
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
(1)8時45分～17時15分

1人 183,000円～258,000円

整備士経験

正社員 59歳以下 あれば尚可 03010-26470921
交替制あり

1人 鮮魚部門で経験のある方 190,000円～280,000円

正社員 59歳以下 03010-26521821

(1)8時30分～17時15分
1人 医療事務資格 135,020円～142,870円

あれば尚可

無期雇用派遣労働者 59歳以下 03010-26415821
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 180,000円～250,000円

正社員 不問 自動車整備経験 03030- 3553221
介護職員初任者研修修了 変形（1ヶ月単位）

介護福祉士 (1)8時00分～17時00分
1人 ホームヘルパー２級 154,000円～154,000円 (2)9時15分～18時15分

あれば尚可 (3)10時00分～19時00分

正社員 59歳以下 03030- 3555421
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

2人 148,147円～167,667円 (2)20時00分～5時00分

正社員 18歳～45歳 03030- 3557621
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

2人 145,601円～145,601円

正社員 64歳以下 03030- 3536821
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時00分

3人 保育士 173,800円～178,000円

正社員 59歳以下 03030- 3537221
介護福祉士 変形（1ヶ月単位）

介護職員初任者研修修了 (1)7時00分～16時00分
2人 あれば尚可 161,160円～266,600円 (2)8時45分～17時45分

(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030- 3539421
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

１,２級建築施工管理技士 (1)8時00分～17時00分
1人 あれば尚可 150,000円～400,000円

正社員 64歳以下 03030- 3541121
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 192,240円～237,600円 (2)8時00分～17時30分

正社員 59歳以下 03030- 3543721
フォークリフト

あれば尚可 (1)8時30分～17時30分
1人 141,000円～199,500円

正社員 40歳以下 03030- 3544821
看護師 変形（1ヶ月単位）
准看護師 (1)16時00分～8時30分

1人 いずれか 185,600円～185,600円

正社員 59歳以下 03030- 3547421
看護師 変形（1ヶ月単位）
准看護師 (1)8時15分～17時00分

1人 いずれか 195,840円～195,840円 (2)16時00分～22時00分
(3)21時30分～8時30分

正社員以外 不問 03030- 3548321
看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時15分～17時00分
1人 194,100円～260,300円

正社員 59歳以下 03030- 3549621
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

中型自動車免許,フォークリフト (1)8時30分～17時30分
1人 あれば尚可 160,000円～230,000円

正社員 59歳以下 03040- 5360521

(1)8時00分～17時00分
1人 230,800円～316,100円

正社員 64歳以下 04010-67643921

(1)8時00分～17時00分
2人 257,000円～375,100円

正社員 64歳以下 04010-67655721
1

事業所名
求人番号

自動車整備スタッフ（宮古
営業所）／資格あり

・主にトラック（１～４ｔ車）の車検や点検の業務
・定期点検、車検、故障時のメンテナンス等
・その他、上記に付随する業務および指示された業
務を行っていただきます。

岩手県盛岡市三本柳１地割
２４

盛岡いすゞモーター
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

（11月11日時点の内容です）

１１月７日　から　　１１月１１日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は１１月２４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

自動車整備士３級以上の
資格をお持ちの方

《急募》医療事務（宮古市
田老）

派遣先の医療機関にて医事業務全般を行います。
【受付業務】患者様の保険証や受給者証を確認しコ
ンピュータへ入力します　カルテの搬送や、診療内
容チェックやお会計を行います　また、業務に慣れ
て来ましたらレセプト点検なども行っていきます

岩手県盛岡市盛岡駅西通２
－９－１　マリオスビル１
２Ｆ

株式会社　ニチイ学
館　盛岡支店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

鮮魚加工／正社員 ＊鮮魚類の切り身や刺身づくり、売り場づくり
＊清掃、その他付随する業務

岩手県盛岡市羽場１０－１
００

株式会社　田清

雇用期間の定めなし
又は6時00分～17時30分
の間の8時間程度

岩手県宮古市、他

飲食店等で、鮮魚類の
切り身や刺身づくりの

経験のある方

メディカルクラーク
（医療事務技能審査）

ワード・エクセル入力、
操作経験のある方

介護職員 入所者の介護業務となります。・入所者（８０名）
とショートステイ（１０名）の身の回りのお世話
・食事、入浴、排せつ、移動などの介助　・リネン
交換、掃除、洗濯などの手助


岩手県下閉伊郡山田町山田
第１６地割９－１０

社会福祉法人　正受
会　特別養護老人
ホーム平安荘

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

自動車整備工員 車検チェーン全国５００店舗以上の「車検のコバッ
ク」でのお仕事になります。
・車検、法定点検、一般整備、オイル交換、タイヤ
交換　・洗車、納車、その他付随する業務


