
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

138,600円～231,000円

正社員 64歳以下 03030- 1465501
普通自動車免許一種

２級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分
車両系建設機械運転技能者 150,000円～240,000円
小型移動式クレーン
玉掛け等あれば尚可

正社員 不問 建設関係業務 03030- 1466001
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

187,600円～237,000円 (2)8時30分～12時30分

正社員 59歳以下 03030- 1467301

(1)8時00分～17時30分
169,500円～267,800円

正社員 64歳以下 03030- 1468601
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
150,000円～250,000円 (2)17時30分～8時30分

正社員 64歳以下 03030- 1469901
看護師
准看護師 (1)8時30分～17時30分
いずれか 161,600円～240,400円

正社員以外 不問 03030- 1471801
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 161,600円～240,400円 (2)9時30分～18時30分

正社員以外 不問 03030- 1472201
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
二級自動車整備士 (1)8時00分～17時00分

あれば尚可 150,000円～200,000円

正社員 34歳以下 03030- 1474001
看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時15分～17時00分
194,100円～260,300円

正社員 59歳以下 03030- 1452101
普通自動車免許一種

185,000円～250,000円

正社員 不問 03030- 1458001
普通自動車免許一種

155,520円～155,520円
雇用期間の定めなし

正社員以外 不問 03030- 1460101
普通自動車免許一種

155,520円～155,520円

正社員以外 不問 03030- 1462701
普通自動車免許一種
中型自動車免許 (1)8時30分～17時30分
大型自動車免許 168,800円～185,680円

フォークリフト運転技能者

あれば尚可
正社員以外 不問 03030- 1463801

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

173,600円～217,000円

正社員 18歳以上 03100- 1275401
二級自動車整備士 変形（1年単位）
普通自動車免許一種 (1)8時55分～17時55分

162,000円～200,000円

正社員以外 59歳以下 03010-10047101
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

145,152円～172,800円 (2)22時00分～6時00分

正社員 18歳～64歳 02060- 1786001
介護職員初任者研修修了者 変形（1ヶ月単位）

あれば尚可 (1)7時00分～16時00分
144,500円～194,300円 (2)9時00分～18時00分

(3)10時00分～19時00分

正社員 64歳以下 03030- 1440001
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時30分
141,350円～146,880円

正社員以外 不問 03030- 1443901
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     （5月15日時点の内容です）

　　５月１１日　から　５月１５日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　５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

大工見習い

1人

以下の業務を行っていただきます。
・新築、リフォーム作業の補助
・修理、修繕作業の補助
・サイエンスホーム宮古店での新築作業補助


岩手県宮古市山口１丁目
２－３１

沢与建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

建設作業員

4人

土木工事現場での土木作業全般を担当していただ
きます。
・現場作業（作業手元）
・資材の準備、運搬等
・片づけ、作業指示者によるその他付随する業務

岩手県下閉伊郡岩泉町袰
綿字関屋２７－８

株式会社　モリケ
ン

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

医療事務

1人

医療事務に係る業務を行っていただきます。
・受付窓口での患者様の対応（受付・精算等）
・セプト入力、パソコン入力業務
・電話対応
・その他付随する業務

岩手県宮古市大通一丁目
３－２４

後藤泌尿器科皮膚
科医院

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

岩手県宮古市

菌床椎茸の栽培等／正社員
１

1人

菌床椎茸の栽培、集出荷にかかる作業に従事して
いただきます。
・収穫、箱詰め、パック詰め、箱作り
・菌床の製造、培養にかかる作業


岩手県下閉伊郡岩泉町浅
内字下栗畑６８－１１

株式会社　岩泉き
のこ産業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

総合職

1人

○医療事務業務（受付窓口、レセプト作成、病棟
クラーク事務、診療録の保管整理等）
○総務業務（労務管理、経理関係、環境整備等）
○薬剤業務（薬剤師の補助。処方箋に基づき薬仕
訳、処方箋管理、接客等）

岩手県宮古市保久田８番
３７

特定医療法人　弘
慈会　宮古第一病
院雇用期間の定めなし

パソコン操作が出来る方 岩手県宮古市

看護職／デイサービス（フ
ル）

2人

デイサービス利用者の看護業務です。
・利用者の記録類の作成、健康相談等の業務
・送迎添乗業務
現在１日平均２５名程度の利用者があり、看護職
員７名、介護職員１８名体制で業務にあたってい

