
調理師又は
食品衛生責任者

180,000円～228,000円

正社員以外 18歳以上 01240-15641781
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
152,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030- 2767281
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

146,880円～146,880円

正社員以外 不問 03030- 2768181

(1) 8時30分～17時15分
124,644円～143,208円

正社員以外 不問 03030- 2763581
交替制あり
(1) 6時00分～15時00分

139,900円～139,900円 (2) 8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

正社員 不問 03030- 2765781
栄養士

(1) 8時30分～17時30分
136,680円～136,680円

正社員以外 不問 03030- 2766881
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分

140,000円～175,000円 (2) 8時30分～13時00分

正社員以外 59歳以下 03040- 3682181
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分
190,000円～250,000円

正社員 59歳以下 03060- 4605281
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分
206,156円～206,156円

正社員 59歳以下 03060- 4606181
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
192,000円～240,000円

正社員 64歳以下 03090- 1776381
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 9時00分～17時30分
135,300円～135,300円

正社員以外 不問 03010-18460181土木施工管理技士1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

400,000円～460,000円

正社員 68歳以下 04020- 6212281

(1) 7時00分～16時00分
237,600円～259,200円

正社員以外 不問 05010-14737981
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
209,700円～302,900円

正社員 64歳以下 03030- 2754981
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
161,700円～300,300円

正社員 不問 03030- 2759281
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
161,700円～300,300円

正社員 不問 03030- 2760381

(1) 8時30分～17時00分
118,900円～123,000円

正社員以外 不問 03030- 2762981

(1) 8時00分～17時00分
277,200円～369,600円

正社員以外 不問 07121- 1229581
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     （7月30日時点の内容です）

　　７月２４日　から　７月３０日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　８月９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

建設会社寮の調理業務（岩
手県宮古市）

2人

・朝、昼（お弁当）、夕食の調理と盛り付け、配
膳
（５０食程度を３名で準備します。今後増える可
能性あり、最高でも１２５食程度、増えた場合調
理員数も増員します）

札幌市北区屯田５条１０
丁目１０番２４号

株式会社　ホク
ショク

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

調理師実務経験
又は 4時00分～20時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

販売員（加工食品部門・正
社員）

1人

加工食品部門はインスタント食品、飲料、調味
料、乾物等を扱う部門です。
●商品売場の管理（パソコンを使用しての発注や
商品の陳列　業務など）　　　　　　　　　　
●部門の計数管理（売り上げの数値など）

岩手県下閉伊郡山田町山
田５－４１－１

株式会社　キクコ
ウストア　山田イ
ンター店雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

加工食品販売員（８時～１
７時）

1人

◎加工食品部に配属となります。加工食品部門は
インスタント食品、缶詰、調味料、乾物、飲料等
を取り扱う部門です。
１）発注
２）陳列・補充（商品検収・品出し・整理整頓）

岩手県下閉伊郡山田町山
田５－４１－１

株式会社　キクコ
ウストア　山田イ
ンター店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

事務補助員／介護保険課
（期限付臨時職員）

1人

介護保険課に勤務となります。主な仕事内容は、
介護予防プランチェックやデータ管理業務となり
ます。・介護予防プランチェック（指定された項
目の記入もれチェック）・提出物の管理（電話催
促、提出状況確認、データ整備）・書類整理（回

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）操作ができること 岩手県宮古市

調理員

1人

特養老人福祉施設における厨房での調理業務を担
当
・入居者１１０名の食事（朝食、昼食、夕食／シ
フト対応）
・食器の後片づけ、厨房の清掃作業等

岩手県宮古市西ヶ丘四丁
目５３－８

社会福祉法人　恵
心会　特別養護老
人ホーム　慈苑雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

臨時栄養士

1人

特養老人福祉施設における厨房での調理業務全般
・パソコンを使用した献立作成、事務処理
・入居者１１０名の食事（朝食、昼食、夕食／シ
フト対応）
・食器の片づけ、厨房の清掃等