岩手県下閉伊郡田野畑村和
野１５－２４

有限会社　佐々木自
動車整備工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

水産加工員／正社員（宮古
工場）

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　＊立ち仕事となります。＊加工は手作業が多
いですが、梱包などは機械も使用します。

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

製造職（機械ＯＰ） 工場屋内にて、電子部品取付の機械操作を行いま
す。
最初は、補助作業を行いながら徐々に覚えてスキル
アップして頂きます。＊未経験から指導のもと、習
得可能です。

岩手県宮古市大字津軽石１
９－１８

株式会社　宮古マラ
ンツ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護員 入所や通所高齢者や心身に障がいの有る介護サービ
スに従事します。対応する入居者は８５名程度で
す。・食事、入浴、排せつ、移動、散歩、趣味活動
等の介助　・レクレーション等生活支援全般

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
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

保育教諭 平成２７年１１月より「認定こども園宮古ひかり」
として開園いたしました。０歳から５歳児の保育を
行っています。経験によってはクラス担任として業
務を行っていただきます幼稚園教諭と保育士の両方
の資格をお持ちの方を対象とした求人になります。

岩手県宮古市西町３丁目３
－２６

学校法人　岩手キリ
スト教学園　認定こ
ども園　宮古ひかり

雇用期間の定めなし
又は7時00分～19時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

幼稚園教諭免許
（専修・１種・２種）

現場管理補助 受注した一般住宅・現場の写真撮影、撮った写真の
ファイリング等。簡単なパソコン操作。他に材料の
手配、施主様との打ち合わせ、その他付随する業務
も行っていただきます。

岩手県宮古市松山第７地割
１３番地４

株式会社　鈴喜建設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

建築技術者（見習い可） 公共工事や一般住宅建築工事などの施工計画案の作
成＊工事中における品質管理、安全管理、施工の調
整など監督・指揮業務や各種書類作成＊就業場所は
担当の現場事務所が基本になります○パソコン入力
操作（ワード、エクセル、ＣＡＤ）ができれば尚可

岩手県宮古市八木沢一丁目
５番１号


株式会社菊地建設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

建築施工管理業務経験者あれ
ば尚可、ＰＣ入力操作（Ｗｏｒｄ、

Ｅｘｃｅｌ、ＣＡＤ）

ＰＣ簡単な操作が
できれば尚可

看護師・准看護師／夜間専
門員

当病院に入院されている患者様への看護業務全般を
幅広く担当していただきます。・入院から退院まで
の看護を責任を持って行って頂きます。〈具体的な
患者様へのサポート〉・服薬のお手伝い　・ＡＤＬ
向上に向けたサポート

岩手県宮古市板屋１丁目６
番地３６

医療法人財団　正清
会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

倉庫管理業務 二つの仕事があります　どちらも従事していただき
ます　１金属材料の入出庫および数量管理業務　・
パレットに積まれた金属材料を入出庫し、数量を管
理します　・金属材料の廃材処理・運搬をします
※パソコンで簡単な入力作業があります

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

看護師／日勤（外来業務
兼　訪問看護業務）

当病院において下記の業務を担当していただきま
す。
・外来診療の介助
・患者様に対する生活指導
・在宅での療養と生活のサポート

岩手県宮古市板屋１丁目６
番地３６

医療法人財団　正清
会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師・准看護師／臨時職
員

当病院に入院されている患者様への看護業務全般を
幅広く担当していただきます。・入院から退院まで
の看護を責任を持って行って頂きます。〈具体的な
患者様へのサポート〉・服薬のお手伝い　・ＡＤＬ
向上に向けたサポート

岩手県宮古市板屋１丁目６
番地３６

医療法人財団　正清
会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

農業機械サービス職（宮古
店）

◎整備工場での農業機械の整備、修理作業の実施
◎農地・農業施設での現地修理作業の実施　・メン
テナンス作業に必要な資格等は会社負担で取得して
頂きます。・必要な工具や作業着等は貸与いたしま
す。・農業機械等の搬送もあります

岩手県花巻市東宮野目第１
３地割９

株式会社　みちのく
クボタ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

農業機械・建設機械・
自動車整備等機械整備経験者
優遇、ワード・エクセル

ワード、エクセル等
基本操作

土木建築の施工管理の補助
業務（経験少ない方向け）

土木や建築の工事や事務所にて、施工管理の補助を
して頂きます。工作物の寸法測定や、地中に埋まる
箇所等の写真撮影をして、図面通りの寸法が確保さ
れているか画像を保全するお仕事です。パソコンに
撮影した画像をソフトを使用し取り込みます