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
４地割１－２０

社会福祉法人　若
竹会　サンホーム
みやこ雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

岩手県宮古市

看護職／特養・短所

2人

施設入所者（特養・短期入所者）に対する看護業
務
・バイタルチェック、巡回
・服薬準備、確認
・入所の方の記録作成、健康相談等

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
４地割１－２０

社会福祉法人　若
竹会　サンホーム
みやこ雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

岩手県宮古市

鈑金塗装工・自動車整備士
（見習い可）

2人

・車両整備、車体整備、自動車鈑金、自動車車体
塗装
・ロードサービス、引取納車などのサービス全般

○資格がなくても応募できます

岩手県宮古市宮町４丁目
５－２９

宮沢自動車塗装
有限会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師／日勤

2人

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〉

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

商品企画、販売、製造

2人

＊宮古駅前のパティスリーに続き、ヤギミルクを
使ったお店を新規オープンします。朝はブーラン
ジェリー、昼はカフェ、夜はフレンチビストロ
と、時間帯によって違った雰囲気でヤギミルクの
美味しさを楽しめる、ここにしかないお店を目指

岩手県宮古市崎山第３地
割１１２－７０

グロースパート
ナーズ　株式会社

雇用期間の定めなし

飲食業の経験あれば尚可
又は7時00分～23時00分の
間の8時間

岩手県宮古市

5人

＊宮古駅前のパティスリーに続き、ヤギミルクを
使ったお店を新規オープンします。朝はブーラン
ジェリー、昼はカフェ、夜はフレンチビストロ
と、時間帯によって違った雰囲気でヤギミルクの
美味しさを楽しめる、ここにしかないお店を目指

岩手県宮古市崎山第３地
割１１２－７０

グロースパート
ナーズ　株式会社

飲食業の経験あれば尚可
又は7時00分～23時00分の
間の8時間

岩手県宮古市

接客、商品企画、販売、製
造／ブーランジェリー／８
ｈ

セールスドライバー

1人

当社において下記の業務を行っていただきます。
・配達、集荷業務、重量物の積み下ろし
・エリアは宮古市～普代村
・免許に応じ、中型車もしくは１ｔバンを使用し
ます。

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根第２地割１３－６

近物レックス　株
式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市、他

商品企画、販売、製造／パ
ティスリー／８ｈ

2人

宮古駅前でヤギミルクを使ったパティスリーを
やっています。
・新商品の企画（お菓子やファッション雑貨）
・ご来店されるお客様の接客、販売
・お菓子、パンの製造

岩手県宮古市崎山第３地
割１１２－７０

グロースパート
ナーズ　株式会社

雇用期間の定めなし

飲食業の経験あれば尚可
又は7時00分～20時00分の
間の8時間

岩手県宮古市

警備員（宮古営業所）

5人

＊各種現場（道路工事、建築工事、下水道工事、
イベント、駐車場内等）において、人や車両に対
しての誘導や交通整備を行い、安全を確保する仕
事となります。
　その他、巡回、ＪＲ列車見張等もあります。

岩手県久慈市栄町第３７
地割７８－２

株式会社　平成Ｇ
ＵＡＲＤ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

サービスエンジニア（宮古
営業所）

1人

当社宮古営業所において、下記の業務を行ってい
ただきます。
・トヨタ産業車両、フォークリフト、ショベル
ローダー、無人搬送システム、物流環境機器等の
修理

岩手県紫波郡矢巾町流通
センター南３丁目１０－
１０

トヨタＬ＆Ｆ岩手
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

列車見張員（ＪＲ山田線・
盛岡～宮古間）

2人

○ＪＲ東日本の鉄道工事現場における列車接近時
の現場作業員の安全確保が主な仕事です。
　現場はＪＲ山田線（盛岡～宮古間）となりま
す。
＊「列車見張員」の講習に参加いただきます。

