
(1)8時00分～17時00分
1人 176,000円～176,000円

有期雇用派遣労働者 不問 03010-12338711

(1)8時00分～17時00分
1人 176,000円～176,000円

有期雇用派遣労働者 不問 ＰＣ基本操作あれば尚可 03010-12350311
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- 1945411
変形（1年単位）
(1)6時30分～15時00分

2人 179,667円～245,000円 (2)13時30分～22時00分

正社員以外 不問 03030- 1946011
変形（1年単位）
(1)6時30分～15時00分

3人 179,667円～179,667円 (2)13時30分～22時00分

正社員以外 不問 接客経験あれば尚可 03030- 1947311
普通自動車免許一種

高圧ガス販売主任者(第2種) (1)8時30分～17時30分
1人 液化石油ガス設備士 216,500円～369,500円

２級管工事施工管理技士

正社員 59歳以下 04010-31028511
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
危険物取扱者（乙種） (1)8時30分～17時30分

1人 危険物取扱者（丙種） 138,000円～140,000円
あれば尚可

正社員 59歳以下 03030- 1940111
普通自動車免許一種

(1)9時00分～17時00分
1人 127,000円～230,000円

正社員 不問 03030- 1943211

(1)8時30分～17時00分
1人 166,833円～200,200円 (2)8時30分～12時00分

正社員 不問 パソコン基本操作 03030- 1944511
フレックス

1人 151,000円～197,500円

正社員 61歳以下 04050- 1885711
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

1人 液化石油ガス設備士 164,000円～190,000円
あれば尚可

正社員 35歳以下 03010-12177611
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～16時30分

2人 188,000円～188,000円 (2)11時30分～20時00分
(3)16時00分～0時30分

正社員 18歳～64歳 03010-12117011
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
整備士国家検定２級 (1)9時30分～18時00分

1人 144,600円～253,400円

正社員 59歳以下 03010-11983111
普通自動車免許一種

交通誘導警備業務検定２級 (1)8時00分～17時00分
3人 あれば尚可 154,000円～220,000円

正社員 18歳～64歳 交通誘導経験あれば尚可 03010-12063911
普通自動車免許一種
２級土木施工管理技士 (1)8時00分～16時30分

1人 １級土木施工管理技士 200,000円～250,000円
あれば尚可

正社員 不問 03030- 1931911
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
3人 小型移動式クレーン 174,800円～218,500円

玉掛技能者、あれば尚可

正社員 64歳以下 03030- 1932111
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～17時15分
1人 134,000円～155,300円

正社員以外 不問 03030- 1934811
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 138,600円～138,600円

正社員 59歳以下 03030- 1935211
1

職業指導員兼世話人 利用者（知的・身体・精神障がい者）へのコーヒー
焙煎、菓子作り、自動車部品（ゴム製品のバリ取
り）の職業指導及びグループホームでの利用者支援
（通院同行や夕食作り等）を行います。
・利用者の送迎、製品販売のためイベント参加、店

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

水産加工員 水揚げされた鮮魚や冷凍している魚の加工作業とな
ります。時期により取り扱う魚が異なります。
・加工処理は切り身、開き、衣を付けての冷凍加工
など
・箱詰め作業

岩手県宮古市藤原２丁目２
－１７

有限会社　佐々京商
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木作業員および重機オペ
レーター

当社において下記の業務に従事していただきます。
【土木作業全般】
・道路工事、防潮堤工事、災害復旧工事、電線共同
構、上下水道工事等に係る作業
【重機オペレーター】

岩手県宮古市小山田四丁目
１－３０

小山田電業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木施工管理技士 現場管理業務全般に従事していただきます。
・主に土木現場にて管理業務
・道路・水路・上下水道等の土木工事現場におい
て、施工計画の作成・工程管理、安全管理等
・各現場への移動は、社有車を使用

岩手県下閉伊郡岩泉町二升
石字坂の下３－１

有限会社　三上建設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他
パソコン操作（ワード・エクセ
ル）できる方,現場管理経験