宮城県仙台市青葉区一番町
２丁目２－１３　仙建ビル
３階

株式会社クランク
建設技術事業部

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

２級土木施工管理技士,２級建築
施工管理技士,建築ＣＡＤ検定試験
３級あれば尚可,ウインドウズを使
用しWord,Excel,オートキャド等の基
本操作や所定フォーマットへの入
力・複合機へのプリントアウトやス
キャン操作などごく一般的な操作

があります

土木施工管理（未経験者） 〇土木施工管理（未経験者）〇土木工事現場におい
て、現場監督の助手をして頂きます。工作物の寸法
測定や、地中に埋まる箇所等の写真撮影をして、図
面通りの寸法が確保されているか画像を保全するお
仕事です。

宮城県仙台市青葉区一番町
２丁目２－１３　仙建ビル
３階

株式会社クランク
建設技術事業部

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

◎ 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。

令和４年１１月１７日発行

TEL 0193－63－8609

ハローワーク 宮古

宮古公共職業安定所

フルタイム



(1)8時30分～17時30分
3人 351,000円～421,000円

正社員 64歳以下 04010-67671721

(1)8時00分～17時00分
3人 344,900円～419,600円

正社員 64歳以下 04010-67688021

(1)8時30分～17時30分
3人 373,100円～502,100円

正社員 64歳以下 04010-67705321

ワード、エクセル等基本操作 (1)8時00分～17時00分
3人 244,000円～322,600円

正社員 64歳以下 04010-67716121

(1)9時30分～19時30分
1人 160,000円～200,000円

正社員 不問 03030- 3527821
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時30分

2人 144,113円～144,113円

正社員 64歳以下 03030- 3528221
子育て支援員研修修了者 交替制あり

保育士あれば尚可 (1)7時15分～16時15分
1人 145,000円～148,000円 (2)8時00分～17時00分

(3)9時30分～18時30分

正社員 不問 03030- 3530321
普通自動車免許一種

ショベルローダー等運転技能者 (1)8時30分～17時30分
1人 フォークリフト 150,000円～170,000円

車両系建設機械運転技能
あれば尚可

正社員 59歳以下 ワード・エクセル操作 03030- 3531621
５トン限定準中型自動車免許 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～18時00分
2人 169,070円～221,850円 (2)8時00分～13時00分

普通自動車免許一種
正社員 35歳以下 03030- 3533121

変形（1ヶ月単位）

1人 172,000円～206,400円

正社員以外 不問 04010-67298121
変形（1年単位）

1人 210,000円～240,000円

正社員 59歳以下 14010-54420521
変形（1ヶ月単位）

1人 175,000円～175,000円

正社員 不問 03030- 3504421
歯科衛生士 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～18時30分
1人 180,000円～200,000円 (2)8時30分～12時30分

正社員 不問 03030- 3505321
普通自動車免許一種

介護職員初任者研修修了 (1)8時00分～17時00分
1人 介護福祉士,社会福祉士 200,000円～260,000円

あれば尚可

正社員 64歳以下 03030- 3506621
交替制あり
(1)8時30分～17時30分

1人 141,000円～199,500円 (2)19時10分～4時10分

正社員 18歳～45歳 03030- 3508121
歯科衛生士

(1)9時15分～18時45分
1人 190,000円～220,000円 (2)8時45分～13時30分

歯科医院での業務経験

正社員 不問 あれば尚可 03030- 3509021
普通自動車免許一種

８トン限定中型自動車免許 (1)8時00分～17時15分
2人 フォークリフト 145,600円～208,000円

あれば尚可

正社員 64歳以下 03030- 3513321
普通自動車免許ＡＴ

(1)21時00分～4時00分
1人 120,000円～156,000円

正社員 18歳以上 運転経験１年以上 03030- 3516121
普通自動車免許一種
普通自動車第二種免許 (1)21時00分～4時00分

1人 124,800円～156,000円

正社員 18歳以上 03030- 3517021
サービス管理責任者研修修了

(1)8時30分～17時30分
1人 253,000円～253,000円

正社員 64歳以下 03030- 3519821

2

サービス管理責任者／ひま
わり

障がい者グループホームでのサービス管理責任者業
務全般　・個別支援計画の作成　・利用者に対する
アセスメント、利用者との面接　・利用者、家族に
対する個別支援計画の説明と交付　・関係機関との
連絡調整

