
電気主任技術者３種
普通自動車免許一種 (1) 8時30分～17時20分

209,200円～285,000円

正社員 59歳以下 03010- 2201091
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時45分～17時20分
140,000円～160,000円

正社員 64歳以下 03030-  294391
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～235,000円

正社員 59歳以下 03030-  295691
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分

133,056円～164,160円 (2) 7時00分～16時00分
(3) 9時30分～18時30分

正社員以外 不問 03030-  299891
変形（１ヶ月単位）
(1) 6時00分～15時00分

132,500円～148,400円 (2) 8時45分～17時45分
(3)10時30分～19時30分

正社員以外 不問 03030-  300991
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時00分
141,200円～141,200円 (2) 6時30分～15時00分

(3)12時15分～20時45分

正社員以外 不問 03030-  301491
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
200,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03080-  371391
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分

146,200円～146,200円

正社員以外 不問 13130- 3179991
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）
中型自動車免許一種 (1) 8時45分～18時15分

160,000円～210,000円

正社員以外 不問 13130- 3185391
看護師 変形（１ヶ月単位）

准看護師 (1) 9時00分～18時00分
いずれか 145,000円～200,000円 (2)17時30分～ 9時00分

正社員 不問 03030-  281891
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
207,900円～231,000円

正社員 不問 03030-  286391
中型自動車免許一種 変形（１年単位）

中型一種（８ｔ限定） (1) 8時30分～17時30分
145,000円～230,000円

正社員 40歳以下 03030-  287691
介護職員初任者研修 変形（１ヶ月単位）
普通自動車免許ＡＴ (1) 8時00分～17時00分

137,000円～165,000円

正社員 64歳以下 03030-  288991
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

128,205円～128,205円

正社員以外 59歳以下 03030-  290291
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
132,284円～160,000円

正社員 不問 03100-  231191
土木施工管理技士１級 変形（１年単位）

又は (1) 8時00分～17時00分
土木施工管理技士２級 400,000円～460,000円

正社員 68歳以下 04020-  761191
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

217,000円～325,500円

正社員 68歳以下 04020-  762091
車両系基礎工事用運転 変形（１年単位）
車両系整地掘削用運転 (1) 8時00分～17時00分

車両系解体用運転 260,400円～347,200円

正社員 68歳以下 04020-  763391

1

重機オペレーター

2人

◎一般土木工事における重機オペレーター業務を
担当して
　いただきます。

＊バックホウ、ブルドーザー等による作業をおこ

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

重機オペレーター経験者 岩手県宮古市、他

土木作業員

3人

◎一般土木工事作業全般をおこないます。

＊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

岩手県宮古市、他

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

事務員（山田営業所）

1人

◆山田営業所にて、事務全般の仕事を行っていた
だきます。

【主な仕事内容】
　・パソコンを使用した各種文書作成

岩手県久慈市長内町３７
－１２－８

有限会社　陸中商
会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

水産加工員

1人

干物や冷凍品の製造及び鮮魚出荷を行います。
・サバ、イワシ等、青魚の干物加工
・魚の内臓処理で一部包丁使用あり
（初めての方でもすぐできます）
・トレーに並べたり、箱詰め等は手作業

