
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
(1)9時00分～18時00分

160,000円～200,000円

正社員 61歳以下 03010- 1241201
大型自動車免許 変形（1年単位）

普通自動車免許一種 (1)8時00分～17時00分
220,000円～220,000円

正社員 不問 03020-  121001
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
176,000円～264,000円

正社員 45歳以下 03030-  228801
介護職員初任者研修修了者

ホームヘルパー２級 (1)8時15分～17時15分
いずれか 140,500円～146,500円

正社員以外 不問 03030-  229201

(1)8時30分～17時30分
137,300円～162,300円

正社員以外 不問 03030-  231301
簿記(種別は不問)3級以上 変形（1ヶ月単位）

普通自動車免許一種 (1)8時30分～17時15分
150,000円～170,000円

正社員 59歳以下 03030-  232601
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

139,446円～139,446円

正社員 64歳以下 03030-  233901
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

139,446円～139,446円

正社員 64歳以下 03030-  234101

(1)8時30分～17時30分
137,300円～162,300円

正社員以外 不問 03030-  235401
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～17時15分
144,100円～165,000円

正社員以外 不問 03030-  221001
変形（1ヶ月単位）
(1)9時30分～18時30分

151,632円～151,632円 (2)10時30分～19時30分
(3)12時00分～21時00分

正社員以外 不問 05010-  845101
交替制（シフト制）
(1)8時30分～17時30分

136,000円～209,500円 (2)19時10分～4時10分

正社員 18歳～34歳 03030-  211201

(1)8時30分～17時30分
135,792円～198,720円

正社員以外 59歳以下 03030-  212501

(1)8時30分～17時30分
136,000円～209,500円

正社員 59歳以下 03030-  213001
交替制（シフト制）
(1)8時30分～17時30分

135,792円～198,720円 (2)19時10分～4時10分

正社員以外 18歳～59歳 03030-  214301
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

136,500円～139,500円

正社員 64歳以下 03030-  215601
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時30分

145,500円～183,100円

正社員 59歳以下 03030-  217101
変形（1年単位）
(1)8時00分～19時00分

154,500円～192,100円 (2)20時00分～7時00分

正社員 59歳以下 03030-  218401

1

製造職オペレーター

1人

木材・木製品の生産製造設備のオペレーター、そ
の他、生産に付随する作業全般を行います。

岩手県宮古市大字磯鶏１
丁目６－３６

北上プライウッド
株式会社　宮古工
場雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

技術職（営繕スタッフ）

1人

木材・木製品の生産製造設備の修理、メンテナン
スを行います。状況に応じ木製品製造補助を行う
場合もあります。他スタッフは３名おります。

岩手県宮古市大字磯鶏１
丁目６－３６

北上プライウッド
株式会社　宮古工
場雇用期間の定めなし

機械の修理メンテナンス経
験

岩手県宮古市

部品加工

2人

当社工場にて下記の業務を行っていただきます。
・高速で回転する砥石で削りたい素材に押し当
て、少しずつ削り取っていく作業です。
　１．鋼材の切り出し
　２．研削作業（何種類かの砥石を使い、粗削り

岩手県下閉伊郡田野畑村
奥地向６９番地【郵送先
は別住所】

有限会社　菊地電
子工業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

品質管理業務

1人

・工場の検査、品質管理の指導、改善、体制づく
り
主にスマートフォンやタブレットのコネクタとそ
れらに使用される精密電子部品の知識を習得して
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

精密部品の検査（プレス製
品）

1人

プレス製品の目視及び、実体顕微鏡を使用して製
品の外観検査を行います。測定器を使用して、製
品の寸法検査を行います。その他、パソコン（エ
クセル）を使用して製品検査成績書作成等の事務
作業も行います。未経験者には、初歩から指導し

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

プレスオペレーター

3人

プレス機械オペレーション、金型、プレス機械、
周辺機器の調整作業。その他製品検査（顕微鏡を
使って寸法測定、外観検査）作業を行います。

＊土・日曜日勤務、夜勤が出来る方

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

販売員「バックコレクショ
ンモリタ宮古ＤＯＲＡ」

2人

○バッグ、財布、スーツケース等の小売専門店
・接客販売および発注、品出し、ディスプレイ、
ＰＯＰ作成等の売場と商品の管理の仕事です。
＊人と人が楽しく触れ合えるやりがいのある仕事
です。あなたのセンスと笑顔でお客様に一緒に楽

秋田県秋田市山王３丁目
３－９

　

株式会社　モリタ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

職業指導員

1人

利用者（知的・精神障がい者）への職業指導全般
を行います。
・コーヒー焙煎、菓子作り、自動車部品（ゴム製
品のバリ取り）の職業指導を行います。
・利用者の送迎、製品販売のためイベント参加、