土木作業経験,重機オペレーター
経験,型枠大工作業経験あれば尚

可

交通誘導・イベント警備業
務（宮古営業所）

・一般道路での車両の誘導業務です。
・時々、イベントで駐車場の整理等もあります。
・主な現場は宮古市近郊です。
・現場へは会社から社用車でまとまって行きます。
（自身の車を使用した場合ガソリンが支給になりま

岩手県盛岡市上堂３丁目１
９－４

桜心警備保障　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

店舗スタッフ（フルタイム
正社員／宮古店）

【眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器の接客販売】＊
個人ノルマなしフレームの特長や選ぶコツ、レンズ
知識、接客の基礎等は入社後に身につけていただ
き、一緒に選びながらご提案していきます。
【視力検査、聴力検査】

宮城県柴田郡大河原町字新
東２６－１

株式会社ディライ
ト・カンパニー
（眼鏡市場）

雇用期間の定めなし
又は9時00分～21時00分
の間の8時間

岩手県宮古市

ホールスタッフ・カウン
タースタッフ（磯鶏店）

パチンコ店のホール・カウンターでの接客対応で
す。出玉の上げ下ろしや交換、景品交換などの一般
業務、その他付随する業務や指示された業務をお願
いします。特別な資格は必要ありません。未経験の
方にも充実した研修制度がありますので、安心して

岩手県盛岡市東見前５地割
５７－１－２階

株式会社　飛鳥商事

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

設備工事（宮古支店）【３
５歳以下】

・ガス器具等、付帯設備器具の取付工事
・配管設備工事、水道設備工事
＊工事対象は一般家庭からアパート・マンション、
ビル等も含みます。＊作業習得期間中は資格を有す
る従業員と同行して業務を行います。

岩手県盛岡市内丸１４－４ 泉金物産　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務／歯科技工所 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

岩手県下閉伊郡山田町

自動車整備 自動車の車検整備、点検整備、部品の交換、修理な
どを行っていただきます。普通乗用車をメインに
扱っています。作業は１～２人で行っています。そ
の他、納車・引き取り業務もあります。
＊自動車整備業務が初めての方でも応募可能です。

岩手県宮古市磯鶏１丁目１
－２８

株式会社　アルティ
メットプランニング

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ガソリンスタンド販売員／
津軽石給油所

下記の業務に従事していただきます。
・お客様のガソリン、軽油、灯油の給油業務
・車の窓ふき、洗車
・簡単な車の整備、タイヤ交換
・市内の軽油・灯油配達（注文・定期配達）

岩手県宮古市実田一丁目５
－１９

有限会社ミヤコ石油

雇用期間の定めなし
又は7時30分～19時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

営業職（ホームエネル
ギー）

地域に密着したライフラインに携わり、使命感と充
実感がある仕事です。
・家庭用を中心に、プロパンガスの販売、代金の回
収等の顧客管理
・ルートセールスを中心に住宅設備機器の販売、見

宮城県仙台市青葉区国分町
３丁目１－１８

カメイ　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市
ガス主任技術者(甲乙丙)、高圧
ガス製造保安責任者(乙丙)

サービススタッフ 当ホテルおいて主にレストランでの接客業務に従事
していただきます。レストランを利用されるお客様
のご案内、料理の配膳・片付け。そのほか宿泊され
るお客様のご夕食、ご朝食時の配膳や片付けなど。
＊接客経験のある方は尚可です。

岩手県宮古市日立浜町３２
－４

株式会社　浄土ヶ浜
パークホテル

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は6時30分～21時00分

の間の7時間程度
岩手県宮古市

フロントスタッフ ホテルフロントにおいて利用されるお客様への対
応、チェックイン・チェックアウト時の受付、清
算、館内のご案内、電話対応が主な仕事となりま
す。宿泊管理等で専用ソフトにてパソコン入力あり
ます。

岩手県宮古市日立浜町３２
－４

株式会社　浄土ヶ浜
パークホテル

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は6時30分～21時00分

の間の7時間程度
岩手県宮古市

パソコンの基本操作（ワー
ド・エクセル）、フロント業

務経験あれば尚可

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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

