2) 8時30分～12時00分

正社員 59歳以下 03030- 4227771
変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～16時00分

128,000円～151,000円 (2) 8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030- 4231371
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

（通勤用） (1) 8時00分～16時30分
122,325円～163,100円

正社員 59歳以下 03030- 4232671
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

（通勤用） (1) 8時00分～16時30分
140,000円～180,000円

正社員 59歳以下 03030- 4233571
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 7時30分～17時00分

160,000円～250,000円

正社員 不問 03030- 4234471
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 7時30分～17時00分

雇用期間の定めなし 160,000円～250,000円

正社員 不問 03030- 4235771
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

164,000円～164,000円

正社員 30歳以下 03030- 4236871
変形（１年単位）
(1) 8時00分～16時45分

雇用期間の定めなし 124,538円～124,538円

正社員以外 67歳以下 03030- 4237271
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時00分
118,900円～118,900円

正社員以外 不問 03030- 4239171
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

150,000円～250,000円

正社員 59歳以下 03030- 4196771
看護師 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
245,000円～280,000円

正社員 59歳以下 03030- 4197871
危険物取扱者（丙種）
普通自動車免許一種 (1) 8時30分～17時00分
（ＡＴ限定不可） 150,000円～220,000円

正社員 64歳以下 03030- 4199971
管工事施工技士2級又は 変形（１年単位）
土木施工管理技士2級 (1) 8時00分～17時00分
普通自動車免許一種 177,000円～225,000円
（ＡＴ限定不可）

正社員 59歳以下 03030- 4200471
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

139,750円～215,000円

正社員 59歳以下 03030- 4201771
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

正社員 40歳以下 03030- 4202871
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

土木施工管理技士1級又
は

400,000円～600,000円
土木施工管理技士2級

正社員 59歳以下 03030- 4203271
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
126,043円～133,215円

正社員 45歳以下 03030- 4204971
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 159,080円～228,575円

正社員以外 不問 03030- 4206071
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
184,800円～231,000円

正社員 不問 03030- 4207371
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
161,700円～254,100円

正社員 64歳以下 03030- 4209571
2

土木技術職（宮古市）「建
設」

2人

現場における施工管理全般及び安全管理業務・施
工管理ソフトの活用・図面の作成（ＣＡＤ使用）
・測量計算、現場測量・現場安全管理、他管理全
般・その他、上記に付随する業務≪急募≫

岩手県盛岡市上堂４丁目
１１－８

昭栄建設　株式会
社

概ね土木現場経験5年以上 岩手県宮古市、他

一般事務

1人

地域商工業振興の為、企業を訪問し経営改善や支
援事業を行います。企業の帳簿記帳、経理、申告
等、パソコンを使用し文書作成（ワード・エクセ
ル）、各種イベント（夏祭り、宮古産業まつりな
ど）の企画や運営、来客、電話対応等になりま

岩手県宮古市保久田７－
２５

宮古商工会議所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

パソコン操作
文書作成（ワード）表計算

（エクセル）他

介護職員「介護」

2人

ご利用者様に対する介護サービスの提供をお願い
します。入浴、排泄、食事、移動などの介助、レ
クリエーション企画、支援、記録、送迎などご利
用者様の生活支援全般となります。入居者の方の
生活リズムを尊重し、個人に合わせたサービスを

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あり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

水産加工員

1人

鮭の加工作業が主な仕事です。その他水産物の加
工（イカ、サケ、サンマ、イワシなどを原料とし
た各種の冷凍食品を作る仕事です。）最大で１０
ｋｇくらいの荷物の運搬もあります。パート勤務
もご相談いたします。

岩手県下閉伊郡岩泉町小
本字小成１３０－１

有限会社　竹下水
産

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

事務員

1人

事務業務全般を担当していただきます。パソコン
を使った請求書、文書作成。給料に関する事務
（税理士の指導あり）。また来客・電話対応もあ
ります。繁忙期の水産加工手伝いはありません
が、まれにラベル作りや袋詰めを手伝っていただ

