
(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- 4606731

(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- 4607331

(1)8時00分～17時00分
5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- 4608631

(1)8時00分～17時00分
5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- 4609931

(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- 4478431
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)9時30分～18時00分
1人 152,800円～251,900円

正社員 59歳以下 03010- 4540431
交替制あり

1人 190,000円～280,000円

正社員 59歳以下 03010- 4135131
普通自動車免許一種

7人 151,400円～249,800円

正社員以外 不問 03030-  593931
変形（1ヶ月単位）
(1)6時30分～15時30分

1人 150,080円～150,080円 (2)7時00分～16時00分
(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030-  594131
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 220,000円～280,000円

正社員 64歳以下 03030-  595031
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

危険物取扱者（丙種） (1)8時30分～17時00分
2人 危険物取扱者は丙種以上 170,000円～230,000円

準中型自動車免許

正社員以外 不問 配送経験あれば尚可 03030-  596831
普通自動車免許一種

(1)8時15分～17時15分
1人 182,000円～232,000円

正社員 59歳以下 03030-  597231
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
1人 151,888円～203,000円 (2)15時00分～0時00分

(3)0時00分～9時00分

正社員 64歳以下 03030-  600431
普通自動車免許一種

危険物取扱者（乙種） (1)8時00分～17時00分
1人 156,400円～158,000円

正社員 59歳以下 03030-  604931

1

ガソリンスタンドスタッフ
（正社員）

当社のガソリンスタンド内（宮古給油所（大通）、
千徳給油所、黒森給油所のいずれか）において下記
の業務を行っていただきます。・お客さまへの接客
応対、給油、洗車等のサービス業務・軽作業等とな
ります＊交替制による勤務あります。

岩手県宮古市大通３－６－
３５

中屋石油　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

危険物取扱者乙４種
あれば尚可

介護員 介護サービス提供を行います。・食事介助、排泄介
助、入浴介助　・レクリエーションの企画、運営
・利用者の送迎、健康管理　介護員６名で施設利用
者１５名の介護を行っています。○介護業務未経験
の方や資格が無い方の応募歓迎します。

岩手県宮古市実田一丁目７
番２８号

有限会社　ライフ
ネットワーク

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護支援専門員 居宅支援センターあすも、介護多機能ホームあすも
において下記の業務に従事して頂きます。・サービ
ス利用に関する手続きやサービス内容の説明・ケア
プランの作成・請求業務・上記を含むケアマネジメ
ント業務全般・訪問業務（社用車：ＡＴ車使用）

岩手県宮古市大通３丁目６
番５１号

リハビリデイホーム
あすも　介護多機能
ホーム　あすも

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護支援専門員
（ケアマネージャー）

配送員（灯油） 灯油の宅配業務を行います。・エリアは宮古市内・
山田町内で、決められたコースを複数名で分担して
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未満の車両を運転しま
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

設計 当社は主に建築鉄骨やステンレス製品を設計、施工
しています。
・ＣＡＤによる図面作成、部材手配、設計打合せ等
を行っていただきます。・使用ＣＡＤは、ＲＥＡＬ
４及びＡｒｒｉｓとなります。

岩手県宮古市臨港通１番７
号

有限会社　佐々木鉄
工所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木・建築関係の資格が
あれば尚可

ＲＥＡＬ４及びＡｒｒｉｓの操作経験が
あり,設計・手配・製作指示・工程管
理まで総合して行った経験がある

こと

調理員 入居者（８０名）の調理業務となります。
・下ごしらえ、調理、盛り付け、食器洗浄、調理室
清掃　・その他配膳、下膳　※短期入所生活介護・
デイサービスセンター併設

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

公立小中学校事務（臨時職
員）

宮古教育事務所管内の各小中学校において、学校事
務に従事していただきます。
・学校職員の給与事務、旅費事務、市町村費予算の
支出事務、学校集金事務、学校に届く文書の収受事
務　・来客及び電話の受付、応対

岩手県宮古市五月町１－２
０　宮古地区合同庁舎内

宮古教育事務所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時00分～17時30分

の間の8時間程度
岩手県宮古市

パソコン操作
（ワード・エクセル）

ができる方

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

営業スタッフ（宮古店） 営業スタッフとして以下の業務を担当していただき
ます。・新車、中古車の販売　・顧客へのアフター
フォロー（点検、車検修理等の誘致活動）・損害保
険、生命保険の代理店業務　・接客応対等　・その
他、上記に関連する業務