岩手県宮古市田老字西向
山１１９－１

社会福祉法人　翔
友　みやこワーク
ステーション雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

岩手県宮古市

調理員／きずな保育園（臨
時職員）

1人

きずな保育において給食調理業務に従事していた
だきます。
・野菜の下処理、配膳、洗浄作業、清掃作業
・約２０食分を調理員１～２名体制


岩手県下閉伊郡山田町山
田１－１１－３

社会福祉法人　親
和会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

給食調理経験 岩手県下閉伊郡山田町

水産加工員／正社員（宮古
工場）

3人

水産物の加工業務として主に下記の業務を行って
いただきます。
・わかめや昆布の塩蔵加工
・加工品の選別、計量、袋詰め、ラベル貼り、箱
詰め、出荷準備

岩手県下閉伊郡山田町境
田町２－１

株式会社　川秀

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

水産加工員／正社員（山田
工場）

5人

山田工場において水産物の加工を行っていいただ
きます。
・わかめの塩蔵加工（わかめを量り袋詰めなど）
・鮭、いくら、カニの加工（下処理等含む）
・さんまの冷凍食品加工、箱詰め作業　など

岩手県下閉伊郡山田町境
田町２－１

株式会社　川秀

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

経理事務員

1人

会計業務等、経理事務の業務に従事していただき
ます。
＜主な担当業務＞
・金銭出納業務
・売上入力、請求書発行業務

岩手県宮古市実田１－２
－３

株式会社　トス
ネット北東北　宮
古営業所雇用期間の定めなし

岩手県宮古市
経理事務経験、ワードエク
セル等の操作（入力程度）

調理員／望みの園はまなす
（臨時職員）

1人

施設で調理業務に従事していただきます。
・野菜の下処理、配膳、洗浄作業、清掃作業
・設利用者の朝、夕食４０食、昼食約５０食分を
調理員５名体制


岩手県下閉伊郡山田町山
田１－１１－３

社会福祉法人　親
和会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

介護員（総合福祉セン
ター）「介護」

1人

浴槽を積んだ入浴車で、市内の利用者宅を訪問し
て、入浴の介護、およびデイサービス利用者の介
護業務従事していただきます。
・１日おおよそ４件で、１件あたりの入浴時間は
１５分ぐらいですが、浴槽の準備から片付けまで

岩手県宮古市小山田２丁
目９－２０

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

土木作業員「建設」

4人

・土木作業（道路など）、土砂埋め戻し
・型枠、足場組立、解体作業　など

＊現場は主に宮古市内～山田町です。

岩手県宮古市黒田町５番
１４号１階

株式会社　ＮＥＸ
ＲＯＷ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

ダンプ運転手　「建設」

2人

＊各工事現場間の土砂や砂利の運搬業務に従事し
ていただきます。

　・現在の現場は釜石、宮古
　　（県外の現場を希望の方はご相談ください）

岩手県釜石市浜町１丁目
１番１号　釜石ビル３０
８

株式会社　ダイ
セー

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

事業所名
求人番号

営業スタッフ（正社員：宮
古店）

2人

自動車という商品を通じてお客様のカーライフを
末長くサポートしていく仕事です。
・トヨタ自動車製造の新車および中古車の販売
・ご購入いただいたお客様へのアフターフォロー
・車検点検誘致、損害保険販売、割賦商品販売

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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市
営業,販売の経験があれば
尚可。PC操作が可能な方

     （1月24日時点の内容です）

　　１月２０日　から　１月２４日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　２月６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 

令和２年１月３０日発行  



変形（1年単位）
(1)8時00分～16時30分

145,500円～183,100円

正社員 59歳以下 03030-  219701

(1)7時40分～17時00分
136,159円～136,159円

正社員以外 不問 03100-  110801
二級自動車整備士 変形（1ヶ月単位）
普通自動車免許一種 (1)9時00分～17時30分

169,000円～250,000円

正社員 59歳以下 04010- 2642901
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
138,000円～138,000円

正社員 不問 02030-  738701
介護福祉士 交替制（シフト制）

普通自動車免許ＡＴ (1)6時00分～15時00分
142,600円～172,200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-  256001
２級土木施工管理技士 変形（1年単位）
普通自動車免許一種 (1)8時00分～17時00分

350,000円～350,000円

正社員 64歳以下 03030-  257301
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
168,000円～203,000円