岩手県下閉伊郡山田町大
沢１０－２０７－５

大和水産　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

訪問介護員「介護」

1人

利用者宅を訪問し、介護サービス全般として以下
の業務に従事していただきます。
・入浴、排泄、食事の介助
・調理、清掃等の生活全般にかかる援助


岩手県宮古市黒森町６－
３０

株式会社　ファミ
リング

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

建設機械の整備

1人

＊建設機械や車両点検および整備
＊レンタル保安用品の点検および整備
＊修理業務
＊車の引取りや納車、洗車
（２ｔや４ｔトラックの運転があります）

岩手県宮古市大字根市第
２地割字中割目６番１

株式会社　ほくと
う　宮古営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ハツリ工

1人

建築・土木現場においてのハツリ作業に従事
・コンクリートを破砕・切断する作業を担当

＊経験のない方の応募も可能ですので、ご相談く
ださい。

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

看護師、准看護師「看護」
≪急募≫

2人

外来、入院妊産婦の看護業務を行います。
・医師の指示による妊産婦の看護全般
・状況により洗濯、雑務等
・夜勤時は、院内の定時巡回や電話応対、食事の
配膳等

岩手県宮古市田の神一丁
目３－７

伊東産婦人科医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

セールスドライバー職（三
陸営業所）宮古市（長期）

2人

＊担当エリアの集配・集金・営業（ルート中心）
等
＊ＭＴ車・ＡＴ車使用（ワンボックス、２～４ｔ
車）


東京都江東区新砂２－１
－１７

佐川急便株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

カスタマーサービス職（三
陸営業所）宮古市（長期）

2人

＊お客様からのお問い合わせや集荷依頼などの受
付
　その他パソコンの簡単な入出力



東京都江東区新砂２－１
－１７

佐川急便株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

トラック運転手

1人

●当事業所の運転手として、以下の業務を担当し
ていただき　ます。

・各荷主より依頼された鮮魚・冷凍品を輸送して
頂きます。

大船渡市立根町字細野１ 株式会社　翔洋

雇用期間の定めなし

水産物の輸送経験の有る方 岩手県宮古市

生活支援員

1人

生活支援に係る業務全般となります。
・当施設利用者の日中活動（軽作業）や通院、買
い物（２～３名）の付き添いなどで、社用車を運
転
・未経験者の方大歓迎

岩手県宮古市崎山第５地
割９４番地

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

月未満）

岩手県宮古市

調理員

1人

介護老人保健施設の利用者への給食調理業務に従
事していただきます。
・朝食・夕食は約８５食分、昼食は通所リハビリ
利用者を含　め、約１２０食分の調理
・下ごしらえ、盛り付け、食器洗浄など

岩手県下閉伊郡岩泉町乙
茂字上９－１２

社団医療法人　緑
川会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

介護員／さくらつつみ「介
護」

1人

小規模多機能センター（通所・訪問）サービスに
おいて、介護業務全般に従事していただきます。
・利用者の食事介助、入浴介助、排泄介助
・レクレーション活動の企画・運営などの業務
・普通自動車免許（ＡＴ限定可）のある方は施設

岩手県宮古市長根４－１
３－１

株式会社　介護施
設えくぼ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

溶接工（宮古工場）

1人

弊社工場内での各種プラント機器の溶接作業及び
製缶作業　に従事して頂きます。
・鋼材等を取り扱うため力仕事等あり
・業務に慣れて来たら、将来は工場内で製作した
製缶品の据え付け作業等で社用車（有資格により

岩手県宮古市小山田１丁
目７

五菱工業　株式会
社　宮古作業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務

1人

当社において一般事務に従事します。
・売上管理表への入力、見積書や請求書の作成
・電話・来客応対など
・銀行用務や集金（その場合は社用車を使用）


岩手県宮古市藤原一丁目
２－３２

有限会社　福士
モータース

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

パソコン操作の出来る方
（ワード・エクセル基本入

力程度）

事業所名
求人番号

自家用電気工作物の保安業
務（県内９事業所）

2人

自家用電気工作物の保安業務（契約事業場の保守
点検・試験）を行う。

＊自家用電気工作物の工事維持・運用に係る実務
を４年以上

岩手県盛岡市向中野二丁
目１４番２１号

一般財団法人　東
北電気保安協会
岩手事業本部雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

電気主任技術者の資格
を有し、４年以上の保
安に関する実務経験が

あること

     （1月28日時点の内容です）

　　１月２２日　から　１月２８日　までに受理した求人です。　　　＜次回発行日は　２月７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３１年１月３１日発行  



大型自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分

188,000円～235,000円

正社員 不問 44010- 2646091

(1) 8時00分～17時00分
188,000円～305,500円

正社員 不問 44010- 2647391
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 9時30分～19時00分
160,000円～184,000円

正社員 59歳以下 03010- 2529491
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～16時45分
125,644円～125,644円

