
(1)8時00分～17時00分
2人 164,800円～164,800円

有期雇用派遣労働者 不問 03010- 1334811
普通自動車免許一種

社会福祉士 (1)8時15分～17時15分
1人 147,400円～216,300円

正社員 64歳以下 03030-  231811
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

車両系建設機械運転技能者 (1)8時00分～17時00分
2人 小型移動式クレーン 172,500円～241,500円

玉掛技能者あれば尚可
重機オペレーター経験

正社員 64歳以下 建設現場の経験 03030-  232211
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

1人 いずれか 210,000円～310,000円
普通自動車免許一種
現場管理の実務経験

正社員 64歳以下 PC操作(Word,Excel等） 03030-  233511
１級土木施工管理技士
２級土木施工管理技士 (1)8時30分～17時30分

5人 いずれか 350,000円～550,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 土木実務経験半年以上 15010- 1963311
調理師 交替制あり

あれば尚可 (1)6時15分～15時00分
1人 136,900円～160,400円 (2)8時30分～17時15分

(3)9時45分～18時30分

正社員以外 不問 調理員としての勤務経験 03030-  218011
普通自動車免許一種

(1)9時00分～16時00分
1人 127,380円～148,720円

正社員以外 不問 03030-  219311
普通自動車免許一種

介護福祉士 (1)8時00分～17時00分
1人 介護職員初任者研修修了者 150,000円～190,000円

あれば尚可

正社員以外 不問 03030-  221711
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

介護福祉士 (1)9時00分～18時00分
1人 160,000円～180,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)8時00分～17時00分

正社員 64歳以下 03030-  222811
車両系建設機械運転技能者

玉掛技能者 (1)8時00分～17時00分
3人 移動式クレーン運転士 216,000円～302,400円

あれば尚可

正社員以外 不問 重機オペレータ経験 03030-  223211
車両系建設機械運転技能者

玉掛技能者 (1)8時00分～17時00分
3人 移動式クレーン運転士 216,000円～302,400円

いずれか

正社員以外 不問 土木作業経験 03030-  224511
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 301,920円～535,230円

正社員 59歳以下 施工管理経験：１年以上 04010- 3655611

(1)8時00分～17時00分
3人 300,300円～369,600円

正社員 18歳以上 重機オペレーター経験者 24050-  448711

(1)8時00分～17時00分
3人 254,100円～300,300円

正社員 18歳以上 24050-  449811
２級土木施工管理技士

(1)8時00分～17時00分
1人 280,000円～500,000円

正社員 不問 現場経験者 24050-  450411
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
準中型自動車免許 (1)8時00分～17時00分

1人 フォークリフト 180,000円～210,000円
あれば尚可

正社員 40歳以下 03030-  213711
大型自動車免許 変形（1年単位）

(1)8時00分～16時30分
1人 190,000円～190,000円

正社員 59歳以下 03030-  214811
保育士 変形（1ヶ月単位）

(1)7時00分～15時45分
1人 173,520円～193,520円 (2)8時15分～17時00分

あれば尚可 (3)8時45分～17時30分

正社員以外 不問 03030-  215211

1

保育士 保育所での保育業務
・保育所に入所している児童（０～６歳児）への保
育
＊児童の年齢により対応人数は異なりますが、常時
複数で対応します。

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第１１地割３０

社会福祉法人　三心
会　織笠保育園

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

幼稚園教諭免許
（専修・１種・２種）

運転手（タンクローリー） タンクローリーの運転に従事していただきます。
・化学薬品の運搬業務となります。（宮古市から下
記運搬地）



岩手県宮古市磯鶏２丁目４
－２３

株式会社　カクヒロ
陸運

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）

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

現場管理／岩手県 現場管理としてのお仕事を担当していただきます。
土木施工管理技士（２級以上）をお持ちの方の募集
です。
・仕事内容の詳細については面接時にご説明しま
す。ご応募お待ちしております。