岩手県下閉伊郡岩泉町小
本字小成１３０－１

有限会社　竹下水
産

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード・エ
クセル）

岩手県下閉伊郡岩泉町

土木作業員「建設」

1人

主に宮古下閉伊地区などの一般住宅等の基礎工事
の現場作業に従事していただきます。２ｔ～４ｔ
ダンプ、社用車の運転があります。人力での作業
があり、初心者の方でも体力に自信のある方を希
望します。

岩手県宮古市長町１－６
－１６

株式会社　神道設
備

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

配管工「建設」

1人

宮古下閉伊地区などの各現場での配管作業等に従
事して頂きます。給排水工事、下水道工事、水回
りの修理などの業務です。管工事、給水、排水設
備免許所持の方は優遇いたします。

岩手県宮古市長町１－６
－１６

株式会社　神道設
備

岩手県宮古市

外線技能職（見習養成可）
「建設」

1人

主に東北電力の電気機械設備の設置や維持改修に
関わる作業を行います。現場は主に宮古市内や管
内となります。まれに出張となる場合がありま
す。時代に左右されず安定し地域と共に歩む職種
です。研修制度あり。技術・技能の習得に向け基

岩手県宮古市神林３－１
３

株式会社　宮古電
工

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

水産物加工員

2人

水産食品の製造・加工業務に従事していただきま
す。時季により、サンマ・鮭・サバ・イカなどを
扱います。鮮魚だけでなく、冷凍処理した魚を加
工して、みりんや塩干し等を作ります。

岩手県宮古市藤原一丁目
３－４

有限会社三上商店

岩手県宮古市

一般事務（宮古）

1人

窓口対応、電話対応、専用システムでの入力業
務、伝票整理などの一般事務全般を担当します。
未経験の方でも丁寧に指導し補助的な業務から始
めて頂きます。雇用は１年更新で臨時職員身分と
なります。

岩手県宮古市宮町一丁目
三番五号

新岩手農業協同組
合　宮古支所

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）できる方

岩手県宮古市

建設作業員「建設」

3人

主に宮古市内の各現場において、公共工事の河
川、道路等の土木工事現場において、土木作業に
従事していただきます。現場により直行直帰や会
社に一度出勤し社用車乗合で移動もあります。型
枠大工経験あれば尚可。

岩手県宮古市赤前１－２
８

長沢産業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師／訪問看護「看護」

2人

在宅療養支援業務。ご自宅にいる利用者宅を訪問
し、主治医の指示による看護業務を提供します。
主にバイタルチェック・服薬管理・医学的処置な
どを行います。訪問看護チームは３名体制で受持
ち利用者４０名程度を担当します。エリアは宮古

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

ガス・灯油配送

1人

ガス・灯油配送とガス・給油に関わる配管工事、
機器設置等も行います。ガス配送は１日約１０件
前後、灯油は冬期が３０件前後となります。配送
エリアは宮古市内（川井・新里地区除く）になり
ます。２４時間緊急サービスも行っており年に１

岩手県宮古市向町３－３
２

株式会社　坂庄

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

現場管理者「建設」

1人

入札工事・民間工事において、設備工事・配管工
事業務に従事していただきます。申請書類・図面
等、パソコンにて作成して頂きます。現場と事務
所内で、管理業務や関係先との調整業務をお願い
したいです。土木の経験者優遇。重機の免許お持

岩手県宮古市山口一丁目
２－３０

有限会社　中沢設
備

雇用期間の定めなし

パソコンにて図面及び申請
書作成等のできる方

岩手県宮古市、他

現場管理者見習い「建設」

1人

現場管理者補助として見習い業務全般。漏水修理
による掘削や配管手伝い、トイレ修理、水道工事
の配管取付等の現場作業を行います。慣れてきた
ら申請書類や図面等をパソコン作成します。入社
３年経過後は、管工事施工管理技士や土木施工管

岩手県宮古市山口一丁目
２－３０

有限会社　中沢設
備

雇用期間の定めなし

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作ができる方

岩手県宮古市、他

見積り業務

1人

支店（社内）から届く、お客様の製品見積業務を
して頂きます。パソコンの専用システムを使用し
（入力程度）、見積もりに必要な条件を入力し
て、支店（社内）に見積りを回答する業務です。
その他支店等との電話対応もあります。