岩手県宮古市西ヶ丘四丁
目５３－８

社会福祉法人　恵
心会　特別養護老
人ホーム　慈苑雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

受付医療事務（宮古・舘
合）

1人

・受付（処方せんの受取り）
・清掃
・待合室での患者応対
・パソコン操作による窓口負担金計算、一部負担
金の徴収

岩手県花巻市星が丘一丁
目８番７号

株式会社　ワーク
イン（つくし薬局
本社）雇用期間の定めなし

又は 8時30分～18時30分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

事務（岩泉営業所）

1人

○建設機械レンタル等のフロント業務
　（レンタルの受注後手配のための事務処理）

○一般事務
　（お金の管理、契約書・見積書・請求書他の作

岩手県奥州市水沢工業団
地１丁目１番地

東亜リース　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

事務補助（岩泉営業所）

1人

○建設機械レンタル等のフロント業務
　（レンタルの受注後手配のための事務処理）

○一般事務
　（お金の管理、契約書・見積書・請求書他の作

岩手県奥州市水沢工業団
地１丁目１番地

東亜リース　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

養豚作業員（田野畑農場）

1人

◎田野畑農場において養豚に関する作業全般に
　従事していただきます

・豚の飼育
・飼料の給餌（手作業・自動給餌機での給餌）

岩手県九戸郡軽米町大字
上舘３０－２３２

北栄農産　有限会
社

雇用期間の定めなし

パソコンの基本操作可能
な方 岩手県下閉伊郡田野畑村

洗車スタッフ（宮古店）

1人

『トヨタカローラ岩手　宮古店』において、洗車
業務全般を行っていただきます。
・洗車作業
・室内清掃
・その他、洗車関連業務及び指示された業務

岩手県盛岡市上堂４丁目
６－５

トヨタカローラ岩
手　株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

現場管理

3人

◎一般土木工事の現場管理をおこなっていただき
ます。

＊工事内容は、下水道工事、道路整備や防潮堤工
事等です。

宮城県石巻市南光町２丁
目１－５９

光輪株式会社

雇用期間の定めなし

土木経験者 岩手県宮古市、他

測量補助（宮古市）

1人

○構造物を施工する際の位置出し、及び構造物完
成時の出来形測量、丁張りの設置等土木工事に必
要な測量の補助を担当していただきます。

＊仕事柄、ある程度の体力を要します。

秋田県秋田市寺内堂ノ沢
２丁目１－１

株式会社　測地コ
ンサルタント

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）


岩手県宮古市

大型トラック運転手兼土木
作業員「建設」

1人

大型ダンプトラック（１０ｔ級）を運転し、建設
現場などに土砂などの資材を運んでいただきま
す。運転業務の空いているときは、土木作業を手
伝っていただきます。現場は主に市内です。車両
系建設機械などの資格があれば尚可です。

岩手県宮古市八木沢三丁
目１１－５

株式会社　菊地建
設

雇用期間の定めなし

大型自動車運転経験 岩手県宮古市

型枠大工「建設」

3人

型枠の加工、組立、取付等の型枠工事を行ってい
ただきます。現場は主に宮古市近郊となり、事業
所所在地に集合し、現場までは社用車（主にワゴ
ン車）で乗り合いで行きます。


岩手県宮古市磯鶏３丁目
７番３４

株式会社　金子技
建

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木作業員　「建設」

2人

一般土木作業全般に従事していただきます。事業
所所在地に集合し、現場までは会社の車（ワゴン
車）で乗り合いで行きます。現場は主に宮古市近
郊となります。


岩手県宮古市磯鶏３丁目
７番３４

株式会社　金子技
建

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務（岩泉）

1人

畜産業務関係の事務全般を担当していただきま
す。電話受付、接客対応、事務作業では専用シス
テムでのパソコン入力及び伝票、帳票等の整理等
を行っていただきます。未経験の方でも丁寧に指
導し補助的な業務から初めていただきます。