岩手県宮古市津軽石第１３
地割２０８番地１６０

株式会社　風和璃

雇用期間の定めなし 障がい者施設での経験が
あれば尚可、

ＰＣ簡単な入力程度 岩手県宮古市

代行運転手 宮古市内・近郊を中心とした運転代行業務全般。
・ご依頼地にあわせて、お客様の車両及び随伴車両
の運転　・接客、乗務記録簿への記載、精算会計
・車両管理全般等を行っていただきます。

岩手県宮古市実田１－１－
１

運転代行　人力舎

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

運転手（随伴車） 宮古市内・近郊を中心とした運転代行業務全般　・
お客様のご依頼地にあわせての随伴車両運転　・接
客、乗務記録簿への記載、精算会計　・車両管理等
（給油、洗車、タイヤ交換）を行います。＊経験が
なくても意欲のある方を希望します。

岩手県宮古市実田１－１－
１

運転代行　人力舎

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

木材加工・木製品の製造 当社において下記の業務に従事していただきま
す。・機械鋸で丸太を切削　・製材、建築資材のカ
ンナ掛け　・取引先に商品配送等　配達は運転免許
所持の方。４ｔ平積みトラックを使用します。

岩手県下閉伊郡岩泉町浅内
字小森６９番地

清水畑商事　有限会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

歯科衛生士 ２０２３年１月に新規開業予定の歯科医院で、オー
プニングスタッフを広く募集しています。本ポジ
ションでは、当院における診療補助、歯科予防処
置、歯科保健指導、その他院内業務に従事いただき
ます。

岩手県宮古市向町４－４ 宮古うみねこ歯科ク
リニック

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

プレス作業 プレス機械を操作して、電子部品を作る仕事です。
プレス機械が部品を自動で作るので、材料を取り付
けたり、金型を取り付けたり、出来上がった製品を
収納したり、プレス機械周辺の作業が中心です。

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

デイサービス管理者代理 当社が運営するデイサービス（利用者１８名前後）
における副管理者業務に従事していただきます。・
従業員の勤怠管理、利用者様の利用請求事務手続き
等・送迎、食事介助、トイレ介助、介護請求等、そ
の他付随する業務を行っていただきます。

岩手県宮古市新町２－６ 介護サービス　株式
会社

雇用期間の定めなし
介護職の経験,介護保険請求の経
験いずれか,基本的なＰＣ操作,入

力
岩手県宮古市

歯科衛生士（１） 院内において、歯科衛生士業務に従事していただき
ます。・医師の補助・口腔衛生指導、歯科予防処
置・診療器具の準備、片付け、消毒・院内清掃　そ
の他付随する業務をお願いします。

岩手県宮古市宮町一丁目１
－４６

坂下歯科医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ホテルフロント／日勤 ホテル宮古ヒルズステーション店において、フロン
ト係に従事していただきます。・宿泊のお客様の
チェックイン、チェックアウト業務・インターネッ
トによる予約受付等の管理・パソコンを使用して情
報入力等の基本操作・電話対応による予約管理

岩手県宮古市和見町５－１ ブリーズベイオペ
レーション６号　株
式会社　（ホテル宮
古ヒルズステーショ
ン店）

雇用期間の定めなし
パソコンによる

文字入力の基本操作
又は8時00分～22時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

（正）携帯電話の販売受付
スタッフ／ドコモショップ
宮古店

ドコモショップ運営に関する様々な業務に携わって
いただきます・携帯電話販売や各種手続き、サービ
ス提案・故障や操作のご相談対応・販売促進のため
のポップ作成、ディスプレイ変更・イベント販売や
企画運営・バックヤード業務、在庫管理

神奈川県横浜市西区南幸１
丁目１番１号
ＪＲ横浜タワー２６階

アイ・ティー・エッ
クス　株式会社

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

岩手県宮古市

ガソリンスタンド販売ス
タッフ

・車の誘導、給油、窓拭き、清掃、洗車、軽作業な
どのガソリンスタンド業務全般をお願いします。・
オープニング当初から改良を積み重ねてきた「わか
りやすいマニュアル」で研修をします。

宮城県名取市本郷字大門１
６１

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

セールスドライバー／正社
員

当社において下記の業務に従事して頂きます。・宅
配便の集荷及び配達　・宮古市内を２ｔ車で運転し
ての集配業務　＊社内規定に従い、初めは乗務見習
いとして配達の仕分け、端末操作方法、お客様との
接し方などを同乗しながら覚えていただきます。

