
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

205,000円～205,000円

有期雇用派遣 不問 03010- 7611491
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～207,900円

正社員以外 不問 03030- 1147291
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

133,403円～133,403円

正社員以外 59歳以下 03030- 1151991
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
140,000円～180,000円

正社員 30歳以下 03030- 1154891
普通自動車免許ＡＴ

介護福祉士 (1) 6時00分～15時00分
139,600円～169,200円 (2) 6時30分～15時30分

(3) 7時00分～16時00分

正社員 59歳以下 03030- 1155291
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 04010-20505891
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 04010-20509091
大型自動車免許二種 変形（１年単位）

161,500円～200,000円

正社員以外 不問 03030- 1132091
普通自動車免許一種

自動車整備士（２級） (1) 9時30分～19時00分
155,520円～155,520円

正社員 45歳以下 03030- 1133391
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～300,000円

正社員 59歳以下 03030- 1137791
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時30分
140,000円～150,000円 (2) 5時00分～17時00分

正社員 45歳以下 03030- 1138891
中型一種（８ｔ限定） 変形（１年単位）
中型自動車免許一種 (1) 8時00分～17時00分

155,925円～155,925円

正社員以外 不問 03030- 1139291
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

132,017円～132,537円

正社員以外 不問 03030- 1140091
調理師 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
180,000円～180,000円

正社員 64歳以下 03030- 1142691

(1) 8時30分～17時00分
129,600円～129,600円

正社員以外 不問 03030- 1143991
保育士 変形（１ヶ月単位）

146,000円～175,000円

正社員 59歳以下 03030- 1145791
栄養士 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時00分
150,000円～230,000円

正社員 59歳以下 03030- 1146891
変形（１年単位）

173,600円～208,320円

正社員以外 不問 04010-20167691
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     （3月15日時点の内容です）

　　３月１１日　から　３月１５日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　３月２８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

生産及び管理（宮古市）

1人

派遣先事業所において、下記の業務を行っていた
だきます。

・電子機器の生産業務
・作業手順等を他作業者へ指導

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）

生産現場５年以上の方 岩手県宮古市

事務兼総務≪急募≫

1人

事業所において事務に従事していただきます
・パソコンを使用しての請求書などの各種書類作
成
・社会保険や雇用保険など各種事務手続き
・建設退職金共済組合に関する事務手続き

岩手県宮古市根市第６地
割７番地１

有限会社　伊藤総
業

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

水産加工員

1人

・魚類の加工食品
・スケソウダラ、サバ等の前浜魚の処理作業
・イカの冷凍食品加工
・秋サケの加工
・選別ラインに沿った製造

岩手県宮古市日立浜町８
番２３号

株式会社　おがよ
し

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

総合職

1人

漁業協同組合の各事業に従事します。
・購買事業（給油所での給油作業・社用車を使用
してのＬＰ　ガス配達等）
・販売事業（魚市場での鮮魚入出荷業務等）
・製氷事業（漁船用の氷の製造・販売）

岩手県下閉伊郡山田町船
越１３－１０４

船越湾漁業協同組
合

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

介護職員（特別養護老人
ホーム）「介護」

1人

特別養護老人ホームおよび、短期入所生活介護事
業所の利用者への介護業務全般を行います。
・利用者への食事、入浴、排泄などの介護。
・レクリエーション活動等やその他雑務等を行い
ます。

岩手県宮古市田老字養呂
地６番地２

社会福祉法人　田
老和心会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

現場監督（土木）［岩手
県］

1人

造成・舗装・橋梁・トンネル・護岸等、様々な現
場での土木施工管理を行っていただく仕事です。
多種多様な物件に携わることも可能ですので、就
業環境に関してのご相談はお気軽にどうぞ。
＊ブランクがある方も歓迎します！

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 岩手県宮古市、他

現場監督（建築）［岩手
県］

1人

マンション・オフィスビル・商業施設・病院・工
場等、様々な現場での建築施工管理を行っていた
だく仕事です。
多種多様な物件に携わることも可能ですので、就
業環境に関してのご相談はお気軽にどうぞ。