正社員 64歳以下 03030-  266601
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

138,000円～180,000円

正社員 59歳以下 03030-  268101
普通自動車免許ＡＴ 変形（1年単位）

(1)9時00分～18時00分
138,000円～175,000円

正社員 59歳以下 03030-  269401
三級自動車整備士 変形（1年単位）
普通自動車免許一種 (1)9時00分～17時20分

170,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03030-  270201
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-  271501
介護福祉士

普通自動車免許ＡＴ (1)8時00分～17時00分
177,750円～188,750円

正社員以外 不問 03030-  272001
フレックス
(1)8時30分～17時30分

220,900円～275,000円

正社員 30歳以下 03060-  404101
１級土木施工管理技士 変形（1年単位）
２級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

いずれか 250,000円～420,000円
普通自動車免許一種

正社員 不問 03100-  155501
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
201,600円～336,000円

正社員 不問 03100-  156001
普通自動車免許ＡＴ 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
200,500円～329,700円

正社員 18歳～64歳 04020-  670001
普通自動車免許ＡＴ 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
189,000円～217,000円

正社員以外 65歳以上 04020-  673901
交替制（シフト制）
(1)8時30分～17時15分

129,300円～137,100円 (2)7時30分～16時15分

正社員 不問 03010- 1356701

(1)8時00分～17時00分
普通自動車免許一種 264,000円～330,000円

正社員 45歳以下 03030-  236701
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
350,000円～350,000円

正社員 不問 03030-  237801

2

現場監督「建設」

1人

・現場での監督業務
・パソコンを使用して書類の作成
・現場の写真撮影、写真管理　など

岩手県宮古市黒田町５番
１４号１階

株式会社　ＮＥＸ
ＲＯＷ

雇用期間の定めなし

現場監督 岩手県宮古市、他

重機オペレーター「建設」

1人

・各現場での重機オペレーター業務に従事

＊現場は主に宮古市内、山田町内になります。

車両系建設機械（基礎
工事用）運転技能者

岩手県宮古市黒田町５番
１４号１階

株式会社　ＮＥＸ
ＲＯＷ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

医療事務（宮古市）

2人

請負先の医療機関にて医事業務全般を行います。

外来受付のお仕事
各科の受付で保険証や受給者証の確認、各種申請
書等の受付を行います。

岩手県盛岡市盛岡駅西通
２－９－１　マリオスビ
ル１２Ｆ

株式会社　ニチイ
学館　盛岡支店メディカルクラークまたは

同等の医療事務資格
医療事務経験のある方優
遇、ワード・エクセル入
力、操作経験のある方

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

（臨）綜合警備業務【岩手
県宮古市】（６５歳以上）

13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）にておこないま
す。

宮城県石巻市双葉町１番
１９号

ＡＳＰ　株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

綜合警備業務【岩手県宮古
市】

13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）にておこないま
す。

宮城県石巻市双葉町１番
１９号

ＡＳＰ　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

一般作業員（土木・解体）
「建設」

3人

◆土木工事・解体作業工事における作業全般
【主な仕事内容】
・一般的な土木作業、解体作業
　（有資格の方には、重機等の操作あり）
・資材運搬、片づけ、清掃等

岩手県九戸郡野田村大字
野田第２７地割１６０－
１

株式会社　さくら
綜合企画

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木施工管理技士
「建設」

2人

◆測量及び施工管理業務
【主な仕事内容】
・国道工事、護岸工事、砂防工事に係る施工管
理、工程管理安全管　理
・発注者との打ち合わせ、日程調整等

岩手県九戸郡野田村大字
野田第２７地割１６０－
１

株式会社　さくら
綜合企画

雇用期間の定めなし

経験あれば尚可 岩手県宮古市、他

配送・商品補充（宮古営業
所ルートスタッフ）

1人

アサヒ飲料、コカコーラ、キリン、大塚等の大手
メーカーの缶飲料自動販売機を定期フォローし
て、商品補充、売り上げ金の回収・清掃点検を行
うトータルサービス業務です。


５トン限定
準中型自動車免許

岩手県奥州市水沢工業団
地３－８４

株式会社　ミチノ
ク

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員「介護」

1人

デイサービスセンターにおいて介護業務を担当
・介護業務（身の回りの世話・食事・入浴・排泄
等の介助）
・ワイドタイプのワゴン車（施設車）で、通所者
の送迎運転業務

岩手県下閉伊郡山田町船
越第６地割１００番地３

社会福祉法人　正
受会　平安荘デイ
サービスセンター雇用期間の定めあり（４ヶ

月未満）

介護職 岩手県下閉伊郡山田町

美容師／スタイリスト

1人

当店において下記の業務を行っていただきます。
・カット、カラー、パーマ、メイクアップ等の美
容業務全般
・その他付随する業務（電話対応、店舗清掃等）
○店内の座席数は４席で、予約を優先しておりま