岩手県盛岡市東仙北２丁目
１３－３５

ネッツトヨタ岩手
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

＊鮮魚部門で経験のある方＊
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

《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

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

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

事業所名
求人番号

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

（2月10日時点の内容です）

２月６日　から　　２月１０日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は２月２２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

◎ 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５年２月１６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



普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
(1)7時30分～16時30分

1人 162,200円～184,800円 (2)8時30分～17時30分
(3)12時00分～21時00分

正社員 64歳以下 03030-  606031
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-  607831
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-  609531
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-  610331
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

2人 151,400円～167,667円 (2)20時00分～5時00分

正社員 18歳～45歳 03030-  611631
普通自動車免許一種 交替制あり

(1)8時30分～17時30分
1人 144,611円～185,680円

正社員 59歳以下 03030-  578131
調理師

あれば尚可 (1)10時30分～21時30分
1人 245,000円～300,000円

正社員 不問 調理、ホール経験 03030-  579031
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)7時30分～16時30分
1人 166,900円～188,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)12時30分～21時30分

正社員以外 64歳以下 03030-  587031
調理師

あれば尚可 (1)6時30分～15時30分
1人 156,900円～173,000円 (2)9時00分～18時00分

正社員以外 64歳以下 03030-  588831
普通自動車免許一種

歯科衛生士 (1)9時30分～19時30分
1人 190,000円～220,000円 (2)9時30分～13時30分

正社員 不問 03030-  590731
看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
1人 204,000円～428,400円

正社員以外 64歳以下 03030-  592631
大型自動車免許 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 175,334円～175,334円

大型車両運転経験

正社員 不問 あれば尚可 03030-  598531
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時30分
1人 165,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03030-  572531
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 156,000円～204,000円

正社員 64歳以下 溶接資格あれば尚可 03030-  577931

(1)8時00分～17時00分
2人 150,000円～180,000円

正社員 64歳以下 03030-  558331
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～16時30分
1人 140,270円～140,270円 (2)9時00分～17時30分

(3)10時30分～19時00分

正社員以外 59歳以下 03030-  560031
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)9時00分～17時30分
1人 160,000円～170,000円

正社員 59歳以下 03030-  562231

(1)2時00分～12時00分
3人 200,000円～300,000円

正社員以外 18歳以上 03030-  563531
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時00分
2人 160,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03030-  564431
保育士

(1)9時00分～18時00分
2人 152,900円～165,900円

いずれか
普通自動車免許一種

正社員以外 不問 03030-  565731
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保育士（つどいの広場） 〇つどいの広場保育士　広場型子育て支援施設にお
いて主に乳幼児を育てる世帯の育児相談や情報提供
を支援する業務です。・子育て世帯が孤立しないよ
う、交流の場の提供やサークルへの支援等・保護者
同伴でのお子さんの保育業務

岩手県宮古市小山田２丁目
９－２０

社会福祉法人　宮古
市社会福祉協議会幼稚園教諭免許

（専修・１種・２種）
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

設備作業員（見習い可） 冷却設備（水産加工会社の冷凍冷蔵庫等）および周
辺機器の工事、点検、整備、水産加工機械等の製
作、点検、整備等を行います。現場は主に宮古市内
または沿岸地区で、移動には社用車を使用します。
作業内容が様々な為未経験者でも指導していきます

岩手県宮古市田鎖第９地割
３６番地３

有限会社畠山冷設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

定置網作業員 ○定置網漁業の操業に係わる作業全般　・船上での
漁獲作業（網入れ、網起こし等）・船上での箱詰め
作業・漁港内での荷下ろし・網などの修理等　○天
候にもよりますが、月２０日～２４日の操業です＊
雇用開始は、令和５年４月中旬予定となります。

岩手県下閉伊郡山田町船越
第２２地割１番地

大浦山上定置漁業生
産組合

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・経理 自動車販売店において下記業務に従事していただき
ます。・納品書の作成、見積、請求書作成、車検や
点検の案内作成・売上、入出金管理現金出納簿（定
形フォームに入力）等・電話来客対応・銀行等への
外出用務（社用車使用）社内清掃等を行います。