正社員以外 不問 03030-  326691

(1) 8時30分～17時15分
125,644円～125,644円

正社員以外 不問 03030-  327991
変形（１ヶ月単位）
(1)11時00分～20時00分

142,000円～200,000円 (2)13時00分～22時00分

正社員 64歳以下 03030-  328491

(1) 9時00分～18時00分
133,056円～133,056円

正社員以外 不問 03030-  333391
普通自動車免許一種

(1) 9時00分～17時00分
140,000円～140,000円 (2) 9時00分～15時00分

正社員 30歳以下 03030-  339291

(1) 8時30分～17時15分
155,000円～155,000円

有期雇用派遣 不問 04010- 6716491
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

その他の保安関連免許 (1) 8時00分～17時00分
198,000円～220,000円

正社員以外 18歳～64歳 03010- 2377491
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
176,000円～220,000円

正社員以外 18歳～64歳 03010- 2378791
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

その他の保安関連免許 (1) 8時00分～17時00分
198,000円～220,000円

正社員以外 18歳以上 03010- 2399091
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
176,000円～220,000円

正社員以外 18歳以上 03010- 2400891
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

その他の保安関連免許 (1) 8時00分～17時00分
198,000円～220,000円

正社員以外 18歳以上 03010- 2403191
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
176,000円～220,000円

正社員以外 18歳以上 03010- 2404091
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時15分～17時15分
134,240円～160,000円 (2)17時15分～ 8時15分

正社員 45歳以下 03020-  189491
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～16時45分
134,240円～160,000円 (2)16時15分～23時30分

(3)23時00分～ 8時30分

正社員 45歳以下 03020-  190291
ボイラー技士（２級）

(1)19時00分～ 6時30分
180,000円～200,000円

正社員 18歳～64歳 03030-  313291
介護支援専門員

普通自動車免許ＡＴ (1) 8時30分～17時15分
208,500円～208,500円

正社員 59歳以下 03030-  314591
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時15分
141,500円～141,500円

正社員以外 不問 03030-  315191

2

大型ダンプ運転手（大分本
社または岩手支店）

2人

「セイエイ開発　本社（大分市松岡）または岩手
支店（岩手市宮古市藤の川）」にて、大型ダンプ
（１０ｔ）運転手業務

作業現場や災害復旧現場にて、土や砕石の運搬を

大分県大分市大字松岡５
１６２番地の１

セイエイ開発

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木作業員

15人

一般土木作業全般
・生コン打設
・重機オペレーター
・枠組み
・大型ダンプの運転

大分県大分市大字松岡５
１６２番地の１

幸大株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

商品管理及びピット作業
（岩手県内１４店舗のいず

7人

商品管理及びピット作業員として下記の業務を
行っていただきます。
・ピット作業補助
　タイヤ交換、タイヤ洗い、交換後のタイヤの袋
詰め等

岩手県盛岡市津志田町一
丁目５－２１

株式会社　ブリヂ
ストンリテール岩
手雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

学校校務員（期限付臨時職
員）

3人

学校校務の業務に従事。
・校舎内外の清掃、環境整備、草取り、除雪、ご
みの処理
・施設や設備の管理と補修、消耗品の交換と管理
・学校諸行事の準備など、校内の雑務を担当して

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
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

一般事務補助／建設課（期
限付臨時職員）

1人

当町役場建設課勤務になります。
・各種資料整理
・パソコンを使用してのデータ入力作業
・建設課にて行う事務補助等が主な業務内容とな
ります。

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
月以上）

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

フロント・フロア係（正社
員）≪急募≫

1人

＜フロント業務＞
○受付
○電話応対
○お客様への対応・チェックイン・チェックアウ
ト

岩手県宮古市茂市８－５
３

株式会社　新里産
業開発公社　湯っ
たり館雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

観光施設管理

1人

・宿泊客、キャンプ場やバンガロー利用者の受
付、日報作成
・キャンプ調理場やトイレなど施設の清掃、草刈
り


岩手県宮古市鈴久名４－
５－４

特定非営利活動法
人かわい元気社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

自動車整備補助

1人

自動車整備士の補助作業を行います。
・車検に伴う整備補助、板金補助、部品取り外
し、タイヤ交換、洗車、引取りや納車業務等



宮古市大通３丁目１－１
３

和山自動車販売株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

（派）現場事務［宮古市］

1人

一般事務
・各請求書の取りまとめ、郵送
・データ入力
・電話、来客対応
・その他付随業務

宮城県仙台市青葉区中央
４丁目１０－３　仙台
キャピタルタワー６階

株式会社　ＪＲ東
日本パーソネル
サービス　東北支
店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ基本
操作