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

岩手県宮古市

土木施工管理者「建設」

1人

現場施工管理者に従事していただきます。設計図
などをもとに施工計画の立案をし、現場の工程管
理や安全管理、書類作成等の監督業務を行いま
す。現場は主に山田町内となります。

岩手県下閉伊郡山田町山
田５－５９

奥井建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

施工管理経験 岩手県下閉伊郡山田町

加工員・販売

2人

工場内でホタテ、甘エビ等すし種の加工作業をし
て頂きます。加工作業の習得と当社の商品に対す
る知識を身に付けます。習得状況と適性や希望を
考慮して、受注営業も担当していただくようにな
ります。市内で行われる水産加工商品の展示会・

岩手県宮古市蟇目第２地
割字柴野８２－２

株式会社　川秀
蟇目工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

工事監督支援業務（技術補
助）「建設」

1人

県営建設工事に係る監督職員（正職員）の補助業
務を行うものです。なお、補助業務とは工事現場
の確認、巡回、報告等となります。事業所内にお
ける正職員の事務補助。パソコンによるデータ入
力が伴います。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字松橋２４－３

沿岸広域振興局
土木部　岩泉土木
センター雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

建設業従事経験又は公共事
業等発注機関の工事監督経
験·PC操作(Word·Excel)

作業員

1人

建築・土木現場において、型枠解体およびハツリ
作業。解体現場において、家屋解体、内装解体等
の作業に従事していただきます。経験のない方の
応募も可能ですので、ご相談ください。現場に
よっては泊まりでの作業もあります。各種資格等

岩手県宮古市小国１４－
９２

合同会社　ボンズ
工業

雇用期間の定めなし

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、他



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- 4210871
理容師 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～17時45分
雇用期間の定めなし 163,000円～230,000円

正社員 59歳以下 03030- 4211271
美容師 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～17時45分
雇用期間の定めなし 140,000円～180,000円

正社員 59歳以上 03030- 4212971
保育士

(1) 7時20分～16時20分
雇用期間の定めなし 142,600円～142,600円 (2) 8時20分～17時20分

(3) 9時40分～18時40分
正社員 59歳以下 03030- 4213171

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～16時30分

149,175円～157,950円

正社員以外 不問 03030- 4214071
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

171,000円～273,600円

正社員 59歳以下 03030- 4220971
変形（１年単位）
(1) 8時00分～16時30分

126,000円～141,750円

正社員以外 不問 03030- 4221171
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 9時00分～17時30分

180,000円～220,000円 (2) 9時00分～15時00分

正社員 59歳以下 03030- 4222071

(1) 8時30分～17時15分
122,612円～122,612円

正社員以外 不問 03030- 4223371

(1) 8時00分～17時00分
120,000円～120,000円

正社員以外 不問 03030- 4225571
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(必須) (1) 8時30分～17時00分
160,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03030- 4226471
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 230,000円～345,000円

正社員 69歳以下 03050- 6520471
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 01230-21209371
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～16時00分

雇用期間の定めなし 115,608円～125,320円

正社員 不問 03030- 4252771
中型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時00分
143,300円～160,000円

正社員 35歳以下 03030- 4253871

(1) 0時00分～ 9時00分
155,000円～165,000円

正社員以外 18歳以上 03030- 4254271
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし 334,000円～413,000円

正社員 59歳以下 03030- 4263971
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時30分～17時30分

292,000円～325,000円

正社員 59歳以下 03030- 4264171
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時15分
雇用期間の定めなし 163,000円～250,000円

正社員 59歳以下 14010-56091571

(1) 8時00分～17時00分
126,000円～134,400円

有期雇用派遣 不問 03010-24603071

(1) 8時00分～17時00分
120,000円～128,000円

有期雇用派遣 不問 03010-24605671
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

224,000円～330,000円

正社員以外 不問 05050- 4024371
看護師又は
准看護師 (1) 7時30分～16時30分

雇用期間の定めなし 256,000円～272,000円 (2) 8時00分～17時00分
(3) 9時00分～18時00分

正社員以外 59歳以下 03030- 4255971
3

看護師・准看護師「看護」

1人

当院において看護業務全般に従事していただきま
す。医師の指示による検査の準備や介助、患者様
への注射や採血、点滴などを行います。また、パ
ソコンでの簡単な名前入力があります。