現場事務（田野畑・野田０
１７７１１０）

●経費処理、データ入力、資料作成
●備品発注・管理
●書類ファイリング、電話応対、来客応対
●事務所内清掃（トイレ掃除含）
〈　急　募　〉

岩手県盛岡市大通３丁目３
番１０号　七十七日生盛岡
ビル　９階

パーソルテンプス
タッフカメイ株式会
社　盛岡オフィス

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡田野畑村、他

ワード・エクセル（表計
算）、介護経験または事務経

験あれば尚可

事業所名
求人番号

素材加工員（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などに用いられる素材の加工を行います。
・原料の溶解作業
・薬品などを用いての加工業務

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

（6月11日時点の内容です）

６月７日　から　　６月１１日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は６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

◎ 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６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



保育士 変形（1ヶ月単位）

1人 153,800円～184,300円
あれば尚可

正社員 59歳以下 03030- 1936511
保育士 変形（1ヶ月単位）

1人 153,800円～184,300円
あれば尚可

正社員 59歳以下 03030- 1937411
保育士 変形（1ヶ月単位）

1人 153,360円～170,400円
あれば尚可

正社員以外 59歳以下 03030- 1938011
保育士 変形（1ヶ月単位）

1人 153,360円～170,400円
あれば尚可

正社員以外 59歳以下 03030- 1939311
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～250,000円

正社員 64歳以下 03030- 1909711
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
1人 小型移動式クレーン 194,650円～343,500円

玉掛技能者

正社員 45歳以下 03030- 1910511
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
１級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

1人 ２級土木施工管理技士 200,000円～400,000円
あれば尚可

正社員 64歳以下 03030- 1911411
ホームヘルパー２級 変形（1ヶ月単位）

介護職員初任者研修修了者 (1)8時30分～17時30分
1人 あれば尚可 172,800円～221,800円 (2)7時30分～16時30分

正社員 40歳以下 03030- 1913311
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

5トン限定準中型自動車免許 (1)8時30分～17時00分
1人 フォークリフト 167,250円～167,250円

あれば尚可

正社員以外 不問 03030- 1914611
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時00分
1人 131,200円～131,200円

正社員以外 不問 03030- 1915911
変形（1年単位）
(1)8時15分～17時15分

1人 137,784円～137,784円

正社員以外 64歳以下 03030- 1917711
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時00分
1人 146,000円～152,000円

正社員以外 不問 03030- 1919211
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00分～17時00分

1人 車両系建設機械運転技能者 180,000円～300,000円
２級管工事施工管理技士

あれば尚可
正社員 59歳以下 配管工経験あれば尚可 03030- 1923911

普通自動車免許一種
(1)9時00分～18時00分

1人 160,000円～180,000円

正社員 35歳以下 03030- 1925711
普通自動車免許一種
二級自動車整備士 (1)9時00分～18時00分

2人 180,000円～220,000円

正社員 59歳以下 03030- 1926811
看護師 変形（1ヶ月単位）
准看護師 (1)8時30分～17時30分

1人 いずれか 200,000円～260,000円 (2)7時00分～16時00分

正社員 59歳以下 03030- 1868911
変形（1ヶ月単位）
(1)5時00分～14時00分

1人 141,100円～141,100円 (2)10時30分～19時30分

正社員以外 不問 調理経験あれば尚可 03030- 1869111
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 164,922円～188,722円

正社員 35歳以下 03030- 1870211
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

1人 139,400円～153,000円

正社員以外 不問 03030- 1871511
大型自動車免許 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
1人 あれば尚可 195,500円～195,500円

ダンプ並びに

正社員 不問 重機運転経験者 03030- 1874311

2

保育教諭・保育士／あかま
えこども園／正社員

園児の保育業務全般を行っていただきます。
・保育実務
・日誌や園児の連絡ノート記載
・各計画の作成
・園児の安全、健康管理業務

岩手県宮古市赤前第３地割
１４－１１

社会福祉法人　慈愛
会　あかまえこども
園

幼稚園教諭免許
（専修・１種・２種）

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

岩手県宮古市

ダンプ・重機運転手 ダンプトラック、バックホー、ローダー等の運転業
務を行います。
・砂利、砕石を掘削する業務
・原石を活條施設まで運搬する業務
・砂利と砕石の製品を、主に田野畑地区、岩泉地区