岩手県宮古市長町２丁目１
－３２

ヤマト運輸　株式会
社　宮古営業所上記以上／準中型は

Ｈ２９．３．１２以降
免許取得の方雇用期間の定めなし

又は8時00分～21時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

技術員／みやこリサイクル
センター

宮古地区広域行政組合よりリサイクル施設運転管理
業務を受託し資源物保管庫等の運転業務を行ってい
ます。・分別回収された、缶ペットボトル等の再生
資源物の処理作業・持込される缶、ペットボトル、
段ボール等の受取、選別、圧縮、作業

岩手県宮古市保久田３－２
１

特定非営利活動法人
宮古地区いきいき
ワーキングセンター

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

保育士補助／正社員 小規模保育事業所ククナの家で乳児０歳～３歳の保
育補助業務に従事します。・遊び：子どもが喜ぶ遊
びの相手と危険回避の為の見守り。・食事：給食、
おやつの見守りと必要なときには介助。・睡眠：入
眠時と睡眠時の見守り。

岩手県宮古市実田１丁目３
－３４

特定非営利活動法人
輝きの和

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

水産加工員 当社において下記の業務に従事していただきます・
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。＊未経験の方でも指導いたします。出来ると
ころから始めますので安心してご応募ください。

岩手県宮古市藤原一丁目６
番６号

株式会社　村木水産

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

歯科助手 歯科医師の補助
医院の清掃、
器具類の消毒、滅菌

岩手県宮古市実田一丁目７
－１７

くらた歯科医院

雇用期間の定めなし
又は9時30分～13時30分
の間の4時間程度

岩手県宮古市

建築施工管理補助（経験３
年以内）

〇建築施工管理補助（経験３年以内）〇・民間発注
のマンション、商業施設、病院等の構造物（ＲＣ
造）工場等（Ｓ造）の現場管理補助業務です。・施
主との打合わせ、安全管理、施工図作成・修正業
務、設計、施工業務等の補助を行っていただきます

宮城県仙台市青葉区一番町
２丁目２－１３　仙建ビル
３階

株式会社クランク
建設技術事業部

建設業界内での施工管理経験
やコンサル会社での経験また
はそれに類似する経験をお持

ちの方が対象です

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木施工管理（工事発注の
監理・発注者支援）補助業
務

公共物のインフラ整備に関わるお仕事です　工事発
注者側の一員となり、工事の発注から竣工までのお
手伝い　現場での測量等の施工管理作業はありませ
ん。設計に関する打ち合わせや確認作業　写真撮影
や工事に関する資料整理取りまとめ

１,２級土木施工管理技士,その他
の土木・測量技術関係資格、旧道
路公団管理員、高速道利調査会
講習会受講者、ＲＣＣＭ等あれば
尚可、建設業界内での施工管理経
験やコンサル会社での経験または
それに類似する経験あれば尚可

宮城県仙台市青葉区一番町
２丁目２－１３　仙建ビル
３階

株式会社クランク
建設技術事業部

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

建築技術者（建設コンサル
タント業務）

地方自治体等の発注する建築工事の発注管理や点検
など　・複数人での管理業務です。・施工図の作成
及び修正（オートキャド）・書類作成や整理管理や
まとめ・受注会社や担当者との打合せ・写真撮影や
寸法の記録・安全作業の点検や記録

宮城県仙台市青葉区一番町
２丁目２－１３　仙建ビル
３階

株式会社クランク
建設技術事業部

建設業界内での施工管理経験
やコンサル会社での経験また
はそれに類似する経験あれば

尚可

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

電気工事施工管理・発注支
援業務や点検調査、資料作
成

電気工事に関する公共物の維持に関わる点検や工事
の発注に関する業務の全般を行って頂くお仕事で
す。工事の発注後の監理監督や打ち合わせ現況の写
真撮影や資料作成、同とりまとめ　キャドを使用し
た図面の修正作業（設計図面作成ではありません）

２級電気工事施工管理技士あれ
ば尚可、電気工事全般に関する資
格をお持ちの方歓迎いたします

宮城県仙台市青葉区一番町
２丁目２－１３　仙建ビル
３階

株式会社クランク
建設技術事業部

雇用期間の定めなし キャド,ワード,エクセル,電気工
事に関する施工管理の経験が
ある方が対象となる求人です

岩手県宮古市、他



介護福祉士
あれば尚可 (1)8時30分～17時30分

1人 156,000円～156,000円

正社員 64歳以下 03030- 3520421
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
準中型自動車免許 (1)7時30分～16時30分

2人 あれば尚可 225,049円～225,049円

正社員 39歳以下 04010-66924121
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)9時00分～17時50分
1人 163,000円～163,000円

正社員 64歳以下 03010-25900921
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)9時00分～17時50分
1人 153,000円～171,200円