岩手県宮古市和見町１０
－３１

医療法人　双熊会
熊坂内科医院

経験者 岩手県宮古市

土木工事作業員

3人

土木工事作業員として勤務して頂きます。土木工
事作業全般。小型ダンプ運転、重機運転、土木施
工管理の一部または全般において経験ある方。岩
手県内に出張勤務できる方希望。

秋田県にかほ市象潟町大
砂川字カクチタ２０－３

有限会社　田中建
設

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

土木作業経験２年以上 岩手県下閉伊郡岩泉町

半田作業（宮古市）

2人

派遣先の事業所において下記の業務を行っていた
だきます。電子部品を半田で基板に取り付け・半
田作業前の段取り・半田を終えた基板を手作業に
より加工・その他、上記に関連する業務

岩手県盛岡市向中野３丁目
１８番２０号　２Ｆ　アク
エリアスビル

株式会社　エムア
ンドエム　盛岡営
業所雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上） 岩手県宮古市

梱包業務（宮古市）

2人

派遣先の事業所において下記業務を担当して頂き
ます。前日生産分の製品を現場より回収・円型
（直径１ｍ程）の製品の梱包業務・梱包後の製品
を出荷場所へ移動・その他上記に関連する業務

岩手県盛岡市向中野３丁目
１８番２０号　２Ｆ　アク
エリアスビル

株式会社　エムア
ンドエム　盛岡営
業所雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満） 岩手県宮古市

機械オペレーター

2人

放電加工機ワイヤーを使用した精密部品の製作。
研磨加工による精密部品の製作。

横浜市保土ヶ谷区上星川
２－１１－６６

株式会社ノバセイ
コー

岩手県宮古市

建設機械修理・メンテナン
ス

1人

当営業所において、建設機械等の修理とメンテナ
ンス業務に従事していただきます。対象機種は油
圧ショベル、トラックになり、点検・オイル交換
や各部品交換、板金加工等を行います。資格がな
くても、入社後、修理にあたり必要な資格は会社

岩手県宮古市高浜４丁目
４４－１

東亜リース株式会
社　宮古営業所

雇用期間の定めなし

重機・車・農器具等の整備
経験のある方

岩手県宮古市

営業

1人

建設機械等（油圧ショベル）、トラックのレンタ
ル受注、販売営業に従事していただきます。主
に、建設会社への建設機械・車両のレンタル、販
売のルート営業のお仕事となります。

岩手県宮古市高浜４丁目
４４－１

東亜リース株式会
社　宮古営業所

岩手県宮古市

販売員／宮古千徳店

1人

コンビニエンスストア（ローソン）での販売に係
る業務。接客やレジ、商品の品出し、整理、店舗
内外の清掃などを行います。仕事に慣れてきた方
には、商品の発注などの在庫管理をお願いするこ
ともあります。深夜時間帯は２名での勤務体制と

岩手県宮古市上村１丁目
９番３５号

有限会社　かなざ
わ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

直販営業（ルート納品・配
送・管理業務）《急募》

1人

スーパーマーケット等の小売店舗および自動販売
機への納品と、商品管理（２トン車両を利用し、
取引先店舗等への納品）を行っていただきます。
その他に、営業関連業務及び付随する事務処理業
務（パソコン使用）を行います。

岩手県宮古市上鼻二丁目
１番５号

宮古ヤクルト販売
株式会社

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード・エ
クセル）

岩手県宮古市、他

販売員・配達員・加工員

1人

店舗において鮮魚販売、魚の加工、商品配達（宮
古市内）をしていただきます。加工は慣れるま
で、簡単な下処理からとなります。配達には保冷
車（軽トラック）を使用します。

岩手県宮古市佐原３丁目
５－６

高田魚店

岩手県宮古市

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等を行ってい
ただきます。
＊週４０時間勤務

北海道札幌市豊平区平岸
４条７丁目１１番７号

株式会社　ジェイ
エムシー

大型ダンプ運転経験３年以
上

岩手県下閉伊郡岩泉町

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。業務
に関する書類整理、パソコンを使ったデータ入
力、来客対応等をしていただきます。その他、職
員の指示のもと補助業務もあります。