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

美容業務経験 岩手県宮古市

自動車整備士

1人

自動車の整備全般に従事していただきます。
・車検整備、点検整備、分解整備の作業
・積載車の運搬
・車両の引き取りや納車
・洗車等付随する業務

岩手県宮古市田鎖第１３
地割２６－１

有限会社　丸正
カーサービス

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

自動車鈑金工

1人

事故車等自動車鈑金、塗装業務全般
・自動車の車体のへこみやキズ等の修理、修復箇
所の塗装
・修理車両の引き取り、納車、回送、洗車など


岩手県宮古市長根２丁目
５番１７号

有限会社　宮古ボ
デー

雇用期間の定めなし

自動車鈑金経験者 岩手県宮古市

合鴨の食肉加工作業

1人

合鴨の食肉加工作業に下記の通り従事していただ
きます。
・機械と手処理での肉の解体作業
・肉の仕分け等立ち仕事


岩手県下閉伊郡田野畑村
室場２４－４

株式会社　甘竹田
野畑

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

一般事務

1人

東日本交通株式会社宮古営業所において、一般事
務全般に従事して頂きます。
・パソコンを使用しての手配書等のデータ入力、
電話来客対応
・営業に関わる事務処理、書類作成、見積書、請

岩手県宮古市田老字新田
平１６－１３

東日本交通株式会
社　宮古営業所

雇用期間の定めなし
　

事務経験、パソコン操作
（ワード、エクセルを使っ
て定型フォームへの入力が

できること） 岩手県宮古市

土木施工管理技士「建設」

1人

図面の作成、施工管理及び現場管理に従事しま
す。
・河川や道路工事の現場が多く、主に山田町内・
宮古市内の現場となります。
・１人１現場を受け持ちます。

岩手県下閉伊郡山田町長
崎２丁目５－１８

有限会社　藤沢組

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

介護職員（特別養護老人
ホーム）／正社員「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

土木作業オペレーター

5人

土木工事現場においてオペレーター業務に従事し
て頂きます。

青森県弘前市大字清野袋
４丁目８－１０

アームズ株式会社

雇用期間の定めなし

現場作業の経験あれば尚可 岩手県宮古市

自動車整備士

3人

トラック、バス、乗用車の整備、法定点検、車
検、車両回送、引渡し等の整備・修理に関する業
務を行なっていただきます。

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

雇用期間の定めなし

自動車整備経験（大型自動
車整備経験者優遇）

岩手県宮古市、他

清掃員（岩泉病院）

1人

＊済生会　岩泉病院内外での日常清掃業務となり
ます。
・病院内（外来、ホール、病棟）の床、ガラスの
窓拭き清掃（ごみ収集を含む）
・院内（外来、病棟）のトイレ清掃及びお風呂清

岩手県久慈市長内町第９
地割２０

株式会社　久慈中
央商事

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

技術職（電機スタッフ）

1人

工場内や製造機械の電機系メンテンナンス、修
理、保守作業を行います。その他状況に応じ、木
製品製造補助を行う場合もあります。他２名のス
タッフがおります。

岩手県宮古市大字磯鶏１
丁目６－３６

北上プライウッド
株式会社　宮古工
場雇用期間の定めなし

業務用電機系メンテナン
ス、修理経験

岩手県宮古市



普通自動車免許一種
(1)8時30分～17時00分

152,250円～152,250円

正社員以外 不問 03030-  239501
変形（1年単位）
(1)7時00分～16時00分

140,000円～240,000円 (2)8時30分～17時30分
(3)13時00分～21時00分

正社員 59歳以下 03030-  244701
変形（1年単位）
(1)6時30分～15時30分

140,000円～220,000円 (2)8時30分～17時30分
(3)14時00分～22時00分

正社員 59歳以下 03030-  245801
大型自動車免許 変形（1年単位）
第二種電気工事士 (1)7時00分～16時00分

危険物取扱者（乙種） 140,000円～240,000円 (2)8時30分～17時30分
消防設備士 (3)13時00分～21時00分
いずれか

正社員 59歳以下 03030-  246201
調理師 変形（1年単位）

(1)5時30分～14時30分
140,000円～240,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)9時30分～18時30分

正社員 59歳以下 03030-  247501
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

136,500円～170,000円

正社員 64歳以下 03030-  248001
看護師 変形（1ヶ月単位）
准看護師 (1)8時30分～17時30分
いずれか 188,000円～282,000円

普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03030-  249301
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

136,500円～139,500円 (2)20時00分～5時00分

正社員 18歳～64歳 03030-  250101
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
172,500円～345,000円