青森県五所川原市中央２
丁目２０
パレスＫ２階

株式会社　ＺＥＮ
ＥＯ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

介護職／正社員

2人

福祉施設内における介護業務全般を行っていただ
きます。
・施設入所者数５０名、ショートステイ８名の方
への身の回りの世話、食事、排泄、入浴の介助な
ど

岩手県下閉伊郡田野畑村
田野畑１２０番１８

社会福祉法人　寿
生会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

製品納入業務・荷受け作業

1人

製品の納入・搬出・運搬業務は、製品の積み下ろ
し作業後、２ｔトラックで市内の業者へ運搬する
仕事です。荷受け作業は、東北工場内において、
製品・荷物の受け入れを担当していただきます。
製品は最大１０ｋｇ弱ある場合もありますので、

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

◎ 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５月２１日発行  



中型自動車免許 変形（1年単位）
普通自動車免許一種 (1)8時00分～17時00分
重機資格あれば尚可 155,260円～170,100円 (2)8時00分～16時30分

正社員以外 不問 03100- 1245001
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
245,440円～483,910円

正社員 59歳以下 04010-24428501
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時45分～18時00分
179,000円～231,000円 (2)10時45分～20時00分

(3)12時00分～21時15分

正社員 35歳以下 15070- 6738001
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時45分～18時00分
179,000円～231,000円 (2)10時45分～20時00分

(3)12時00分～21時15分

正社員 35歳以下 15070- 6739301
車両系建設機械

小型移動式クレーン (1)8時00分～15時30分
大型特殊 238,000円～357,000円

普通自動車免許一種

正社員 不問 01040- 5445001
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時00分
160,000円～300,000円 (2)8時30分～12時00分

正社員 不問 03030- 1430501

(1)8時30分～17時00分
150,150円～165,165円 (2)8時30分～12時00分

正社員 不問 03030- 1431001
中型自動車免許 変形（1年単位）

８トン限定中型自動車免許 (1)8時00分～17時00分
いずれか 142,800円～159,600円

普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 03030- 1432301

(1)8時30分～17時30分
320,000円～350,000円

普通自動車免許一種
正社員 不問 03030- 1433601

介護福祉士 変形（1ヶ月単位）
あれば尚可 (1)8時30分～17時30分

142,000円～178,000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- 1438801
保育士 変形（1年単位）

(1)7時00分～15時30分
168,750円～168,750円 (2)8時00分～16時30分

(3)10時00分～18時00分

正社員以外 不問 03030- 1439201
普通自動車免許一種

１級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分
２級土木施工管理技士 357,100円～565,100円

あれば尚可

正社員 69歳以下 04010-24124901
普通自動車免許一種

(1)9時00分～18時00分
228,000円～300,000円

正社員 59歳以下 04010-24132601
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
249,800円～343,604円

正社員 69歳以下 04010-24145801
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

あれば尚可 220,712円～220,712円

正社員 39歳以下 04010-24285001
普通自動車免許一種

(1)8時00分～15時30分
190,400円～309,400円

正社員 不問 01040- 5379701
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
中型自動車免許 (1)9時00分～17時30分
あれば尚可 148,500円～199,900円

正社員 59歳以下 03010- 9764001
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)9時30分～18時00分
184,000円～214,000円

正社員 59歳以下 03010- 9837301

(1)8時15分～17時00分
140,000円～200,000円

正社員 35歳以下 03030- 1411701
普通自動車免許ＡＴ 交替制（シフト制）

(1)8時30分～17時15分
162,700円～176,900円 (2)9時45分～18時30分

正社員以外 不問 03030- 1414501

2

伐採作業員

1人

・下刈作業及び伐採作業
　（チェンソー及び刈払機を使用します）
・場合により、運搬作業を行なっていただく可能
性があります。
・高所作業有り（高所車両を使用）

岩手県久慈市山根町下戸
鎖第５地割２７番地１

山根林産企業組合

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

施工管理補助（土木）

1人

未経験の方でも歓迎致します。
建設現場での現場監督の補佐（土木）に従事して
頂きます。
・デジカメ等を使用した写真の管理・整理
・ＰＣを操作（Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ）し、書類

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

岩手県宮古市、他

販売・店舗運営職（リー
ジョナル社員）

1人

販売からスタートし、将来的には店長や地域マ
ネージャーとして、店舗運営の中堅幹部を目指し
ていただく職種です。まずはホームセンターでの
接客、販売、売場づくり、商品管理、店長代行業
務などを通じて知識と技術を習得していただきま