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

理容師

1人

理容クイック南店又は、理・美容クイック・クリ
ア末広町店において、理・美容業務全般に従事し
ていただきます。注文に応じて、シャンプー、
カット、顔剃り、カラー、パーマ等行います。施

岩手県宮古市南町１１番
２０号

株式会社　クイッ
ク

理美容経験者 岩手県宮古市

美容師

1人

理・美容クイック・クリア末広町店において理・
美容業全般に従事していただきます。注文に応じ
て、シャンプー、カット、顔剃り、カラー、パー
マ等行います。施術に必要な材料等の整理や、そ

岩手県宮古市南町１１番
２０号

株式会社　クイッ
ク

理美容経験者 岩手県宮古市

保育士「保育」

1人

当社団医療法人に勤務する従業員の乳幼児保育施
設です。乳幼児保育、生活習慣の取得、発達の援
助、教育などの保育業務全般に従事して頂きま
す。未満児、概ね10名を2名体制で保育します。

岩手県宮古市山口５丁目
５番１０号

社団医療法人新和会
宮古山口病院附属か
きのき保育園

岩手県宮古市

配達員（灯油・重油）

1人

宮古・山田地域に灯油・重油の配達および取扱商
品のご案内を行う。営業所内において、伝票等の
事務処理業務を行う。また、船舶への油の積込作
業も行っていただきます。危険物の資格があれば
尚可ですが、入社後の資格取得も可能です。

岩手県宮古市日立浜町９
－１

株式会社　アベキ
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

作業員

1人

立木等をチェンソーで伐採、バックホーで作業道
を作る、林業用機械で木を集める、オーストリア
製林業用機械ハーベスタで木を切り丸太にし、検
知や丸太の積込、はい積をし、工場や市場にも
持って行く等の業務を担当していただきます。

岩手県下閉伊郡田野畑村
菅窪２０５－８

株式会社　ふるさ
と木材

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

保育補助「保育」

1人

当法人が運営する保育園において保育補助業務に
従事していただきます。利用している保育児童
（０歳～５歳）のおむつ交換、給食や着替えの援
助、そのほか担任の補助を行います。平成２９年
度は定員５０名です。保育資格あれば尚可。

岩手県下閉伊郡山田町長
崎二丁目３－１

社会福祉法人　正
受会　山田中央保
育園雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

自動車鈑金・塗装工（経験
者）

1人

主な仕事は、お客様の車のキズやへこみの修理鈑
金・塗装です。有資格者には納車の際にトラック
を運転していただきます。入社後の資格取得も可
能ですので、自動車に興味がある方の応募を歓迎
します。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

雇用期間の定めなし

鈑金塗装経験者 岩手県宮古市

一般事務補助／生涯学習課
（期限付臨時職員）

1人

生涯学習課に勤務となります。スポーツ施設の予
約受付、パソコンを使用しての書類作成、郵便物
の発送業務、町主催のスポーツ大会等の行事の準
備などに従事していただきます。

岩手県下閉伊郡山田町八
幡町３－２０

山田町役場

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） パソコン（ワード・エクセ

ル）操作が出来ること
岩手県下閉伊郡山田町

水産加工

7人

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。

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根１３－８０－２１

株式会社　萬平
東北工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

移動式クレーンオペレー
ター（宮古営業所）

2人

移動式クレーンを使用し各現場での資材、機械な
どのつり上げ作業。建設現場でのクレーン操作業
務。管理者の指示に従って資材の運搬等の作業を
して頂きます。

一関市城内１０８－２ 一般財団法人　建
設工事共同企業体
Ｔ・Ｂ・Ｉ

２５ｔ、５０ｔクレーン経
験者

岩手県宮古市

設備作業員（見習い可）
「建設」

1人

冷却設備（水産加工会社の冷凍冷蔵庫等）および
周辺機器の工事、点検、整備、水産加工機械等の
製作、点検、整備等を行います。現場は主に宮古
市内または沿岸地区で、移動には社用車を使用し
ます。作業内容が様々な為、未経験者でも指導し

岩手県宮古市田鎖第９地
割３６番地３

有限会社畠山冷設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市