三重県桑名市下深谷部８０
８番地３

ＴＯＴＡＬＭＡＳＴ
ＥＲＳ　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

土木作業員 ＊土木工事現場での土木作業員のお仕事です。
　未経験者の方も歓迎します。
・仕事内容の詳細については面接時にご説明しま
す。ご応募お待ちしております。
【建設】

三重県桑名市下深谷部８０
８番地３

ＴＯＴＡＬＭＡＳＴ
ＥＲＳ　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

重機オペレーター ＊建設（土木工事）現場での重機運転のお仕事で
す。
★車両系建設機械の免許をお持ちの方の募集です。
・仕事内容の詳細については面接時にご説明しま
す。ご応募お待ちしております。

三重県桑名市下深谷部８０
８番地３

ＴＯＴＡＬＭＡＳＴ
ＥＲＳ　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

現場管理（電気設備課） 建設現場における電気設備工事の管理業務に従事し
て頂きます。

現　場：工程管理、安全・品質管理、写真撮影等
事務所：書類作成、写真管理、データ入力等

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

車両系建設機械（基礎工
事用、整地・運搬・積込
用及び掘削用、解体用）

運転技能者

土木作業員 土木工事現場において下記の業務に従事していただ
きます。
・重機作業の手元（補助作業）
・その他付随する業務
・資材運搬

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字三本松１８－１

合同会社　カンキョ
ウ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

重機オペレーター 土木工事現場において重機械を操作し、下記の業務
に従事していただきます。
・残土積込
・法面整形
・掘削

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字三本松１８－１

合同会社　カンキョ
ウ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

訪問介護 訪問介護サービス提供業務全般を担当していただき
ます。
・利用者へのサービス提供
・食事、入浴、排せつの介助
・炊事、掃除、洗濯といった日常生活の手助け等

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

岩手県宮古市

介護職員 介護業務を担当していただきます。
・主に食事、入浴介助、レクリエーション等の支援
・１０名程度の利用者の方の介護を行います
・送迎車運転業務等あり
・その他付随する業務

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

岩手県宮古市

一般事務 まちづくり事業。大川地域におけるまちづくり（地
域づくり）活動に係る一般事務業務を行います。
●地域活動の企画・運営
●自主防災の取組みに係る支援活動
●コミュニティタクシーの運営

岩手県下閉伊郡岩泉町大川
字下町１１７番地４

おおかわむら地域振
興協議会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

調理員／会計年度任用職員 施設入所者等の下記給食調理業務を行います。
・食事の調理　　　　　　　　　　　　　　　　
・調理器具、食器等の洗浄
・その他付随する業務

岩手県宮古市崎山第５地割
８８

岩手県沿岸知的障害
児施設組合（はまゆ
り学園）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作できる方

土木技術者（施工管理業
務）岩手県内各現場

○国土交通省他、中央官庁、地方自治体、ネクスコ
発注による監督補助業務、積算補助業務に従事。
（工事監督、積算業務、資料作成、各種協議等）
・勤務地は下記の通り複数あり。
久慈・宮古・釜石・盛岡・北上等

新潟県新潟市中央区東大通
２－２－９－７０８

株式会社　エムエー
シー　新潟事務所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木施工管理技士 当社において下記の業務を行って頂きます。
・現場での測量
・公共工事等の施工計画立案、管理（施工、工程、
品質安全等）
・パソコンでの書類作成

岩手県下閉伊郡田野畑村巣
合２５

横田建設株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村、他

土木・建設作業員 当社において土木工事、建設工事等の業務に従事し
て頂きます。
・土砂の掘削や埋め戻し作業
・左官、基礎工、ブロック積等
・コンクリート打設

岩手県下閉伊郡田野畑村巣
合２５

横田建設株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村、他

社会福祉士／正社員 各センターにおいて、地域に暮らす人たちの介護予
防や、日々の暮らしのサポートをする地域包括支援
センターの業務を担当していただきます。
・職員２名体制で行っていただきます
・外出の際には当社会福祉協議会の施設車を使用し

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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