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 岩手県宮古市、他

運転手（田野畑）

2人

バスの運転業務を担当していただきます。
・村民バスの運転・管理業務
・大型バス、中型バス、小型バスでホテルや学
校、葬儀等の　送迎バスの貸切運転業務
・その他、指示された業務及び上記に付随する業

岩手県下閉伊郡田野畑村
菅窪３３－１４

東日本交通株式会
社　田野畑営業所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 5時30分～19時30分の
間の7時間程度

岩手県下閉伊郡田野畑村

作業員

1人

ピット作業を担当していただきます。
・タイヤ交換、オイル交換、ナビ・バッテリーな
どの取り付　け・整備作業
・来客対応（カー用品等の販売、アドバイス等）
・その他付随する業務

岩手県宮古市藤原三丁目
６－１４

カー＆レジャーサ
ポートショップ
ヘッドギア雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

冷凍機械管理主任

1人

水産物を冷凍機械運転業務を行います。
・冷凍機械操作
・加工機械の保守、メンテナンス
・点検及び整備等
他１名おります。工場移動は社用車使用です。

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

野菜栽培スタッフ（正社
員）

1人

野菜（トマト、イチゴ、ピーマン、ブロッコ
リー、キャベツ白菜、ネギ、ほうれん草、トウモ
ロコシ、サツマイモ、カボチャなど）の栽培、収
穫、出荷調整作業や市内の産地直売所、ＪＡ、
スーパーへの出荷業務となります。季節により就

岩手県宮古市花輪第１１
地割１０番地

上山農園

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

運転手兼水産食品加工員

2人

・４ｔトラックにて搬入搬出等の運搬作業
・水産食品の加工及び付帯業務
・重量物はフォークリフトにより積込み
・台車による手作業での運搬作業（１５～２０ｋ
ｇの加工　　品）や、冷凍保管庫内での荷役作業

岩手県宮古市新川町５－
６

株式会社　佐幸商
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

水産食品加工員

3人

水産品の製造加工を行います。
・イカ、鮭、サンマなどの機械で選別
・手捌きで開きにしたり、切り身にしたりの作業
・魚を箱入れする加工処理等


岩手県宮古市新川町５－
６

株式会社　佐幸商
店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

調理師

1人

レストラン厨房でレストランメニュー、弁当、団
体用メニューの調理を行います。
・海鮮定食、丼、麺類等中心調理業務
・食材の仕込み、調理、盛付け
・食材注文、清掃作業

岩手県宮古市臨港通１番
２０号

株式会社　宮古地
区産業振興公社
（シートピアなあ
ど）

雇用期間の定めなし

調理経験のある方 岩手県宮古市

介護員／千徳デイサービス
センター「介護」

1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
・食事の準備や後片付け

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

保育士「保育」

1人

園児の保育（１歳～６歳までのクラスの保育業
務）を行っていただきます。
・担任の補助から始めていただき、いずれはクラ
ス担任を　　もっていただきます
・担当クラスは現段階では未定。就業場所はご相

岩手県宮古市赤前第３地
割１４－１１

社会福祉法人　慈
愛会

雇用期間の定めなし

又は 7時00分～19時00分の
間の8時間

岩手県宮古市

栄養士

1人

園児の給食についての献立作成から調理等全般。
・献立の作成と、材料の発注や会計業務
・給食の調理等
・２０～６０食を調理
・発注・会計業務ではパソコンを使用します

岩手県宮古市赤前第３地
割１４－１１

社会福祉法人　慈
愛会

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード、エ
クセル基本操作）

岩手県宮古市

ガソリンスタンド販売ス
タッフ［宮古市］

3人

ガソリンスタンドにおいて、主に給油・接客業務
及び自動車関連商品の販売業務を行って頂きま
す。
給油作業や接客マナー等は、既存のベテラン社員
がしっかりとお教えしますので安心して応募下さ