岩手県宮古市、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

岩手県盛岡市大通３丁目
９番１７－２０１号

株式会社　Ｍ・
Ｋ・Ｇ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

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

岩手県盛岡市大通３丁目
９番１７－２０１号

株式会社　Ｍ・
Ｋ・Ｇ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

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

岩手県盛岡市大通３丁目
９番１７－２０１号

株式会社　Ｍ・
Ｋ・Ｇ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

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

岩手県盛岡市大通３丁目
９番１７－２０１号

株式会社　Ｍ・
Ｋ・Ｇ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

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

岩手県盛岡市大通３丁目
９番１７－２０１号

株式会社　Ｍ・
Ｋ・Ｇ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

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

岩手県盛岡市大通３丁目
９番１７－２０１号

株式会社　Ｍ・
Ｋ・Ｇ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

技術職／宮古事業所／浄化
センター（日勤・宿直あ

2人

＊宮古市浄化センターに於いて、施設の操業及び
維持管理業　務全般に従事します。下水処理施設
の点検等を行うほか、　市内の中継ポンプ施設を
定期的に巡回し、電気設備などの　保守点検業務
を行います。

岩手県釜石市定内町４丁
目１番４７号

株式会社　テツゲ
ン　東北支店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

技術職／宮古事業所／清掃
センター（３交替制）

1人

＊宮古地区広域行政組合の清掃センターにおい
て、施設の操　業および維持管理業務全般。ゴミ
の受入れや焼却の業務に　従事します。
＊３交替制で施設の運転管理を行う他、設備の保
守点検も行　います。

岩手県釜石市定内町４丁
目１番４７号

株式会社　テツゲ
ン　東北支店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ボイラー管理者（蟹岡工
場）

1人

ボイラーの運転と維持管理の業務を行っていただ
きます。
・ボイラータービンの起動に関わる機械操作
・燃料の補給等


岩手県宮古市川井６－３
５

株式会社　ウッ
ティかわい

雇用期間の定めなし

ボイラー経験者 岩手県宮古市

介護支援専門員「介護」

1人

利用者のケアマネジメント業務に従事します。
・利用者や家族との相談
・介護サービス計画の作成（３０件程度）
・要介護認定の申請等手続き
・介護事業所との連絡調整

岩手県下閉伊郡山田町山
田第１５地割８２番地２

社会福祉法人　山
田町社会福祉協議
会雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

生活支援相談員

5人

山田町内の被災者や高齢者等の相談や支援の役割
を担い、主に下記の業務を行います。
・各仮設住宅や個人宅を訪問による相談
・入居者や在宅生活者の困り事や必要とする支援
の把握

岩手県下閉伊郡山田町山
田第１５地割８２番地２

社会福祉法人　山
田町社会福祉協議
会雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡山田町



普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時15分

141,500円～141,500円

正社員以外 不問 03030-  317391
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
220,000円～230,000円

正社員 59歳以下 13090- 3987591
中型自動車免許一種 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-  302791
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
200,000円～270,000円

正社員 64歳以下 03030-  303891

(1) 8時30分～17時15分
125,200円～144,800円

正社員以外 不問 03030-  305591
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～17時00分
150,000円～250,000円

正社員 不問 03030-  306191
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

自動車整備士（２級） (1) 8時30分～17時00分
170,000円～200,000円

正社員 40歳以下 03030-  308391
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
210,000円～252,000円

正社員 不問 03030-  310491
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時45分～17時45分
160,000円～300,000円

正社員 35歳以下 03070-  660191
中型自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 7時45分～16時45分
286,000円～330,000円