正社員 64歳以下 03010-25902021
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)9時00分～17時50分
1人 153,000円～153,000円

正社員 64歳以下 03010-25912821
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

3級自動車ガソリン・エンジン整備士 (1)9時00分～17時50分
1人 3級自動車ジ-ゼル・エンジン整備士 154,000円～275,500円

自動車検査員,あれば尚可

正社員 64歳以下 03010-25923421
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)9時00分～17時50分
1人 163,000円～266,500円

営業職としての経験

正社員 64歳以下 あれば尚可 03010-25936021

(1)8時00分～17時00分
10人 180,000円～300,000円 (2)7時00分～16時00分

スーパー関係での業務経験

正社員 59歳以下 あれば尚可 03010-25938821

(1)8時00分～17時00分
10人 180,000円～300,000円 (2)7時00分～16時00分

スーパー関係での業務経験

正社員 59歳以下 あれば尚可 03010-25939221

(1)8時00分～17時00分
10人 180,000円～300,000円 (2)7時00分～16時00分

スーパー関係での業務経験

正社員 59歳以下 あれば尚可 03010-25940621

(1)8時00分～17時00分
10人 180,000円～300,000円 (2)7時00分～16時00分

スーパー関係での業務経験

正社員 59歳以下 あれば尚可 03010-25942121
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)9時00分～18時00分
2人 205,000円～205,000円

正社員 64歳以下 接客経験があれば尚可 03010-25994021
普通自動車免許一種

(1)8時00分～15時00分
1人 120,750円～120,750円

正社員 不問 03030- 3484321
危険物取扱者（丙種） 変形（1年単位）
危険物取扱者は丙種以上 (1)8時30分～17時00分

1人 ８トン限定中型自動車免許 197,800円～269,100円
ガス調査員あれば尚可

正社員以外 不問 配送経験あれば尚可 03030- 3487121
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 146,880円～234,600円 (2)8時00分～16時00分

正社員 35歳以下 03030- 3488021
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 155,000円～180,000円

正社員 64歳以下 03030- 3489721
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時00分

1人 142,402円～142,402円

正社員 69歳以下 03030- 3491421
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 180,000円～300,000円

正社員 59歳以下 03030- 3492321
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
3人 180,000円～300,000円

正社員 59歳以下 03030- 3493621
大型自動車免許 変形（1年単位）
玉掛技能者 (1)8時00分～17時00分

1人 車両系建設機械運転技能 207,000円～241,500円
小型移動式クレーン（５ｔ未満）

正社員 59歳以下 大型自動車運転経験 03030- 3494921

3

大型自動車運転手 ６ｔ～１２ｔトラックを使用し以下の業務を行って
いただきます。・主にリース会社の重機や機材の運
搬作業その他付随する業務・業務は宮古・下閉伊地
区が中心・大型ダンプにも乗っていただきます

岩手県宮古市上鼻２丁目６
番７５号

株式会社　伊藤礦業
所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

設備・金型設計、製作 ・設備（自動組立機・治工具）の設計・製作
・金型の設計・製作・組立
・制御プログラム作成
・製造工程設計、協力会社への展開

岩手県宮古市赤前第２地割
２１番地２

東北ヒロセ電機　株
式会社パソコン（ワード・エクセ

ル・メールソフト）の
基本操作ができる方、

機械装置設計、
金型設計経験３年以上

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

品質管理 ・コネクターの品質管理・品質保証業務全般
・新製品開発の品質管理
・協力会社への品質管理展開
・ＩＳＯ、ＩＡＴＦなどの対応

岩手県宮古市赤前第２地割
２１番地２

東北ヒロセ電機　株
式会社

パソコン（ワード・エクセ
ル・メールソフト）の
基本操作ができる方、
品質管理経験３年以上

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

食品加工員 当社において下記の業務に従事していただきます。
〇冷凍食品の製造過程において、魚の捌き、衣つ
け、フライ、箱詰　〇ラインにおいては包装業務
通勤の際は、送迎用バスを利用していただきます。


岩手県宮古市田老字古田７
５番地８

有限会社　宮古食品

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

製造（プレス作業） ゴム製品の製造における【送り焼き】と呼ばれるプ
レス作業です。プレス機へ投入するゴム材料の裁
断、金型へのゴム材料投入、取り出し、寸法測定な
どの業務になります。※経験のある方、優遇しま
す。