岩手県下閉伊郡田野畑村日
蔭５７番地４

有限会社　下閉伊採
石

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

保育教諭・保育士／あかま
えこども園／正社員以外

園児の保育業務全般を行っていただきます。
・保育実務
・日誌や園児の連絡ノート記載
・各計画の作成
・園児の安全、健康管理業務

岩手県宮古市赤前第３地割
１４－１１

社会福祉法人　慈愛
会　あかまえこども
園

幼稚園教諭免許
（専修・１種・２種）

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

岩手県宮古市

保育教諭・保育士／あかま
えこども園さくらんぼ分園
／正社員

園児の保育業務全般を行っていただきます。
・保育実務
・日誌や園児の連絡ノート記載
・各計画の作成
・園児の安全、健康管理業務

岩手県宮古市赤前第３地割
１４－１１

社会福祉法人　慈愛
会　あかまえこども
園

幼稚園教諭免許
（専修・１種・２種）

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

岩手県宮古市

建築技術者見習い 建築技術者のお手伝いをしながら建築技術者を目指
していただきます。
・仕事の内容は、施工計画から品質・安全管理の補
助です。　・将来は現場代理人として工事の施工を
仕切っていただきます。

岩手県宮古市八木沢三丁目
１１－５　バス停「八木沢
団地」から　徒歩２分

株式会社菊地建設

雇用期間の定めなし
ＣＡＤが出来れば

優遇します
岩手県宮古市

保育士／あかまえこども園
さくらんぼ分園／正社員以
外

園児の保育業務全般を行っていただきます。
・保育実務
・日誌や園児の連絡ノート記載
・各計画の作成
・園児の安全、健康管理業務

岩手県宮古市赤前第３地割
１４－１１

社会福祉法人　慈愛
会　あかまえこども
園

幼稚園教諭免許
（専修・１種・２種）

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

岩手県宮古市

土木技術者 公共工事や一般土木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
が、現場への直行直帰もあります

岩手県宮古市八木沢三丁目
１１－５　バス停「八木沢
団地」から　徒歩２分

株式会社菊地建設

雇用期間の定めなし
土木施工管理業務経験者、Ｃ
ＡＤ操作ができれば優遇します 岩手県宮古市

重機オペレーター 公共工事が主体の道路や林道の築造・補修、砂防堰
堤の築造などの土木作業に係る重機操作に従事して
頂きます。※建設業は多くの資格や免許が必要にな
りますが、その場合は会社で支援しますのでキャリ
アアップができます。

岩手県宮古市八木沢三丁目
１１－５　バス停「八木沢
団地」から　徒歩２分

株式会社菊地建設

雇用期間の定めなし
中型又は大型自動車免許

あれば尚可
岩手県宮古市

現場作業員／ふ化場 津軽石ふ化場において、下記の作業を行っていただ
きます。
１．サケ親魚捕獲・産卵作業
２．給餌作業
３．稚魚放流作業

岩手県宮古市光岸地４番４
０号

宮古漁業協同組合

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護補助員 外来や病棟において看護補助業務に従事します。
・消耗品及び備品の整理や、シーツ交換及び洗濯等
の看護にかかる付帯業務全般
・身体介護（清拭、入浴介助）
・診療補助（検査等）を行っていただきます

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

岩手県宮古市

水産加工員 主に生イカの加工業務を行います。
・イカの生処理作業（皮むき、腹割り等）
・刺身作り工程での計量や盛り付け
・パック・包装や箱詰め作業
加工品は冷凍商品として出荷されます。

岩手県宮古市長町２丁目３
－１

共和水産　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般事務（宮古） 一般事務全般を担当します。
○窓口・電話応対　○専用システムでの入力業務
○伝票整理など　＊未経験の方でも丁寧に指導し補
助的な業務から始めて頂きます。＊雇用は１年更新
で臨時職員身分となります。