化学製品製造（宮古市） 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。
・ＬＥＤ、５Ｇ通信などに用いられる素材を製造し
ます。
・原料の溶解作業

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）

岩手県宮古市

（1月18日時点の内容です）

１月１２日　から　　１月１８日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は１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

◎ 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３年１月２１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
車両系建設機械運転技能者 (1)8時00分～17時00分

8人 玉掛技能者 294,000円～336,000円
移動式クレーン運転士

あれば尚可
正社員以外 不問 経験者優遇 04010- 3481711

普通自動車免許一種 変形（1年単位）
(1)8時00分～16時00分

1人 177,100円～177,100円 (2)16時00分～0時00分
(3)0時00分～8時00分

有期雇用派遣労働者 18歳以上 03010- 1035811
交替制あり
(1)8時30分～17時30分

2人 161,000円～162,000円 (2)20時00分～5時00分

有期雇用派遣労働者 18歳以上 03010- 1038411

(1)8時30分～16時30分
3人 124,950円～124,950円

有期雇用派遣労働者 不問 03010- 1040911
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

車両系建設機械運転技能者 (1)8時00分～17時00分
2人 小型移動式クレーン 180,000円～337,500円

玉掛技能者
あれば尚可

正社員 64歳以下 現場作業経験 03010- 1047011
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 170,000円～240,000円

正社員 64歳以下 03030-  208511
保育士 変形（1ヶ月単位）

(1)7時00分～16時00分
1人 146,880円～146,880円 (2)8時00分～17時00分

(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 保育業務 03030-  210611
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 201,600円～336,000円

正社員 64歳以下 03100-  161611
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

2人 いずれか 250,000円～420,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 経験あれば尚可 03100-  162911

(1)8時00分～17時00分
1人 244,160円～477,110円

正社員 59歳以下 04010- 3174911
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 301,920円～535,230円

正社員 59歳以下 施工管理経験：１年以上 04010- 3185811
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時15分～17時15分
2人 161,000円～240,000円

正社員 59歳以下 経験者優遇 14010- 2780411
普通自動車免許一種

(1)9時30分～18時00分
1人 150,000円～230,000円

正社員 59歳以下 経験者優遇 03010-  979111
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

1人 150,000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-  192711
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
1人 210,000円～280,000円

正社員 64歳以下 03030-  197011
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

1人 135,675円～135,675円

正社員以外 不問 03030-  200011
普通自動車免許一種

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

正社員以外 不問 03030-  202611
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 150,000円～200,000円

正社員 45歳以下 03080-  255211
車両系建設機械運転技能者 変形（1ヶ月単位）

大型自動車免許 (1)5時00分～13時00分
1人 牽引免許 230,000円～280,000円 (2)13時00分～21時00分

あれば尚可

正社員 59歳以下 04010- 2593711
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 155,000円～160,600円

正社員 64歳以下 04010- 2978111

2

肥料製造（宮古市） 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。
・肥料製造ラインのオペレーションを行います。
・機械操作及び操業停止の際の清掃作業
・ショベルローダー、フォークリフトで原料、製品

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）

岩手県宮古市

土木作業 造成地作業
車両系・玉掛・移動式クレーン等、各種お持ちの資
格や経験に応じてお仕事をお願いします。まずはお
気軽にご相談ください。

宮城県仙台市若林区上飯田
３丁目２７－２

有限会社　エコ・プ
ロジェクト

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

電子機器部品組立（宮古
市）

派遣先の事業所において基板製造の作業を行いま
す。
・部品集め
・部品を手作業で取りつけ
・チェッカー業務（部品に電気が通るか確認）　

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
月未満）

岩手県宮古市

オペレータ補助業務（山田
町）

派遣先の事業所において、次の作業を行います。
・薄い金属の板を上から圧力を加えて一定の形に加
工し部品にする機械の操作を行います。
・釣りのリールのような直径１ｍ位の円形のものに
巻いてある薄い金属の板を製造機械にセット

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
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