岩手県宮古市刈屋第１４地
割５２－１

株式会社　オーレッ
クス　岩手工場

雇用期間の定めなし
パソコンの基本操作が

できれば尚可
岩手県宮古市

左官・タイル工事（見習
い）

見習いとして木造建築、鉄筋コンクリート構造の工
事現場における、左官・タイル工事を担当していた
だきます。・入社後は仕事に慣れるまで先輩社員が
指導いたします。・見習い中に左官技能士の資格取
得を目指します（費用会社負担）

岩手県宮古市西町３丁目２
－７

船越左官工業

雇用期間の定めなし
又は8時00分～17時00分
の間の6時間程度

岩手県宮古市

配送員（重油） 重油の配送業務を行います。・エリアは主に宮古市
内・山田町内・岩泉町内で、決められたコースでの
配送となります。＊配送経験、同様の業務経験があ
れば尚よろしいです。＊４ｔの車両を運転します。

岩手県宮古市港町２－２２ カメイ物流サービス
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

水産加工員 当社において下記の業務に従事していただきま
す。・水産物全般の箱詰め作業や一次加工作業、加
工品の袋詰め等　車での配達も行います。（軽ト
ラックを使用、釜石～宮古の範囲）重量物（１０ｋ
ｇ程度）の取扱う業務もあります。

岩手県下閉伊郡山田町船越
第１２地割２５

ヤマダイ山崎

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

営業スタッフ（合掌堂　宮
古店）

【仏壇・仏具・墓石に伴う営業販売のお仕事】＼＼
未経験ＯＫ／／弊社の葬儀会場、典礼会館から連絡
を受け葬儀をされたご家族様のもとへ訪問をし、商
品をご提案します。ご注文を頂けたら商品の発注手
配から仏壇・仏具の設置までを行っていただきます

岩手県盛岡市津志田南３丁
目１４番６５号

株式会社　サンファ
ミリー　（愛グルー
プ）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

鮮魚部門担当（岩手県内） ＊マルイチの店舗において鮮魚部門を担当＊・魚の
加工や調理　・商品のパック・袋詰　・商品への値
段貼りと売り場への陳列・管理　・鮮魚部門のシフ
ト作成・労務管理・業務指導※即戦力を希望として
おります（未経験者不可）

岩手県盛岡市城西町１３－
１

株式会社　マルイチ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

惣菜部門担当（岩手県内） ＊マルイチの店舗において惣菜部門を担当＊・惣菜
商品の簡単な調理（揚げ物、あえ物等）・パック詰
め後、値段貼りと売り場への陳列・惣菜担当者のシ
フト作成、労務管理、業務指導等※惣菜作りが出来
る即戦力を希望しております（未経験者不可）

岩手県盛岡市城西町１３－
１

株式会社　マルイチ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

青果部門担当（岩手県内） ＊マルイチの店舗において青果部門を担当＊・野
菜・果物の袋詰め　・商品への値段貼りと売り場へ
の陳列・管理　・青果担当者のシフト作成・労務管
理・業務指導　※即戦力を希望としております（未
経験者不可）

岩手県盛岡市城西町１３－
１

株式会社　マルイチ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

精肉部門担当（岩手県内） ＊マルイチの店舗において精肉部門を担当＊・鶏
肉・豚肉等の加工　・商品のパック・袋詰　・精肉
担当者のシフト作成・労務管理・業務指導　※即戦
力を希望としております（未経験者不可）

岩手県盛岡市城西町１３－
１

株式会社　マルイチ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

営業（カーライフアドバイ
ザー：宮古店）

日産自動車販売会社（正規カーディーラー）の店舗
にて、新車及び中古車の販売業務とアフターフォ
ローの業務を担当していただきます。具体的には・
既にお付き合いのあるお客さま、来店されたお客さ
まへの対応（クルマ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

自動車整備士（宮古店） 当社、店舗において下記の業務を行っていただきま
す。≪自動車の整備点検全般≫・主に一般車両の整
備、車検業務、整備結果説明など　・その他、付随
する業務及び指示された業務

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
自動車整備士としての
実務経験あれば尚可

岩手県宮古市

自動車整備士補助（宮古
店）

当社、店舗において下記の業務を行っていただきま
す。≪自動車整備業務におけます補助業務全般≫・
洗車、車内清掃、簡単な整備作業、構内のクルマ移
動・その他、付随する業務及び指示された業務※無
資格・未経験から始められる業務です。

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

店舗事務（宮古店） 日産自動車販売会社（正規カーディーラー）の新車
販売店舗にて事務全般を担当していただきます。具
体的には主に以下の業務を担当していただきま
す。・事務業務全般・来店されたお客様対応）・電
話対応・ＤＭ作成や書類作成