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 岩手県下閉伊郡岩泉町

（契約）土木作業員

10人

○一般土木工事及び除染作業
　・コンクリート工事（防潮堤等）
　・除染作業（道路、農地等）
　・型枠組み立て工事
　・その他、関連する業務

福島県相馬市尾浜字細田
２０９－５

福丸建設　株式会
社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

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
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TEL 0193－63－8609 
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平成３０年８月２日発行  



普通自動車免許一種 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

220,000円～400,000円

正社員 64歳以下 03010-18299881
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～270,000円

正社員 64歳以下 03010-18300981
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
220,000円～400,000円

正社員 64歳以下 03010-18307081

(1)10時30分～19時30分
184,800円～184,800円

有期雇用派遣 不問 03010-18344781
変形（１ヶ月単位）
(1) 5時30分～14時30分

141,200円～158,700円 (2) 9時30分～18時30分
(3)10時15分～19時15分

正社員以外 不問 03030- 2748781
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

146,880円～146,880円

正社員以外 不問 03030- 2752381
介護職員初任者研修 交替制あり
普通自動車免許一種 (1) 6時00分～15時00分

142,000円～148,000円 (2) 8時15分～17時15分
(3)10時15分～19時15分

正社員以外 不問 03030- 2753681
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
282,000円～325,000円

正社員 59歳以下 03060- 4544381
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
315,800円～558,140円

正社員 59歳以下 04010-50208881
普通自動車免許ＡＴ フレックス

(1) 9時00分～21時00分
156,000円～197,500円

正社員 61歳以下 04050- 2689181
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分
146,475円～146,475円

正社員以外 不問 03030- 2742081

(1) 8時30分～17時00分
129,600円～129,600円

正社員以外 不問 03030- 2744681
準中型一種(５ｔ限定) 変形（１年単位）
フォークリフト技能者 (1) 8時00分～17時00分

137,500円～163,600円 (2) 8時00分～12時00分

正社員 40歳以下 03030- 2745981
土木施工管理技士２級

(1) 8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし 400,000円～550,000円

正社員 59歳以下 04010-49889281
中型一種（８ｔ限定） 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし 160,000円～204,000円 (2) 9時00分～17時00分

正社員 45歳以下 04010-49932781

2

工事管理・監督

1人

工事の管理を行っていただきます。
お客様や作業員との打ち合わせ、工事の準備、写
真の撮影、施工した数量の実測、パソコンでの資
料の作成などです。
＊主な工事内容　

岩手県盛岡市本宮７丁目
１２－４１

株式会社　東北工
商

雇用期間の定めなし

建設業に携わった経験が
ある方 岩手県宮古市、他

建設工事作業員「建設」

1人

建設工事の作業を行っていただきます。　
主な工事内容
・道路工事（道路標識、道路標示、防護柵など）

・エクステリア工事（フェンス、インターロッキ

岩手県盛岡市本宮７丁目
１２－４１

株式会社　東北工
商

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

区画線工（施工管理者及び
作業員）

1人

区画線工として下記の業務を行っていただきま
す。
・路面標示（道路標識・区画線）の施工管理
（工程・品質・安全管理等）
・現場作業

岩手県盛岡市本宮７丁目
１２－４１

株式会社　東北工
商

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

レジ業務（宮古市）

1人

派遣先事業所において以下の業務を担当していた
だきます。
◆レジ業務
◆接客業務あり（商品問い合わせ、受付）
その他、上記に関連する業務

岩手県盛岡市盛岡駅西通
２丁目９－１　マリオス
１５Ｆ

マンパワーグルー
プ　株式会社　盛
岡支店雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県宮古市

調理員

1人

施設利用者に提供する食事の調理業務全般を行い
ます。管理栄養士３名の献立に基づき、１日約３
８０食を、調理員８名がローテーション勤務に
よって業務にあたります。

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
４地割１－２０

社会福祉法人　若
竹会　サンホーム
みやこ雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

惣菜販売員（８時～１７
時）

1人

◎惣菜部に配属となり
１）加工（寿司・弁当・惣菜等の調理）
２）パッケージ作業（オートパッカーによる値札
シール貼　　　り等）
３）陳列・補充（商品検収・品出し・整理整頓）