岩手県宮古市田鎖１３－２
６－１

有限会社　カーセン
ター丸正

雇用期間の定めなし 事務経験あれば尚可、
ＰＣ基本操作

（ワード・エクセル） 岩手県宮古市

サービススタッフ 日産レンタカーにおいて以下の業務を行っていただ
きます。・レンタカーの配車、引取業務　・カウン
ターでの接客業務　・洗車、車内清掃　・電話対応
・各種事務処理　・その他、関連する業務

岩手県宮古市大通４丁目４
－２２　朝日生命宮古ビル
１階

株式会社　日産レン
タカー岩手　日産レ
ンタカー宮古駅前店

雇用期間の定めなし
ＰＣ基本操作

（ワード・エクセル）
岩手県宮古市

ゴム製品の製造全般 ★２０２３年４月にＳＭＣ遠野第二工場内に開所す
る当社遠野事業所のオープニングスタッフ募集で
す。２０２３年４月までは岩手工場（宮古市）勤務
による実習とし、２０２３年５月から遠野事業所で
の勤務となります。

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 ゴム製品製造経験あれば尚
可、パソコンの基本操作がで

きれば尚可 岩手県宮古市、他

鉄骨・鉄筋工事業 ステンレス製プールの製作・工程で、切断・組立・
本付溶接に従事して頂きます。主に、公共（学校
等）のプール設置で、全国広域出張があります。そ
の他に建設物等の鉄骨工事もあります。＊溶接資格
等あれば尚可ですが、入社後の取得も可能です。

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第５地割３１－７

有限会社　小原工業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

ＬＰＧ販売スタッフ ・ＬＰガスの保安点検、検針、ガス工事等

・検針エリアは岩泉町内と田野畑村となります
・その他付随する業務

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字村木１８－１

泉金商事　株式会社

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

岩手県下閉伊郡岩泉町

運転手 大型ダンプの運転を担当していただきます。
・砂、砕石等の運搬　・車両の清掃、整備等　・現
場は主に岩手県内となりますが、県外の仕事もあり
ます。

岩手県宮古市山口３丁目９
番１４号

株式会社　太樹

雇用期間の定めなし
又は7時00分～16時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

看護師／日勤 当院では医療療養病棟２病棟、回復期リハビリテー
ション病棟２病棟があります・各病棟３０～４０床
看護業務全般　配属病棟は相談のうえ決定いたしま
す パート勤務について相談に応じます 病棟勤務経
験が無い方外来のみの勤務経験の方もご相談下さい

岩手県宮古市保久田８番３
７

特定医療法人　弘慈
会　宮古第一病院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

歯科衛生士 医師のアシスタント業務となります。
・医師の指示のもと診療の補助、治療器具の準備、
片付け、洗浄、消毒、院内の清掃など
・業務に慣れてきたら受付業務も担当していただき
ます。

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 パソコン
（ワード・エクセル）

操作のできる方
岩手県宮古市

調理員 『望みの園はまなす』『日台きずな保育園』におい
て調理業務に従事していただきます。※望みの園は
まなす　・利用者の朝、夕食約４０食、昼食約５０
食分の食事の調理を行います。・その他配膳、食
器・調理器具の洗浄、調理室の清掃など

岩手県下閉伊郡山田町山田
１－１１－３

社会福祉法人　親和
会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

支援員・介護職 利用者の支援及び介護業務を行います。
・日常の食事、入浴、レクレーション等の介助
・施設車を運転し送迎（各施設により使用車は異な
りますが、軽自　動車、ハイエースなど）
・シフトにより（１）～（４）の時間の交替勤務

岩手県下閉伊郡山田町山田
１－１１－３

社会福祉法人　親和
会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

調理補助・ホール／ＳＹＵ
ＷＡ　ＳＹＵＷＡ／経験者

厨房内において調理の補助的作業及びホールにおい
て接客業務を行っていただきます。○厨房内におい
て調理の補助的作業　・調理者の指示により、野菜
カットや調理の下ごしらえ、準備、盛付け、飲み物
作り、食器・調理器具の洗浄、食材の在庫確認等

岩手県宮古市八木沢第４地
割９７－７

ビツクベル　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般事務／トライアル併用
求人

小売業事務所での一般事務業務に従事していただき
ます。具体的には伝票チェック、集計作業、来客・
電話対応、その他庶務作業になります。

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第２地割４３番地６
ホームワンサトー

有限会社　サトー
（ホームワン　サ
トー）

雇用期間の定めなし
エクセル・ワードで

入力作業ができれば尚可
岩手県下閉伊郡山田町

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

生活支援員兼世話人（日
勤）

障がい者グループホーム（定員９名＋併設短期入所
１名）にて、ご利用者様の生活全般の支援、介護
サービスを提供いただきます＜主な業務＞・食事、
入浴、排泄など日常生活の支援又は介助・各種記録
作成・買物同行、代行・散策など軽運動の付き添い