正社員 64歳以下 03030-  252701
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-  253801

(1)9時00分～18時00分
155,000円～155,000円 (2)9時00分～17時00分

正社員 不問 03030-  254201
２級土木施工管理技士 変形（1年単位）
普通自動車免許一種 (1)8時00分～17時00分

256,700円～410,200円

正社員 59歳以下 03100-  139501
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
158,900円～181,600円

正社員以外 不問 03100-  142101

3

土木作業員
「建設」

5人

◆土木工事現場における土木作業全般
　＊現場作業（作業手元）
　＊資材の準備、運搬等
　＊片づけ、作業支持者によるその他の付随する
作業

岩手県久慈市山形町川井
第９地割３２番地２

蒲野建設　株式会
社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

経験あれば尚可 岩手県宮古市、他

土木施工管理技士（１級）

1人

◆土木施工管理技士業務全般

　・公共土木工事現場等の施工管理業務になりま
す。
　・土木工事の施工管理、積算見積業務

岩手県久慈市山形町川井
第９地割３２番地２

蒲野建設　株式会
社

雇用期間の定めなし 土木施工管理経験者あれば
尚可

パソコンでの写真管理経験
あれば尚可 岩手県宮古市、他

受付事務（正社員）

1人

当クリニックにおいて下記の業務を行っていただ
きます。
・外来患者様の受付
・カルテ作成
・会計事務

岩手県宮古市向町４番４
１号

さかもと眼科クリ
ニック

雇用期間の定めなし

パソコン操作できれば尚可 岩手県宮古市

看護師、准看護師「看護」

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１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

電気設備現場作業員、現場
管理（見習い可）「建設」

1人

一般住宅、ビル、工場、官庁工事の電気設備工事
全般に従事していただきます。
・電気設備工事設計施工
・電気配線、照明器具設置取付、冷暖房器具設置
取付など

岩手県下閉伊郡山田町織
笠１１－１－４１

有限会社　沼崎電
気

雇用期間の定めなし

建設現場経験者 岩手県下閉伊郡山田町、他

自動機オペレーター

4人

組立オペレーション業務
主にスマートフォンや電子機器向けコネクターの
自動組立機操作です。立ち仕事ですので体力が必
要です。
工程としては、

岩手県下閉伊郡田野畑村
奥地向６９番地【郵送先
は別住所】

有限会社　菊地電
子工業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師・准看護師「看護」

1人

ハートランド宮古において看護業務に従事してい
ただきます。
・入居利用している方や、通所リハビリテーショ
ン利用の方の健康管理、状態確認、生活相談など
を主に行っていただきます。

岩手県宮古市実田２丁目
５－１０

医療法人　おかだ
外科内科クリニッ
ク雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

金型エンジニア

1人

コネクター用精密金型の設計業務に従事していた
だきます。
・金型設計、研削加工、金型組立を行い、量産現
場で使用する金型を立ち上げる業務です
・量産時の生産性を考え、経験と発想が必要な業

岩手県下閉伊郡田野畑村
奥地向６９番地【郵送先
は別住所】

有限会社　菊地電
子工業

雇用期間の定めなし

業務経験者 岩手県宮古市

調理業務

1人

宿泊客、日帰り客に提供する料理の調理業務。
・和食を中心とした旬の新鮮な魚介類を調理
・仕込み、調理、盛付け、清掃作業
・朝食はバイキング（和食）の調理
・食材の注文

岩手県下閉伊郡田野畑村
羅賀６０－１

株式会社　陸中た
のはた

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

施設管理

1人

ホテル館内の施設管理業務
・建物内の見回り
・電気、空調、消防設備、ボイラー等の定期点検
・送迎バスの運転、バスの点検
・簡単な修繕等

岩手県下閉伊郡田野畑村
羅賀６０－１

株式会社　陸中た
のはた

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

サービス業務

2人

サービス業務　
・宴会場、コンベンションホール等で席のセッ
ティング
・お客様案内、接客
・料理の配膳、片付け等

岩手県下閉伊郡田野畑村
羅賀６０－１

株式会社　陸中た
のはた

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

フロント業務

1人

フロント業務全般
・宿泊等の入館手続き、お客様案内、料金精算、
電話対応、顧客データ入力
・売店、喫茶の対応など
・その他付随する業務

岩手県下閉伊郡田野畑村
羅賀６０－１

株式会社　陸中た
のはた

雇用期間の定めなし

基本的なパソコン操作 岩手県下閉伊郡田野畑村

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・渉外業務）
・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）

パソコン基本操作
ワード・エクセル

岩手県宮古市