宮城県名取市本郷字大門
１６１

株式会社　東日本
宇佐美　東北支店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 6時00分～22時00分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

◎ 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３月２０日発行  



普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時00分

157,850円～169,125円 (2) 9時00分～17時00分

有期雇用派遣 不問 13130- 9690291
フレックス
(1) 9時00分～17時00分

140,800円～140,800円

正社員以外 不問 03010- 7344191
普通自動車免許一種 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
224,000円～235,200円

正社員 不問 03030- 1116091
介護支援専門員

普通自動車免許ＡＴ (1) 8時15分～17時15分
200,000円～255,000円

正社員 64歳以下 03030- 1118691
看護師

普通自動車免許ＡＴ (1) 8時15分～17時15分
190,000円～285,000円

正社員 64歳以下 03030- 1119991
中型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
161,000円～184,000円

正社員 不問 03030- 1121291
介護職員初任者研修
普通自動車免許ＡＴ

160,000円～200,000円

正社員 不問 03030- 1123191
変形（１年単位）
(1) 8時10分～17時10分

131,064円～131,064円

正社員 64歳以下 03030- 1126691
看護師

普通自動車免許ＡＴ (1) 8時30分～17時15分
186,800円～262,800円

正社員以外 不問 03030- 1129791
移動式クレーン運転士

(1) 8時00分～17時00分
230,000円～345,000円

正社員 69歳以下 03050- 1946291
大型自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
184,000円～230,000円

正社員 69歳以下 03050- 1947591
移動式クレーン運転士
大型自動車免許一種 (1) 8時00分～17時00分

230,000円～345,000円

正社員 69歳以下 03050- 1970891
大型自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
184,000円～230,000円

正社員 69歳以下 03050- 1971291
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～203,000円

正社員 30歳以下 04080- 1205291
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時45分～17時15分
175,000円～395,000円

正社員 59歳以下 03010- 7219991
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～17時50分
160,000円～217,000円

正社員 40歳以下 03010- 7238891
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時15分
201,000円～270,000円

正社員 59歳以下 03010- 7069791
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
221,350円～256,300円

正社員 不問 03030- 1098791
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
132,500円～148,000円

正社員 64歳以下 03030- 1099891
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
133,500円～143,500円

正社員 59歳以下 03030- 1100991

2

大型トラック運転手≪急募
≫

1人

大型トラック（１０ｔ～１５ｔ車）の運転業務
・肥料・飼料など荷主の要望に応じて貨物の積卸
し、配送
＊主な配送先は県内となります。
＊手積みでの作業もあります。

岩手県宮古市小山田１丁
目４４

宮古港湾運送　株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務

1人

品質管理書類作成を行っていただきます。
・水産加工の日々の生産管理記録作成（パソコン
使用）管理
・ラベル発行確認業務
・送り状作成、電話、来客対応

岩手県下閉伊郡山田町船
越９－２１５－１

株式会社丸一水産

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード、エ
クセル）できる方

岩手県下閉伊郡山田町

山林作業員

3人

山林作業全般を担当していただきます。
・チェーンソーによる立木の伐採
・刈り払い機による除伐、草刈り
・重機やフォワーダを使っての作業道作設や木の
集材

岩手県宮古市刈屋１１－
３７－２

陸中造林　有限会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業（ルート営業・資料作
成／宮古営業所）

1人

宮古営業所において、下記の業務を行っていただ
きます。
・岩手県内の官公庁や設計事務所、大手ゼネコン
等へ積水樹
　脂株式会社製品のＰＲ営業を担当していただき

岩手県滝沢市木賊川４０
９－３

協積産業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

カーライフアドバイザー
（宮古店）

2人

日産自動車販売会社（カーディーラー）の店舗に
て、新車及び中古車の販売業務を担当していただ
きます。
・既にお付き合いのあるお客様、来店されたお客
様への対応　（車選びや商品説明など）