岩手県下閉伊郡山田町山
田５－４１－１

株式会社　キクコ
ウストア　山田イ
ンター店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

介護員（交代制／養護老人
ホーム清寿荘）「介護」

1人

施設入所者おおよそ５０名の介護業務（食事、入
浴、排せつ等の日常生活全般に対する介助・介護
業務）及びレクリエーションなどを、約１５名の
介護員で行っております。交替勤務の為、自家用
車通勤が可能な方希望します。

岩手県宮古市小山田２丁
目９番２０号

社会福祉法人　宮
古市社会福祉協議
会雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

修理（宮古営業所）

1人

◆建設機械の修理、整備担当業務全般
　
　・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。

岩手県奥州市水沢工業団
地１丁目１番地

東亜リース　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

現場管理（空調・衛生設
備）［岩手県］

1人

建設現場における空調・衛生設備工事の監督業務
に従事して頂きます。
現場：工程管理、安全・品質管理、写真撮影　等
事務所：書類作成、写真管理、データ入力　等


宮城県仙台市青葉区本町
２丁目１０－３３　第２
日本オフィスビル７階

株式会社　オンサ
イト

雇用期間の定めなし

施工管理経験３年以上 岩手県宮古市、他

眼鏡、補聴器、コンタクト
レンズの販売［宮古市］

1人

・店頭での眼鏡、補聴器、コンタクトレンズの接
客販売
・眼鏡のクリーニング、調整、加工
・お客様がお似合いになるフレーム選び
・商品の陳列とディスプレイ

宮城県柴田郡大河原町字
新東２６－１

眼鏡市場　（株式
会社　オーランド
オプチカル）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

測量の助手≪急募≫

1人

測量士の指示のもと、測量の助手を行います。現
場へは社用車で４～５名乗合で向かいます。主に
宮古市、山田町、岩泉町です。雨天等現場業務が
ない時は、事務所で簡単なデーター入力、計算の
チェック等をしていただきます。杭打ち作業、山

岩手県宮古市藤原１丁目
３番１５号

株式会社　藤森測
量設計　宮古支店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

介護員／千徳デイサービス
センター「介護」

2人

千徳デイサービスセンターの利用者４０名の介護
に関する業務全般となります。利用者の身の周り
の世話、食事、入浴、排泄、リハビリ等の介助や
見守り等行います。また、食事の準備や後片付
け、レクリエーション業務、洗濯、清掃、その他

岩手県宮古市千徳町５－
３７

株式会社ＪＡ　ラ
イフサポート宮古
介護センター雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

商品管理・倉庫管理

1人

本社事務所倉庫で、倉庫管理業務全般を行ってい
ただきます。業務内容は、商品の荷受作業、引取
お客様への品出し対応、配送トラックへの積込作
業、緊急時の配達業務等となります。


岩手県宮古市実田一丁目
３－１７

株式会社　岩手ビ
ルテック

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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　東北支社

岩手県宮古市

発注者支援業務［下閉伊郡
山田町］

1人

国土交通省東北地方整備局による公共工事の発注
者支援、
施工管理、工事関係資料作成、積算等の補助業務
に従事して頂きます。

宮城県仙台市青葉区小田原
５丁目２－５６　スタジオ
サイキビル２階

株式会社　エム
エーシー　仙台支
店

国交省発注土木工事の施
工管理経験者

岩手県下閉伊郡山田町、他