岩手県下閉伊郡山田町船越
第１５地割３－９４

合同会社　５０ＵＰ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

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

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

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



普通自動車免許一種
(1)8時00分～17時00分

2人 249,700円～343,700円

正社員 69歳以下 ＣＡＤ使用経験あれば尚可 04010- 9793031
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
二級自動車整備士 (1)9時30分～18時00分

1人 あれば尚可 143,800円～242,900円

正社員 59歳以下 03010- 3770031
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
第二種電気工事士 (1)9時00分～18時00分

1人 あれば尚可 150,000円～250,000円

正社員 40歳以下 03010- 3801031
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)9時30分～18時10分
1人 161,500円～241,000円

正社員 59歳以下 03010- 3977231
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
二級自動車整備士 (1)9時30分～18時10分

1人 161,500円～241,000円

正社員 59歳以下 03010- 3987431
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時30分
1人 180,000円～180,000円

正社員 59歳以下 03030-  540331

(1)9時00分～17時30分
1人 215,000円～270,000円

普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 03030-  543131
保育士あれば尚可 交替制あり

子育て支援員研修修了者 (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-  546231
普通自動車免許一種 交替制あり

(1)7時30分～16時30分
1人 146,205円～171,200円 (2)9時30分～18時30分

正社員 45歳以下 03030-  547531
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

正社員 64歳以下 建設経験者あれば尚可 03030-  548431
大型自動車免許 変形（1年単位）

車両系建設機械運転技能 (1)8時00分～17時00分
1人 あれば尚可 196,917円～231,667円

正社員 59歳以下 経験１年以上 03030-  549731
変形（1年単位）
(1)9時00分～17時55分

1人 148,100円～163,700円 (2)10時00分～18時55分
パソコン基本操作 (3)12時00分～20時55分
パソコン操作

正社員 64歳以下 電話応対 03030-  553831
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)10時00分～19時00分
3人 163,800円～163,800円

正社員 64歳以下 04010- 9318431

(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- 9414431

(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- 9449431
１,２級土木施工管理技士

(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- 9465431
２級電気工事施工管理技士

(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- 9506631

(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- 9513331

(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- 9641731
変形（1年単位）

1人 210,000円～240,000円

正社員 59歳以下 14010- 7136831

3

（社）携帯の販売接客ス
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　・携帯電話の販売・各種手続き・
サービス提案・故障の受付相談対応・操作方法の案
内・販売促進のポップ作成・ディスプレイ変更・イ
ベント販売の企画運営・在庫管理・商品陳列　など

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

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

職長安全衛生責任者などの
各種講習修了者は歓迎致します。
標準的なウインドウズ・エクセル・
ワードの日常使用があります。
建設業界内での経験であれば
工種を問わず、その方の経験を
活かした選考をさせて頂きます。

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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

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

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

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

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）

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致します

雇用期間の定めなし 建設業界内での経験であれば
工種を問わずその方の経験を
活かした選考をさせて頂きます 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

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
建設技術事業部その他の土木・測量技術関係資格

あれば尚可、旧道路公団管理員、
高速道利調査会講習会受講者、Ｒ
ＣＣＭ等、建設業界内での経験で
あれば工種を問わず、その方の経
験を活かした選考をさせて頂きま

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

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

職長安全衛生責任者などの
各種講習修了者は歓迎致します。
標準的なウインドウズ・エクセル・
ワードの日常使用があります。
建設業界内での経験であれば
工種を問わず、その方の経験を
活かした選考をさせて頂きます。

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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

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。

職長安全衛生責任者などの
各種講習修了者は歓迎致します。
標準的なウインドウズ・エクセル・
ワードの日常使用があります。
建設業界内での経験であれば
工種を問わず、その方の経験を
活かした選考をさせて頂きます。

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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

イエローハット軽整備ス
タッフ（宮古店）

・主にタイヤ交換、オイル交換などのピット作業全
般・カー用品等の販売、商品陳列、お客様対応　※
自動車についての難しい知識や技術がなくても大丈
夫　未経験者の方にも親切に指導いたします。※商
品購入時、社員特典あり※制服は貸与します。