岩手県盛岡市三本柳５地
割２９ー２５

日産チェリー岩手
販売　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業（宮古支店）

1人

住宅営業
　お客様との折衝（書類作成や銀行との打ち合わ
せ等）
　飛び込み営業はなく、依頼者及び展示場来所者
へのアプロ　ーチが主となります。

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）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業職（ルートセールス）
宮古支店

1人

○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、

宮城県気仙沼市八日町１
丁目　４－５

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

大型ダンプ運転手（宮古営
業所）

1人

◇建設工事用資材や関連部材の荷積み・荷降ろし
の　　　
　配送業務全般



岩手県一関市弥栄字下谷
起６６－２

一般社団法人　東
北労働支援組合

雇用期間の定めなし

経験者 岩手県宮古市

移動式クレーンオペレー
ター（宮古営業所）

1人

◇移動式クレーンを使用し各現場での資材・機械
などの　　　吊り上げ作業

◇建設現場でクレーン操作業務


岩手県一関市弥栄字下谷
起６６－２

一般社団法人　東
北労働支援組合

雇用期間の定めなし

２５ｔ・５０ｔ以上のク
レーンを操作経験者

岩手県宮古市

大型ダンプ運転手（宮古営
業所）

1人

◇建設工事用資材や関連部材の荷積み、積み降ろ
しの
　配送業務全般。

・土木工事現場、建設工事現場にてダンプによる

岩手県一関市城内６－１
２

一般財団法人　建
設工事共同企業体
Ｔ・Ｂ・Ｉ雇用期間の定めなし

経験者 岩手県宮古市

移動式クレーンオペレー
ター（宮古営業所）

1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

岩手県一関市城内６－１
２

一般財団法人　建
設工事共同企業体
Ｔ・Ｂ・Ｉ雇用期間の定めなし

２５ｔ、５０ｔクレーン経
験者

岩手県宮古市

看護師／そら・ちふな「看
護」

1人

・グループホーム利用者の方（約３０名）の健康
状態の確　　認、通院支援、服薬管理、その他日
中活動の支援等
・パソコンを使用しての業務報告（簡単な入力程
度）

岩手県宮古市松山第８地
割１９－１

社会福祉法人　岩
手県社会福祉事業
団　松山荘雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
簡単なパソコン操作（文書

入力程度）
岩手県宮古市

縫製工

2人

主に官公庁の制服を製造しています。
・裁断された生地をミシンで縫製加工
・各パーツ担当（１３名）で、ライン作業
＊未経験でも担当が指導しますので、安心してご
応募下さい

岩手県宮古市蟇目８－１
２０

有限会社　興亜被
服工業所　宮古工
場雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ホームヘルパー（正社員・
地域ヘルパー）「介護」

1人

市内に住む利用者様のご家庭を訪問し（１日に対
応する利用者は平均６人程です）以下の業務を
行っていただきます。
・食事、入浴、排せつの介助や、炊事
・掃除、洗濯といった日常生活の手助けなど