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

事務職としての経験、接客業
の経験あれば尚可、
エクセルの操作、
基本的なＰＣの知識

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業補助（宮古店） 日産自動車販売会社（カーディーラー）の店舗に
て、新車及び中古車の営業職補助のお仕事です。営
業の補助業務からスタートして、最終的には営業職
（カーライフアドバイザー）にステップアップする
ことを目指していただくための職種です。

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

宅配ドライバー 生協の個人宅配配送（いわて生活協同組合様）
・セットされた食材を生協組合員様宅にお届けの仕
事
・１日６０～７０軒の配送
・車両は１．５ｔ（ＡＴ車）の小さなトラックです

宮城県仙台市若林区六丁の
目中町２３－３８　フクイ
事務所２階

株式会社　三協運輸
サービス　東北営業
所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

世話人又は生活支援員 下記の業務に従事していただきます。・食事の調理
や片付け（平日は朝食と夕食、土日祝はプラス昼
食）・日報の記入（チェック式の簡易的なもの、簡
単な状況記入）・服薬管理（あらかじめセットされ
たものを渡し服用を確認）

岩手県宮古市津軽石第１３
地割２０８番地１６０

株式会社　風和璃

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市



普通自動車免許一種 変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 186,000円～279,000円

鉄筋工の経験

正社員 59歳以下 あれば尚可 03030- 3495121
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
2人 175,000円～256,667円

建設経験者

正社員 64歳以下 あれば尚可 03030- 3497721
調理師

食品衛生責任者 (1)8時00分～16時20分
1人 あれば尚可 170,000円～230,000円

和食調理経験あれば尚可

正社員 59歳以下 03030- 3498821
変形（1年単位）
(1)6時00分～21時00分

1人 145,500円～200,000円 (2)12時00分～21時00分
(3)6時30分～15時30分

正社員 30歳以下 03030- 3500721
調理師 変形（1年単位）

あれば尚可 (1)6時00分～20時00分
1人 150,000円～190,000円 (2)8時00分～20時00分

(3)11時00分～20時00分

正社員 35歳以下 03030- 3501821
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
3人 220,000円～280,000円

正社員 35歳以下 14040-19419721

4

営業（岩手）／ノルマなし
／本社研修あり

・温泉施設、プール施設から要望に合った見積を作
成する仕事です・設備事務所、管材商社へのＰＲ＊
土地勘のある方優遇。営業エリアは隣県まで※ノル
マはありません。※先輩と同行して知識を増やして
頂きます＊土曜の出勤は月１～２回程度

神奈川県川崎市幸区新川崎
２－６

株式会社　ショウエ
イ

雇用期間の定めなし
ワード、エクセル

触れたことがあれば可
岩手県下閉伊郡岩泉町

調理職 当ホテル内において、宿泊するお客様へ提供する夕
食・朝食の調理全般を行います。＊和・洋・中、約
４０種類のビュッフェスタイル。


岩手県宮古市崎鍬ヶ崎１８
－２５－３

一般財団法人休暇村
協会　休暇村陸中宮
古

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業係（フロント及びレス
トラン係等）／正社員

【セールス活動及びフロント業務】・チェックイ
ン・チェックアウト業務、売店・ラウンジ担当　・
電話応対（予約管理・受付）、その他付随する業務
【レストラン業務】・バイキング朝食・夕食の配
膳、宴会場のセッティング・片付け

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎１８
－２５－３

一般財団法人休暇村
協会　休暇村陸中宮
古

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理員／丼の店おいかわ
宮古魚菜市場店（正社員）

主にお刺身、海鮮丼などの食事を提供しているお店
です。・調理員として、調理業務全般を担当してい
ただきます。・お魚を捌いたり、丼物の調理および
盛り付けや飲み物作り等を行っていただきます。

岩手県宮古市板屋３丁目２
－６

株式会社　ダイニン
グ

雇用期間の定めなし
※経験者は採用面で
優遇します。見習可。

岩手県宮古市

足場組立作業員 各建設現場において、・足場の組立、解体作業　・
基礎工事、土木作業等　主な現場は山田町、宮古市
などの沿岸地域となります。資格、実務経験がなく
てもやる気のある方歓迎です。必須資格取得費用は
会社で負担します。

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第１２地割３－７２

北成興業　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

鉄筋工 鉄筋の加工および組立業務に従事していただきま
す。・鉄筋加工場にて鉄筋を切断し、曲げ加工した
ものを建築現場や土木工事現場にて組み立ておよび
取付作業　・現場間の移動は社用車を使用　＊玉掛
け、移動式クレーン免許あれば尚可です。

岩手県宮古市松山第５地割
１７－１

有限会社　因幡鉄筋
工業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市