新潟県新潟市南区清水４
５０１番地１

株式会社　コメリ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

販売・店舗運営職（リー
ジョナル社員）

1人

販売からスタートし、将来的には店長や地域マ
ネージャーとして、店舗運営の中堅幹部を目指し
ていただく職種です。まずはホームセンターでの
接客、販売、売場づくり、商品管理、店長代行業
務などを通じて知識と技術を習得していただきま

新潟県新潟市南区清水４
５０１番地１

株式会社　コメリ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

重機オペレーター

2人

〇土木・舗装工事における重機オペレーター 北海道中川郡幕別町札内
北町２８－８

蟻十工業　冨西
峰生

雇用期間の定めなし

建設機械(整地・解体),小
型移動式ｸﾚｰﾝ運転経験

岩手県宮古市、他

歯科技工士

1人

歯科技工業務全般
義歯、硬レ（差し歯）、クラウン・ブリッジ作業
【必要な経験・資格について】下記の１か２に該
当する方　１）歯科技工士の資格をお持ちの方
２）無資格だが業務経験のある方

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

仕事の内容欄に記載されて
いる要件を満たす方

岩手県下閉伊郡山田町

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

水産加工員及び運転手

1人

以下の業務を行っていただきます。
・鮭、サンマ、鯖、イカなどの機械捌きや手捌き
作業
・乾燥、冷凍作業
＊鮮魚加工した箱（重さ１０ｋｇ～１５ｋｇ）の

岩手県宮古市築地２丁目
７－１８

有限会社　小が理
商店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ケアマネージャー／さくら
つつみ

1人

小規模多機能センター（通所・訪問）サービスに
おいて、ケアマネージャー業務を担当していただ
きます。
・介護サービスの策定・相談
・介護認定調査の実施等

介護支援専門員（ケア
マネージャー）

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 計画作成担当者研修
認知症実践研修修了

岩手県宮古市

介護職／グループホームい
わいずみ

1人

グループホームいわいずみの入居者９名に対す
る、介護サービスを提供して頂きます。
・入浴、排泄、食事、移動等の介助
・レクリエーションの企画運営
・その他、記録や送迎等の入居者様の生活支援全

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
９地割３９番地２７

医療法人　仁泉会
介護老人保健施設
ほほえみの里雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
簡単なタブレット端末の操

作
岩手県下閉伊郡岩泉町

保育士（臨時）

1人

当法人が運営する保育園を利用している保育児童
（０歳～５歳）の保育業務全般を担当していただ
きます。
・令和２年度は定員６０名です。
・臨時職員から正職員への登用の可能性がありま

岩手県下閉伊郡山田町長
崎二丁目３－１

社会福祉法人　正
受会　山田中央保
育園雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

土木施工管理

3人

土木施工管理
・現場管理、測量、丁張り、写真管理、出来形管
理等
・主にゼネコン工事の１次、２次下請け工事現場
の施工管理、各種土木工事

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

建設現場での実務経験、
CAD使用経験あれば尚可

岩手県宮古市、他

営業所長候補

1人

警備関係営業・業務・管理全般を行って頂きま
す。
具体的には、
・新規顧客の開拓
・各種契約書の作成、契約の締結

宮城県仙台市青葉区国分
町１丁目７－１８　白蜂
広瀬通ビル２階

東洋ワークセキュ
リティ　株式会社

雇用期間の定めなし

営業経験があれば尚可 岩手県宮古市

土木施工管理補助

2人

・建設現場での写真撮影
・巻き尺で距離を測る
・パソコンへの入力
　など、現場監督のお手伝いをしていただきま
す。

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２
Ｆ

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

ＣＡＤ使用経験あれば尚可 岩手県宮古市、他

宅配ドライバー

1人

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

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

土木作業員

3人

〇機械の手元作業
〇工事現場における作業
〇舗装工事作業（アスファルト・コンンクリート
施工等）

北海道中川郡幕別町札内
北町２８－８

蟻十工業　冨西
峰生土木・舗装工事に伴う

各種免許あれば尚可雇用期間の定めなし

土木・舗装工事作業 岩手県宮古市、他

ルート営業スタッフ（釜石
店または宮古店）

1人

取引先自動車販売店様に対するルート営業を行
い、新車・中古車の販売を通じて販売店様の販売
支援活動を行うお仕事です。
（主な内容）
・販売店様に対する販売促進支援