岩手県宮古市田鎖３－８ 株式会社　みやこ
ケアセンターみや
こ雇用期間の定めなし

又は 6時00分～19時00分の
間の8時間

岩手県宮古市

土木作業員「建設」

1人

〇左官、吹付け、一般住宅基礎、土木、ブロッ
ク、工事など　現場の清掃
〇職人の手元、人力作業、
〇トラック（４トン）運転等
〇その他付随する業務

岩手県宮古市板屋３－４
－１４

上野建装

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

訪問看護「看護」

1人

利用者宅を訪問し、看護業務を行います。
・健康相談、バイタルチェック、それに伴う報告
書作成
・訪問地域は旧宮古市内
・社用車（ＡＴ車）使用

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

介護支援専門員「介護」

1人

介護支援専門員として、主に以下の業務を行って
いただきます。
・利用者のケアプラン作成
・介護認定調査
・利用者宅への訪問相談業務など

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

土木施工管理技士

1人

各種土木工事、施工管理、監督の仕事
・現場の施工管理全般
・申請書類及び現場管理に係る書類作成
・各関係機関への申請手続き
・安全管理等

岩手県下閉伊郡岩泉町小
本字中野５２

工藤建設　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）可能な方

岩手県下閉伊郡岩泉町

一般事務（宮古営業オフィ
ス）

1人

宮古営業オフィスにおいて、下記の業務に従事し
ていただき
ます。
端末操作、資料作成、経理業務、書類点検、デー
タ入力、

岩手県盛岡市中央通３丁
目１－２　盛岡第一生命
ビル７Ｆ

第一生命保険　株
式会社　盛岡支社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

一般事務経験が１年以
上ある方(契約形態は不

問)
ＰＣ基本操作が可能な

方(Word,Excel)

＜宮古市＞事務スタッフ

1人

◎大手企業の出張所でのお仕事です
・電話応対、お茶出し、おつかいやお弁当手配、
事務所の
　簡単な清掃
・ＰＣではＥｘｃｅｌでの入力や簡単な集計もお

東京都江戸川区平井６－
３３－１３

株式会社　ダイキ
パーソン

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

一般事務経験ある方
Ｅｘｃｅｌ操作の使用経験

のある方



普通自動車免許一種 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

150,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030- 1101491

(1) 8時30分～17時15分
120,400円～209,000円

正社員以外 不問 03030- 1102791
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
184,800円～207,900円

正社員 不問 03030- 1103891
交替制あり
(1) 8時30分～17時30分

130,560円～195,840円 (2)19時10分～ 4時10分

正社員以外 59歳以下 03030- 1110491

(1) 8時30分～17時30分
134,000円～209,500円

正社員 34歳以下 03030- 1111791
大型自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時00分
171,200円～171,200円

正社員以外 不問 03030- 1063991
介護福祉士 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時15分～17時15分
147,000円～182,000円 (2) 7時00分～16時00分

(3)10時00分～19時00分

正社員 59歳以下 03030- 1064491

(1) 8時30分～17時00分
150,750円～150,750円

正社員以外 不問 03030- 1065791
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

147,000円～200,000円

正社員 35歳以下 03030- 1066891
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

147,000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～35歳 03030- 1067291
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

147,000円～200,000円

正社員 35歳以下 03030- 1068591
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

147,000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～35歳 03030- 1069191
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

147,000円～200,000円

正社員 35歳以下 03030- 1070691

(1) 8時30分～18時00分
143,000円～143,000円

正社員以外 不問 03030- 1072491
普通自動車免許一種

(1) 8時20分～17時20分
162,800円～179,800円

正社員 59歳以下 03030- 1079391
変形（１ヶ月単位）

146,200円～151,360円

正社員以外 18歳以上 03030- 1085091
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

車両系基礎工事用運転 (1) 8時00分～17時30分
184,800円～346,500円

正社員 不問 03030- 1087691
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

車両系基礎工事用運転 (1) 8時00分～17時30分
184,800円～346,500円

正社員 不問 03030- 1088991
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

133,728円～168,000円 (2)20時30分～ 5時30分

正社員以外 18歳以上 03030- 1090291
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

133,728円～151,200円

正社員以外 不問 03030- 1091591

3

精密部品の検査

2人

空調の効いた明るい工場内で座って作業して頂き
ます。
拡大鏡や顕微鏡を使用し携帯電話、デジタルカメ
ラなどに用いられる精密電子部品（コネクタ）の
検査をして頂きます。細かい作業が得意な方に最

岩手県宮古市田鎖９地割
５５番地１

株式会社　エム・
アイ・テイー　東
北工場雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

精密機械加工

2人

大きくても手のひらサイズ位の精密金型部品を製
作するお仕事です。微細な精密金属パーツを、フ
ライス盤、平面研磨盤、ＮＣプロファイルグライ
ンダ、マシニング、放電加工機などを使用し製作
します。