岩手県宮古市宮町一丁目三
番五号

新岩手農業協同組合
宮古支所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） パソコン操作（ワード・エク

セル）できる方
岩手県宮古市

配管工 水道施設設備配管、管設備、土木工事等の配管作業
全般。
・給排水など衛星配管の設備配管、管工事など
＊一般住宅から公共工事まで幅広く行っています。
＊現場は主に市内および県内

岩手県宮古市津軽石第１４
地割３８－４

有限会社　山舘設備
工事

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

指導員 障がい福祉サービス事業所で指導員として下記の業
務に従事していただきます。
・職業指導、生活支援全般
・リサイクル事業の回収作業の指導
・施設外就労の作業指導

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字中家４５－２

ＮＰＯ法人　きぼう
ハウス

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ワード・エクセル操作、福祉
に理解のある方、福祉施設業

務経験あれば尚可 岩手県下閉伊郡岩泉町

自動車整備／有資格者 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、修理、カスタマイズなど
・洗車や車両の引き取り、納車等
・その他付随する業務

岩手県宮古市根市第２地割
３５－９

ライトニング　サー
ビス工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

自動車整備見習い 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、修理、カスタマイズなど
・洗車や車両の引き取り、納車等
・その他付随する業務

岩手県宮古市根市第２地割
３５－９

ライトニング　サー
ビス工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理員 当病院において、下記の業務を行っていただきま
す。
・入院患者２３５名の調理業務
・主に盛り付け、配膳、下膳、食器洗浄機による作
業

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

看護師 介護施設・通所リハビリテーションの利用者及び入
所利用者（現在７５名位）への看護業務全般を行い
ます。
・入所利用者に対するバイタルチェック
・服薬管理、健康管理及び医療処置

岩手県下閉伊郡山田町飯岡
第９地割２３－１

医療法人　晃生会
介護老人保健施設
さくら山

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 空調の効いた明るい工場内で座って作業して頂きま
す。拡大鏡や顕微鏡を使用し携帯電話、デジタルカ
メラなどに用いられる精密電子部品（コネクタ）の
検査をして頂きます。細かい作業が得意な方に最適
なお仕事です。

岩手県宮古市田鎖９地割５
５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

スーパーマーケットの販売
スタッフ

生鮮部門（青果、水産、食肉、惣菜）　グロサリー
部門（日配、食品、雑貨）のいずれかの部門に配属
・店舗において商品作り、陳列、接客業務。
・配達等がある為、社用車（ＭＴ・ＡＴ）を運転す
る場合があり

岩手県下閉伊郡山田町中央
町５－６

びはん　株式会社

雇用期間の定めなし
又は7時00分～21時30分
の間の8時間程度

岩手県下閉伊郡山田町



交替制あり
(1)7時00分～16時00分

1人 148,700円～178,700円 (2)8時00分～17時00分
(3)13時00分～22時00分

正社員 59歳以下 03030- 1876911
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

1人 139,400円～170,000円 (2)20時30分～5時30分

正社員以外 18歳以上 03030- 1877111
普通自動車免許一種
二級自動車整備士 (1)9時30分～18時30分

1人 中型自動車免許 180,000円～220,000円 (2)9時30分～17時30分
あれば尚可

正社員 不問 実務経験あれば尚可 03030- 1880411
管理栄養士 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
1人 195,000円～261,000円

正社員 59歳以下 03030- 1883611

(1)8時00分～17時30分
1人 169,500円～267,800円

正社員 64歳以下 03030- 1884911
中型自動車免許 変形（1年単位）

移動式クレーン運転士 (1)8時00分～17時00分
1人 あれば尚可 161,000円～184,000円

正社員 不問 03030- 1885111
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- 1886711
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 20歳以上 調理、ホール経験 03030- 1887811
歯科衛生士 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～18時30分
1人 167,000円～187,000円