岩手県紫波郡矢巾町大字
広宮沢第７地割３３４番
地

岩手ダイハツ販売
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

営業スタッフ（宮古店）

1人

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）

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

機械オペレーター

1人

当社において下記の業務を行っていただきます。
・金型用パーツ部品の加工
・研磨加工

＊立ち仕事になります。

岩手県宮古市田鎖第３地
割１４番地

株式会社　ＧＵＰ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

生活支援員／グループホー
ム（障がい者）「ちふな」

1人

・健康管理、入浴、家事、余暇、通院、相談援助
などの日常生活支援
・パソコンを使用しての業務報告など
＊グループホーム利用者（障がい者・約２８名）
の生活支援を行います。

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



準中型自動車免許 変形（1年単位）
フォークリフト運転技能者 (1)8時00分～17時00分

あれば尚可 180,000円～210,000円

正社員 30歳以下 03030- 1415001
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

フォークリフト運転技能者 (1)8時00分～17時00分
あれば尚可 180,000円～210,000円

正社員 40歳以下 03030- 1416301
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- 1418901
はり師 変形（1年単位）
きゅう師 (1)8時30分～17時30分

178,000円～195,000円 (2)8時30分～12時30分

正社員 59歳以下 03030- 1419101
理学療法士 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時30分
178,000円～195,000円 (2)8時30分～12時30分

正社員 59歳以下 03030- 1420801
美容師 変形（1ヶ月単位）

(1)9時30分～18時30分
150,000円～600,000円

正社員 不問 03030- 1421201
大型自動車免許 変形（1年単位）

(1)8時00分～16時30分
185,000円～190,000円

正社員以外 不問 03030- 1422501
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
202,350円～276,900円

正社員 不問 03030- 1423001

(1)8時30分～17時30分
136,000円～209,500円

正社員 34歳以下 03030- 1424301

(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- 1425601

(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- 1426901
大型自動車免許

普通自動車免許一種 (1)8時00分～17時00分
165,000円～165,000円

正社員 不問 03030- 1427101
普通自動車免許一種

(1)9時00分～17時30分
145,000円～160,000円 (2)9時00分～15時00分

正社員 59歳以下 03030- 1428401
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
中型自動車免許 (1)8時30分～17時30分

フォークリフト運転技能者 160,000円～230,000円
あれば尚可

正社員 59歳以下 03040- 2208701
８トン限定中型自動車免許 変形（1年単位）

第二種電気工事士 (1)8時00分～17時00分
電気通信主任技術者 165,000円～280,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03090- 1146901
２級土木施工管理技士
普通自動車免許一種 (1)8時30分～17時30分

400,000円～550,000円

正社員 59歳以下 04010-23989701
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時45分～18時00分
191,000円～243,000円 (2)10時45分～20時00分

(3)12時00分～21時15分

正社員 35歳以下 15070- 5726801
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時45分～18時00分
191,000円～243,000円 (2)10時45分～20時00分

(3)12時00分～21時15分

正社員 35歳以下 15070- 5727201

3

運搬および水産加工（鮮魚
部門）

1人

運搬及び水産加工業務に従事します。
・魚市場から当社工場や田老工場へ鮮魚等を２ｔ
トラックで運搬します。
・工場内での出荷作業や選別、包装など水産加工
及び鮮魚業務。鮮魚（１０ｋｇ位）を取扱いま

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

運搬および水産加工（冷
凍・鮮魚）

1人

運搬及び水産加工業務に従事します。
・魚市場から当社工場や田老工場へ鮮魚等を２ｔ
トラックで運搬します。
・工場内での出荷作業や選別、包装など水産加工
及び鮮魚業務にも従事していただきます。

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

検査員

1人

工場で製造された製品を、拡大顕微鏡を使用し手
順書通りにチェックする作業です。
チェックの方法は製品毎に異なりますが、専門知
識は不要です。女性問わず男性も歓迎。未経験で
も問題ありません。