岩手県宮古市田鎖９地割
５５番地１

株式会社　エム・
アイ・テイー　東
北工場雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

クレーンオペレーター「建
設」

1人

建設現場において、
・クレーン機械操作
・一般新築住宅材料吊
・防潮堤建設現場等の積み込みなどの業務に従事


岩手県下閉伊郡山田町境
田町１１地内　岩手県山
田町仮設店舗Ａ棟７

佐々総業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

ＣＡＤオペレーター

1人

事務所または建設現場において、
・図面作成のためのＣＡＤ作業業務に従事となり
ます。



岩手県下閉伊郡山田町境
田町１１地内　岩手県山
田町仮設店舗Ａ棟７

佐々総業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

ハンバーガー類の製造・販
売

3人

【販売】・お客様の注文の承りとお会計
　　　　・注文品を取り揃えてお渡し
　　　　・客席、トレイの清掃
　　　　・ハンバーガーの販売、接客
　　　　・ピーク時に備えるための仕込み、準備

岩手県宮古市宮町１－１
－３８

ヒロフーズ株式会
社　マクドナルド
１０６宮古店雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）
又は 6時00分～ 2時00分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

施設管理

1人

宮古山口病院他、法人施設の管理業務をしていた
だきます。
・定期点検の管理
・電気、機械設備の修理対応
・設備の修繕

岩手県宮古市山口五丁目
３番２０号

社団医療法人　新
和会

雇用期間の定めなし

電気、機械設備管理等経験
者

岩手県宮古市

医療事務

1人

病院窓口での受付、会計等の業務となります。
・パソコンを使用し紹介状等の入力作業、会計業
務
・患者さんの呼び出し、院内清掃　など


宮古市磯鶏沖１５番２０
号

金沢内科医院

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

成形金型の保守・メンテナ
ンス

2人

プラスチック成形用精密金型の保守メンテナンス
業務
・成形後の金型のクリーニング及び保守メンテナ
ンスを行う　ことで、高品質の成形品を生産する
ことが出来る重要な業　務となります。

岩手県宮古市大字崎鍬ヶ
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

プラスチック成形オペレー
タ

2人

電子部品（コネクタ）用精密金型と射出成型機を
使用し、プラスチック成形品、コネクタの製造オ
ペレータ業務
・射出成型機を一人で数台担当し、成形機の安定
稼働を正面　から支える重要な仕事です。

岩手県宮古市大字崎鍬ヶ
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

プラスチック成形品の測定

2人

電子部品用のプラスチック成形品（製品）の測定
業務
・顕微鏡、拡大鏡、目視での製品検査の工程管
理、検査
・安定した品質を供給していただく慎重な作業と

岩手県宮古市大字崎鍬ヶ
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

コネクタ製造自動機・成形
機オペレータ

2人

電子部品（コネクター）製造自動組立機オペレー
タ、インサート成形（金型と樹脂を一体化させる
方法）機オペレータ自動組立機の安定稼働、イン
サート成形品製造成形機オペレータ業務
・モールド品自動検査機の安定稼働を正面から支

岩手県宮古市大字崎鍬ヶ
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

2人

電子部品用精密金型の部品を製造オペレータ業務
・３種類のＮＣ機械を操作し、±０．００１ｍｍ
単位の精度　で金属加工
・（１）研削盤（２）放電加工機（３）マニシン
グセンタ各　機械を使用します。

岩手県宮古市大字崎鍬ヶ
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

金融共済事務

1人

金融共済部門に勤務していただきます。
・窓口業務（預金・為替・送金・税金支払い等対
応、口座開　設・解約、共済等各種加入・変更手
続き、端末オペレー　　ション業務）
・電話対応、来客対応

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

介護員「介護」

1人

小規模多機能ホームあすも・グループホームあす
もに勤務
・入浴、排せつ、調理業務、食事等の介護
・その他の日常生活上のお世話


岩手県宮古市田の神２－
４－２８

小規模多機能ホー
ム　あすも　グ
ループホームあす
も

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ダンプ運転手

1人

ダンプの運転となります。範囲は宮古市内・山田
地区となり、プラント（生コンクリート製造工
場）までの現場間の運搬です。
＊未経験の方も指導しますので、安心して応募下
さい。