正社員 64歳以下 04010- 6243091
変形（１ヶ月単位）

168,100円～235,000円

正社員以外 不問 10020- 2060991

(1) 9時00分～17時30分
142,500円～195,000円

正社員以外 不問 28030- 1690991

(1) 9時00分～17時30分
250,000円～600,000円

正社員以外 不問 28030- 1691491

3

配食サービススタッフ

2人

山田町内の独居等高齢者宅への配食サービス業務
に従事します。
・町内の契約利用者宅を訪問、夕食のお弁当をお
届けします
・午前中は前日のお弁当の回収

岩手県下閉伊郡山田町山
田第１５地割８２番地２

社会福祉法人　山
田町社会福祉協議
会雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

配置販売営業（宮古出張
所）

1人

従来の配置販売業（配置業とよばれる販売手法）
に加え、薬箱を置かせて頂いているお客様からの
ニーズに応じて様々なサービスをご案内、ご提案
する仕事です。

東京都豊島区西池袋２丁
目３９－６　池袋ツルミ
ビル３Ｆ

三洋薬品ＨＢＣ
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

水産加工員

1人

○魚の処理、製造
　工場内において、鮮魚、冷凍魚、加工品を製造
する業務
○運搬
　三陸各市場（主に田老、宮古魚市場）より買付

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

営業（販売）、買付

1人

○営業（販売）
　工場にて製造された鮮魚、冷凍加工商品を中央
市場や商社　等に販売する業務
○買付
　三陸各市場（主に田老、宮古魚市場）より買

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

事務補助／農林振興セン
ター

1人

宮古農林振興センターにおいて、職員指示のもと
下記業務を行っていただきます。
・データ整理（エクセル）
・文書作成（ワード）
・電話、来客対応（お茶出し）

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

基本的なパソコン操作がで
きること（ワード、エクセ

ル）

営業≪急募≫

1人

ライフプランニング及びほけんプランニングお客
様に提供します。
＊顧客のライフプランに基づく資産運用
＊各種保険のプランニングを提供
＊各種資料作成（ＰＣ使用エクセル・ワード）

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

パソコン（エクセル）操作
できる方（必須）

岩手県宮古市

車両整備

1人

当社において車両整備業務に従事します。
・軽自動車からトラックまでの、点検および車検
整備、一般修理　　　　　　　　　　
・洗車や車両の引取り、納車等　　
・その他付随する業務

岩手県宮古市上鼻二丁目
４－１

有限会社　千徳自
動車整備工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

建築大工「建設」

1人

一般住宅や公共工事における建築現場における大
工作業
・会社に集合してから社用車にて現場に向かいま
す
・主な現場は、宮古市内

岩手県宮古市田鎖９－２
３－１

福沢建設

雇用期間の定めなし

大工経験者（経験３年以
上）

岩手県宮古市

営業（宮古支店）

1人

○生命保険・損害保険の既契約者への契約保全を
しながら併　せて新規契約の募集販売業務です。
○リスクコンサルティング及びファイナンシャル
プランニン　グ手法を用いた提案業務


岩手県北上市川岸３－１
０－２

株式会社　東北永
愛友商事岩手（本
社）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般土木作業員［下閥伊郡
山田町］

2人

一般土木
道路でのＵ字溝、ボックスカルバート等の設置作
業等

＊主な現場：岩手県下閉伊郡山田町

宮城県岩沼市下野郷字西
北谷地１７－２

三木建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

土木工事経験者 岩手県下閉伊郡山田町

エリア社員／店舗スタッフ
／宮古店／３０１６／急募

1人

主に次のような店舗内業務をお願いします。
　＊販売業務
　　（小物家電製品、理美容用品、調理家電な
ど）
　＊店内の各売り場でのレジ会計

群馬県高崎市栄町１番１
号

株式会社　ヤマダ
電機

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は10時00分～21時00分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

（新規事業所）事務スタッ
フ／建設コンサルタント業

1人

宮古事業所で事務スタッフとして勤務していただ
きます。
○電話対応
○ワード・エクセルでの資料作成
○ＣＡＤによる図面訂正

兵庫県尼崎市長洲西通１
丁目３－２６　尼崎ス
テーションビル８Ｆ

株式会社　和技研

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）

岩手県宮古市

工事価格積算補助業務（新
規事業所）（宮古市）

3人

○国及び地方公共団体等の発注の道路工事価格の
　積算補助業務
　（弊社社員複数名での勤務となります。）

＊正社員登用制度あります。

兵庫県尼崎市長洲西通１
丁目３－２６　尼崎ス
テーションビル８Ｆ

株式会社　和技研

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市