正社員 不問 03030- 1889511
第一種電気工事士 変形（1年単位）
第二種電気工事士 (1)8時15分～17時15分

1人 いずれか 150,150円～277,200円
普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 電気設備工事経験あれば尚可 03030- 1890311
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時00分
1人 182,000円～312,000円

正社員 59歳以下 03030- 1891611
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
3人 小型移動式クレーン 184,800円～207,900円

大型自動車免許

正社員 64歳以下 03030- 1892911
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
準中型自動車免許 (1)8時00分～17時00分

1人 ２級土木施工管理技士 160,000円～250,000円
あれば尚可

正社員 64歳以下 03030- 1893111
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
準中型自動車免許 (1)8時00分～17時00分

2人 ２級建築施工管理技士 209,700円～300,000円
１級建築施工管理技士

あれば尚可
正社員 64歳以下 大工経験 03030- 1894711

２級建築施工管理技士 変形（1ヶ月単位）
２級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

2人 二級建築士、いずれか 180,000円～350,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03030- 1895811
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
準中型自動車免許 (1)8時00分～17時00分

2人 140,000円～180,000円

正社員 64歳以下 03030- 1896211
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
1人 185,334円～347,500円

正社員 64歳以下 重機オペレーター経験 03030- 1897511

(1)8時00分～17時00分
2人 151,200円～189,000円

正社員 18歳～64歳 03030- 1899011
普通自動車免許一種

(1)9時00分～17時00分
1人 150,000円～200,000円

正社員 45歳以下 03030- 1903411
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 147,300円～300,000円

正社員 不問 03030- 1904011

3

介護職員 介護老人保健施設介護サービス　入居者１１０名
短期入所１０名　全室個室ユニットケア、１ユニッ
ト１０名の介護業務、夜勤は２ユニット２０名の介
護業務　介護サービス内容　食事、入浴、排泄、機
能訓練、健康管理、自立支援、レクリエーション、

岩手県宮古市西ヶ丘４丁目
５３－８

社会福祉法人　恵心
会　特別養護老人
ホーム　慈苑

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

現場作業員 一般住宅の給排水設備工事全般及び地盤調査。
・一般住宅（新築及びリフォーム物件）の上水道・
下水道に関連する水回りの給排水工事
・住宅建築に伴う土地の状態調査を行っていただき
ます。

岩手県宮古市田鎖第５地割
３４－７

有限会社ジオニッ
ク・フロント

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

自動車整備士／有資格者 当社において下記の業務を行っていただきます。
・車検整備、一般修理
・販売車両の納車整備
・タイヤ販売・交換・脱着、カーＡＶの取付業務
・その他付随する業務

岩手県下閉伊郡山田町山田
第２地割１７番地

株式会社　ＢＭＣ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

精密機械加工 大きくても手のひらサイズ位の精密金型部品を製作
するお仕事です。微細な精密金属パーツを、フライ
ス盤、平面研磨盤、ＮＣプロファイルグラインダ、
マシニング、放電加工機などを使用し製作します。
◆未経験者でも１～３ヶ月程で慣れる仕事です。現

岩手県宮古市田鎖９地割５
５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

菌床椎茸の栽培等／正社員
１

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
※経験のない方には丁寧に指導いたしますので、安
心してご応募下さい。特に力仕事はありません。

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

管理栄養士 当施設の入所者（１００人）および通所リハビリ
テーション利用者（６０人）に対する、食事の管理
を行って頂きます。主な業務は、献立作成と栄養マ
ネジメントとなります。また、要介護高齢者の状況
を確認したうえでの調理指示も行います。

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
ほえみの里タブレット端末・パソコン入

力があり、スマートフォン等
を使える程度のスキルが必要

です

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

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

土木作業員 〇左官、吹付け、一般住宅基礎、土木、ブロック、
工事など現場の清掃
〇職人の手元、人力作業、
〇トラック（４トン）運転等
〇その他付随する業務

岩手県宮古市板屋３－４－
１４

上野建装

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

歯科衛生士 ・口腔衛生指導
・診療介助、診療補助
・治療器具の殺菌・消毒、院内の清掃
付随する業務及び医師から指示された業務全般に従
事していただきます。※歯科衛生士経験あれば尚可