岩手県宮古市実田一丁目
４番３７号

ＳＢＳフレイト
サービス　株式会
社　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

金型部品加工（マシニング
加工、平面研削）

2人

お客様から頂いた製品図面を基に金型を設計・製
作しております。
・金型部品を工作機械や平面研削盤を使用して加
工する業務　に従事していただきます。


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

自動機及び成形オペレー
ター

1人

主に下記業務を行っていただきます。
・自動機へのワーク供給及び完成品のトレイ収
納、ユニット　を分解しメンテナンスを行う
・ＰＣでの生産履歴・現品票の作成、測定データ
入力

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

大型ダンプ運転手

1人

大型ダンプの運転業務に従事していただきます。
○砕石・土砂等の運搬
○車両の点検・洗車等
○その他付帯する業務
○主に宮古市内の公共工事を行っています

岩手県宮古市長沢第９地
割２８８番地

株式会社　金丸組

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

歯科アシスタント兼窓口業
務

1人

歯科アシスタント兼窓口業務に従事

【歯科アシスタント】
・歯科医師及び歯科衛生士の診療助手
・治療器具のセッティング、洗浄　など

岩手県下閉伊郡田野畑村
田野畑１４３－１

田野畑村役場

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡田野畑村

建築技術者見習い「建設」

1人

建築技術者のお手伝いをしながら建築技術者を目
指していただきます。
・仕事の内容は、施工計画から品質・安全管理の
補助です。
・将来は現場代理人として工事の施工を仕切って

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

岩手県宮古市



美容師 変形（１ヶ月単位）
(1) 9時00分～18時00分

176,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030- 1092191
看護師又は 変形（１ヶ月単位）
准看護師 (1) 8時30分～17時30分

普通自動車免許ＡＴ 194,100円～210,200円 (2) 9時30分～18時30分

正社員 64歳以下 03030- 1093091
変形（１年単位）
(1) 8時00分～16時30分

128,588円～128,588円

正社員以外 64歳以下 03030- 1094391

(1) 8時30分～17時00分
141,808円～165,165円 (2) 8時30分～12時00分

正社員 不問 03030- 1096991
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
143,720円～300,000円

正社員 不問 03030- 1097491

(1) 8時00分～17時00分
240,000円～300,000円

正社員以外 59歳以下 46060- 1091591

4

甲板員（起重機船での作
業）

1人

　
○北日本・東日本地区における港湾工事
　・起重機船による海上での作業です。

○就業場所は、全国の港湾。

鹿児島県いちき串木野市
汐見町５６番地

株式会社　マリン
工業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

現場作業員「建設」

1人

一般住宅の給排水設備工事全般及び地盤調査。
・一般住宅（新築及びリフォーム物件）の上水
道・下水道に　関連する水回りの給排水工事
・住宅建築に伴う土地の状態調査を行っていただ
きます。

岩手県宮古市田鎖第５地
割３４－７

有限会社ジオニッ
ク・フロント

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務／歯科技工所

1人

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

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

パソコン基本操作 岩手県下閉伊郡山田町

水産加工員

1人

・水産物の生処理等の加工作業
・箱詰め　など

＊取り扱う水産物は、イクラ、鮭、さんま、イカ
などです。

岩手県宮古市藤原一丁目
６－６

株式会社　村木水
産

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師「看護」

1人

施設利用者の看護業務及び他職種（介護職員、生
活相談員、施設ケアマネ、栄養士等）との連携業
務を行います。
・特養（２９床）、併設ショートステイ（１０
床）

岩手県下閉伊郡田野畑村
奥地１３番地

社会福祉法人　山
栄会　特別養護老
人ホーム　リアス
倶楽部

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

美容師

1人

カット、カラー、パーマ、メイクアップ等の美容
業務全般に従事します。
・店内の座席数は４席で、予約を優先しておりま
す
・その他の業務として、電話対応、店舗清掃等も

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

岩手県宮古市