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

鍼灸師

1人

・医師の指示のもと、外来患者様への電気療法な
ど理学治療の介助
・レントゲン部において患者様の氏名入力の手伝
い
・院内の清掃など雑務

岩手県宮古市西町三丁目
３番７号

林整形外科・内科
医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

理学療法士

1人

・医師の指示のもと、外来患者様への電気療法な
ど理学治療の介助
・レントゲン部において患者様の氏名入力の手伝
い
・院内の清掃など雑務

岩手県宮古市西町三丁目
３番７号

林整形外科・内科
医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

美容師

3人

当店舗にて、美容業務全般を行っていただきま
す。
・シャンプー、ブロー、ワインディング、カット
など
・その他に電話応対、店舗清掃

岩手県宮古市和見町７番
２２号

有限会社　プレス
テージ（美容室
ＰＲＥＳＴＩＧ
Ｅ）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

大型運転手

2人

当社保有の大型１０ｔダンプの運転を行います。
・土砂やアスファルト合材の工事現場間の運搬業
務　　　　　・現場は主に宮古、下閉伊地区



岩手県宮古市小山田４丁
目７番６号

富士運送　有限会
社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

山林作業員

1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倒
・刈り払い機による除伐、草刈
・重機やフォワーダを使っての作業道作設や木の
集材

岩手県宮古市刈屋第１１
地割３７番地２

陸中造林　有限会
社

雇用期間の定めなし

山林作業経験者 岩手県宮古市

プレス金型技術者

1人

プレス金型部品を組み込んで完成させる仕事に従
事していただきます。
・金型部品の調整、研磨、寸法出し、プレス操作
をします。


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
・測定器を使用して、製品の寸法検査
・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

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

検査経験あれば尚可 岩手県下閉伊郡山田町

検査手直し作業

1人

顕微鏡を使いながら、歯ブラシなどを使って電子
部品の汚れを取り除いたり、手直し等をする作業
です。

＊細かい作業となります。

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

運転手

1人

各現場において、大型自動車の運転業務に従事
・合材、砕石などの運搬
・その他日々の業務として、車両の点検、運転日
報の作成、洗車
・その他付随する業務

岩手県宮古市新町３－４ 株式会社太田建商

雇用期間の定めなし 車両系建設機械(整地・運
搬・積込用及び掘削用)運

転技能者あれば尚可
岩手県宮古市

事務員

1人

事務を担当していただきます。
○請求書・納品書作成など
○伝票整理・帳簿記帳・パソコンでの帳票入力
○電話・来客対応
○その他　雑務等

岩手県宮古市崎山第７地
割１番地５

有限会社　オート
センター梅沢

雇用期間の定めなし

経理業務 岩手県宮古市

サービスセールス（宮古
店）

1人

◎整備工場での農業機械の整備、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
１３地割９

株式会社　みちの
くクボタ

雇用期間の定めなし

自動車整備等、機械整備経
験

岩手県宮古市

通信外線工（宮古）

2人

◎ＮＴＴ通信外線工事
１電柱新設作業：掘削建柱車か移動式クレーン車
で建柱
２架空ケーブル新設作業：光ケーブルまたはメタ
ルケーブルを電柱に架渉

岩手県二戸市石切所字前
田５５－４

福岡電業　株式会
社

雇用期間の定めなし

Woed,Excel（文書作成、表
作成など）

岩手県宮古市

工事監督支援業務［岩手県
宮古市］

2人

国土交通省、東北地方整備局発注による公共工事
の発注者支援業務、施工管理、工事関係資料作
成、補助業務に従事していただきます。

宮城県仙台市青葉区小田
原５丁目２－５６　スタ
ジオサイキビル２階

株式会社　エム
エーシー　仙台支
店雇用期間の定めなし

国交省発注土木工事の施工
管理経験者、発注者支援業

務経験者優遇 岩手県宮古市

店舗運営職・幹部候補（ナ
ショナル社員）

1人

販売からスタートし、将来的には大型店店長や地
域マネジャー、バイヤー（仕入担当）等、会社全
体を牽引していく幹部社員を目指していただく職
種です。まずはホームセンターでの接客、販売、
売場づくり、商品管理、店長代行業務などを通じ

新潟県新潟市南区清水４
５０１番地１

株式会社　コメリ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

店舗運営職・幹部候補（ナ
ショナル社員）

1人

販売からスタートし、将来的には大型店店長や地
域マネジャー、バイヤー（仕入担当）等、会社全
体を牽引していく幹部社員を目指していただく職
種です。まずはホームセンターでの接客、販売、
売場づくり、商品管理、店長代行業務などを通じ

新潟県新潟市南区清水４
５０１番地１

株式会社　コメリ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町