岩手県宮古市田老三王１丁
目１－３－２

山本歯科医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理補助・ホール／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

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

内装工（見習い可） 当社において、主に久慈から陸前高田までの建設現
場における内装工事
・天井、壁の軽量鉄骨の下地組み、ボードなどの仕
上げ工事
・その他、付随する業務

岩手県宮古市実田二丁目４
－４

有限会社　マルゼン
建装

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

電工／有資格者 電気設備全般に従事していただきます。
・一般住宅や公共事業の電気設備
・設計、施工、保守、管理業務
・その他付随する業務
＊移動は社用車（マニュアル）を使用

岩手県宮古市板屋３丁目２
－６

有限会社　オイカワ
設備企画

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木作業 ・住宅の基礎工事土砂掘削
・型枠工事、型枠作り
・公共事業などの土木・建築作業全般
・車両系有資格者は重機操作あり
主な現場は宮古市、山田町内

岩手県宮古市太田１丁目８
番２０号

有限会社　乙戸建設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木作業員 当社において道路工事・宅地造成工事などの土木工
事現場において土木作業に伴う業務全般を行ってい
ただきます。
・土砂の掘削、埋め戻し、整地等
・その他付随する業務

岩手県宮古市長沢第９地割
２８８番地

株式会社　金丸組

雇用期間の定めなし
玉掛け・型枠支保工作業

主任者あれば尚可
岩手県宮古市

建築施工管理・土木施工管
理（見習可）

工事現場の施工管理業務を行います。
・土木工事と建築工事の現場管理（移動社用車使
用）
・積算見積作成
・パソコンでの工事関連書類作成

岩手県宮古市太田１丁目８
番２０号

有限会社　乙戸建設

雇用期間の定めなし
パソコン操作出来る方、現場管
理経験、ＣＡＤ操作あれば尚可

岩手県宮古市

大工（経験者） 建築工事全般に従事します。
・建前骨組み　・外壁、屋根下地
・床、壁、天井の下地
基本社用車に乗り合いで現場に向かいますが、場合
により直行・直帰となることがあります。

岩手県宮古市太田１丁目８
番２０号

有限会社　乙戸建設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

重機オペレーター 以下の業務を行っていただきます。
・土木工事の重機オペレーター
・現場作業、ダンプ車両運転等
＊現場は主に宮古市内となります。＊お持ちの資
格・免許に応じた車両等の運転業務をして頂きま

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

大工見習い 一般住宅の建築工事全般に従事します。
・各現場清掃や資材の準備、運搬
・道具の手入れ
＊パソコン操作を修得しようとする意欲・努力があ
れば尚可（パソコン資格の有無は問いません）

岩手県宮古市太田１丁目８
番２０号

有限会社　乙戸建設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業 アフラックの代理店として営業を担当していただき
ます。
・企業等を定期的に訪問し、情報提供等（新規団体
開拓あり）
・ご契約者様の保全手続や、保険の見直し相談等

岩手県宮古市末広町２－１
３

株式会社　太田

雇用期間の定めなし
パソコン（ワード・エクセ

ル）基本操作
岩手県宮古市

警備員・交通誘導警備員
（正社員／宮古）

警備・交通誘導業務を行います。
・各種電話工事や建設工事に伴い道路において歩行
者や一般車両、工事車両が安全に通行できるように
誘導を行います。・イベント会場や駐車場、お祭り
等において人や車両の誘導を行います。

岩手県宮古市西ケ丘２丁目
１２番１号

トータルセキュリ
ティー　株式会社

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

1人 138,880円～147,560円

正社員 59歳以下 03100- 1453111

4

移動販売員 【主な業務内容】
＊鮮魚などの商品を保冷車で販売、接客、金銭授受
＊商品の品出し、陳列及び補充
＊後方付けなど、上記に付随する業務
＊お客様より注文を受けた商品の配達など　

岩手県下閉伊郡普代村第１
３地割字普代１４０番地４

有限会社　マルコシ
商店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他