事務 当施設において下記の業務に従事して頂きます。
・請求関係、給与計算、経理全般
・利用者様の見守り、送迎
・その他付随する業務


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 ワード・エクセル（表計
算）、介護経験または事務経

験 岩手県宮古市

建設工事作業員（宮古営業
所）

職務内容としては、建設工事の作業となります。
※主な工事内容
・道路工事（防護柵、標識など）
・エクステリア工事（フェンス、インターロッキン
グ、カーポートなど）

岩手県盛岡市本宮７丁目１
２－４１

株式会社　東北工商

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般作業員（土木・解体） ◆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

保育士 ０～６歳児までの保育園に入園している乳幼児の保
育業務に従事していただきます。
・日常の遊び　　　　　
・保育記録作成
・お昼寝の見守り等

岩手県下閉伊郡山田町大沢
第８地割１９番地２

社会福祉法人　大沢
愛育会　大沢保育園

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

現場管理補助（土木課） ※未経験・ブランクのある方も歓迎します。
・土木工事における管理業務補助（現場監督）を
行っていただきます。
・工程管理（写真撮影及び管理、作業員への作業内
容の伝達及び確認）

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

土木施工管理技士 ◆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

岩手県宮古市、他

機械オペレーター 放電ワイヤー加工機を使用した精密部品の製作。
研磨加工機による精密部品の製作。

神奈川県横浜市保土ヶ谷区
上星川２－１１－６６

株式会社ノバセイ
コー

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

現場管理（空調・衛生設備
課）

建設現場における空調・衛生設備工事の管理業務に
従事して頂きます。

現　場：工程管理、安全・品質管理、写真撮影等
事務所：書類作成、写真管理、データ入力等

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

プラスチック成形オペレー
タ

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

自動車整備士（宮古店） 当社、宮古店において下記の様な自動車整備業務全
般を行っていただきます。
・自動車の整備、点検修理、洗車
・車両の引き取り、納車
・その他、付随する業務および指示された業務

岩手県盛岡市津志田町１丁
目１－２０

盛岡日産モーター
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務員 ・売掛管理用ＰＣ操作（専用ソフトを使用します
が、基本入力操作　ができれば対応可能です）
・伝票処理（見積書・納品書・請求書・売上伝票
等）
・来客応対・電話応対など

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第７
地割１０－８

いずみ産業株式会社
東北宮古営業所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） パソコン基本的操作

（ワード・エクセル） 岩手県宮古市

介護支援専門員 ・利用者のケアプラン作成
・介護認定調書
・利用者宅への訪問
・相談業務などを主に行っていただきます。


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介護支援専門員

（ケアマネージャー）
雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

家電等設置・電気設備工事
業務（正社員）

＊家電量販店から指定されたお客様宅を訪問して、
注文された電化製品（エアコン等）の設置工事、ア
ンテナ工事、電気設備工事等を行っていただきま
す。※未経験の方でも応募可能。初歩から事業所側
より適時指導受けながら、仕事を覚えていただきま

岩手県大船渡市立根町字前
谷地１６－１１

志田電気　株式会社
大船渡支店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

歯科技工士 歯科技工業務全般　義歯、硬レ（差し）、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か３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
３．歯科助手経験のある方

岩手県下閉伊郡山田町北浜
町１０４－４

マリンデンタル　株
式会社仕事の内容欄に記載され

ている要件を満たす方
雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

イエローハット軽整備ス
タッフ

・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。

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

重機オペレーター（ホイー
ルローダー経験者）

・会社基盤も安定しており、なおかつ自社プラント
での勤務だから安心して業務に取り組めます。
・新設したプラント工場ですが、製品の生産が安定
してきており、出荷先増大してきているので、即戦
力として活躍可能な人材を募集します。

宮城県仙台市青葉区本町１
丁目１３－２２　仙台松村
ビル７Ｆ

フコク資材　株式会
社

雇用期間の定めなし
ホイールローダーの運転経験

が３年以上ある方
岩手県下閉伊郡岩泉町