宮城県仙台市太白区西多賀
４丁目４－１７

株式会社　ホットマ
ン

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

予約管理スタッフ 浄土ヶ浜パークホテル内事務所に置いて、予約管理
の業務をしていただきます。
・予約システムへの入力
・電話応対
・予約に関する事務処理、書類整理等

岩手県宮古市日立浜町３２
－４

株式会社　みちのり
ホテルズ　浄土ヶ浜
パークホテル

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

大型ダンプ運転手 大型ダンプ（１０トン）の運転業務に従事していた
だきます。運搬する物は、砂利、砕石、土砂等とな
ります。就業場所は、主に岩泉地区、田野畑地区、
宮古地区、久慈地区となります。

岩手県下閉伊郡田野畑村真
木沢８６－１５

株式会社　岩手企業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

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

岩手県下閉伊郡山田町

工具修理・取付・整備／ト
ライアル併用求人

当社において下記の業務に従事して頂きます。
・電動工具、エンジン工具、石油ストーブ等の取
付、修理、整備等　・店舗内およびお客様宅へ訪問
し作業　・その他付随する業務　＊興味ある方のご
応募お待ちしています。

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第２地割４３番地６
ホームワンサトー

有限会社　サトー
（ホームワン　サ
トー）

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

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

作業療法士・理学療法士 在宅療養する患者さんのご自宅に訪問し、リハビリ
業務を行います・１日の訪問件数は平均４～５件・
主に機能回復訓練や指導・援助等・訪問後は報告書
作成（パソコン入力）※エリアは宮古市内、社用車
使用となります※試用期間中は担当が同行します

作業療法士または
理学療法士のどちらか

あれば応募可

岩手県宮古市宮町３丁目２
番１３号

株式会社　メディケ
ア・システム

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業アシスタント 当社において下記の業務に従事していただきま
す。・パンフレット・ポスター・チラシ・冊子・帳
票類の印刷物の受注や納品　・お客様との校正打合
せ等　＊飛び込み営業などはありません。＊営業歴
がある方歓迎します。

岩手県宮古市松山第５地割
１３番地６

株式会社　文化印刷

営業経験（業種不問）あれば
尚可、ＰＣ基本操作、ワー

ド、エクセル、
タブレット操作

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

自動車整備士（スズキア
リーナ宮古中央）

自動車の整備、点検、修理業務全般を行って頂きま
す
・自動車の整備、点検、修理　・整備、点検結果の
お客様への説明　・ご注文頂いた新車、中古車への
納車前架装　等

岩手県盛岡市東仙北２丁目
１０－２５

株式会社　スズキ自
販岩手

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

建築施工管理補助 ・ビル、マンション、商業施設、工場、倉庫などの
新築及び改修工事の現場管理・施主との打ち合わ
せ・安全管理、施工図作成、修正・設計、施工業務
などをお任せします。◇有資格者・ＣＡＤ経験のあ
る方優遇◇有給休暇取得奨励（最低年５日以上）

宮城県仙台市宮城野区榴岡
３丁目１０－７
サンライン第６６ビル２Ｆ

株式会社　クリエイ
トワークス　建設事
業部

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

サービス（自動車整備）ス
タッフ（宮古店）

自動車の点検、整備、修理　主に乗用車の車検に伴
う整備および修理　１．点検、修理など依頼があっ
たクルマの点検をおこない、不良箇　所に応じた必
要部品の注文、取替、修理　２．その他関連する業
務

岩手県盛岡市東仙北２丁目
１３－３５

ネッツトヨタ岩手
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

据付工事（久慈・宮古支
店）

家電製品（テレビ、冷蔵庫、エアコン、照明器具な
ど）の据付工事全般（久慈、宮古市内全域での作業
となります）＊大手家電販売店の下請け等行ってお
り、今回は業務拡大の為の募集です。＊男女問わず
活躍できる職場です。

岩手県滝沢市鵜飼下高柳６
－１１～２Ｆ

株式会社　ハン
ディーマン

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

営業（スズキアリーナ宮古
中央）

お客様に最適なお車を提案し、カーライフをサポー
トするお仕事です。
・スズキの新車および中古車の販売　・自動車保険
の募集　・管理顧客への車検、点検案内　・修理等
のアフターフォローサポート

岩手県盛岡市東仙北２丁目
１０－２５

株式会社　スズキ自
販岩手

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市
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