
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 15010-18538521
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 150,000円～180,000円

正社員 64歳以下 03030- 1797421
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時30分
1人 150,000円～200,000円

正社員 64歳以下 03030- 1798321
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- 1795221
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 210,000円～280,000円

あれば尚可

正社員 64歳以下 03030- 1796521
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- 1786821
普通自動車免許一種
フォークリフト (1)8時30分～17時30分

1人 あれば尚可 210,000円～210,000円

正社員 40歳以下 03030- 1788521
変形（1年単位）
(1)7時30分～16時30分

1人 144,496円～144,496円

正社員以外 不問 03010-12156121
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時30分
2人 157,000円～204,000円 (2)9時00分～17時00分

正社員 45歳以下 04010-31084321
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～16時30分
1人 あれば尚可 192,000円～195,000円

正社員 59歳以下 03030- 1780321
理容師 変形（1ヶ月単位）

(1)9時00分～17時45分
1人 188,000円～260,000円

正社員 59歳以下 理容経験者 03030- 1781621
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- 1782921
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- 1783121
調理師

あれば尚可 (1)10時30分～21時30分
1人 180,000円～300,000円

正社員 20歳以上 03030- 1785721
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 フォークリフト 160,000円～230,000円
あれば尚可

正社員 59歳以下 03040- 2580721
交替制あり
(1)8時00分～17時00分

2人 230,339円～230,339円 (2)20時00分～5時00分

無期雇用派遣労働者 18歳以上 03070- 3057321
交替制あり
(1)8時00分～17時00分

3人 230,339円～230,339円 (2)20時00分～5時00分

無期雇用派遣労働者 18歳以上 03070- 3060721
交替制あり
(1)8時00分～17時00分

10人 230,339円～230,339円 (2)20時00分～5時00分

無期雇用派遣労働者 18歳以上 03070- 3064421
1

コネクタ部品製造オペレー
タ及び付随する業務（山田
町）

○電子機器に使用されるマイクロコネクターの製造
業務　・プラスチック部品の射出成型機のマシンオ
ペレータ　・金属部品加工、コネクター組立のマシ
ンオペレータ

岩手県北上市村崎野２２地
割３８－３
グランヒルズ北上Ａ１０２

ＡＴアクト株式会社
岩手支店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

機械加工に関わる業務およ
びそれに付帯する業務（山
田町）

○機械加工に関わる業務およびそれに付帯する一連
の業務。・機械操作、プログラム作成、測定、納
品、清掃、機械メンテナンス、廃棄処理。

岩手県北上市村崎野２２地
割３８－３
グランヒルズ北上Ａ１０２

ＡＴアクト株式会社
岩手支店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

機械加工に関わる業務およ
びそれに付帯する業務（岩
泉町）

○機械加工に関わる業務およびそれに付帯する一連
の業務。・機械操作、プログラム作成、測定、納
品、清掃、機械メンテナンス、廃棄処理。

岩手県北上市村崎野２２地
割３８－３
グランヒルズ北上Ａ１０２

ＡＴアクト株式会社
岩手支店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

・ワイヤ放電
・型彫り放電機
・平面研削

・マシニングの経験者
またはＣＡＤ資格保有者

・ワイヤ放電
・型彫り放電機
・平面研削

・マシニングの経験者
またはＣＡＤ資格保有者

セールス職（宮古店） ◎農家向け農業機械販売・整備　・既存顧客への農
業機械アドバイス　・展示会、実演会での新機種・
新技術情報の提供及び販売　・農業機械の簡単なメ
ンテナンス、商品提案　・故障・修理後の農業機械
等の搬送

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

調理補助・ホール／のらく
ら

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
調理、ホール経験

あれば尚可

自動車整備等、
機械整備経験あれば尚可

調理補助・ホール／のらく
ら／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

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

理容師 理容髪吉（かみよし）南町店において、理容業務全
般に従事していただきます。
・施術に必要な材料等の整理
・その他付随する業務

岩手県宮古市南町１１番２
０号

株式会社　クイック

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

大型車運転手／タンクロー
リー

当社において、タンクローリー車の担当となりま
す。・主に化学薬品の運搬業務［運行ルート］宮古
市～福島県小名浜…１泊　宮古市～秋田県…日帰り
○業務に慣れるまで教育担当が同乗または同行しま
す。○今後ルート拡大の可能性あり。

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

中・長距離運転業務経験（経
験の内容について

相談可）

管理業務 ・非鉄金属販売・加工（コネクタ関連）
・コネクタ関連客先との受発注管理及び納期・在庫
管理
・各伸銅メーカーへの発注管理及び納期調整等

岩手県宮古市大字津軽石第
１０地割向川原３２３番

株式会社　石井金属
東北営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市
ＰＣ入力業務あり

（専用ソフト・メール等）

技術・営業 【技術】トラクターをはじめとした農業機械の整備
業務全般に従事して頂きます。
【営業】ルート営業が主になります。担当エリア内
のお客様を訪問し、ヤンマーの農業機械・資材・部
品などの販売、メンテナンスを行います。

宮城県仙台市若林区六丁の
目西町８－１　斎喜セン
タービル１階

ヤンマーアグリジャ
パン　株式会社　東
北支社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

清掃（山田町） 請負先である県立山田病院において、院内の清掃業
務を担当していただきます。・共用部分（廊下、階
段、トイレ等）の清掃　・外来棟、病棟、管理棟の
清掃　・その他付随する業務

岩手県盛岡市中央通３丁目
３番１号

協栄テックス　株式
会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

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

デイサービス管理者 当社が運営するデイサービス（利用者１８名程度）
における管理者業務に従事していただきます。・従
業員の勤怠管理、利用者様への利用請求事務手続き
等　・送迎、食事介助、トイレ介助、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

岩手県宮古市

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

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

木材加工（製造） 製造部にて、住宅木材の加工を業務を担当しま
す。・壁材の枠組みの製造作業　・木工機械に手作
業で木材を並べ、機械を操作し釘打、カット　・製
品をパレットに移し９段５列に梱包、専用棚に同じ
長さ毎に入れる等の作業

岩手県宮古市実田１丁目５
番１３号

株式会社　ヤマウチ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

合鴨の食肉加工作業 合鴨の食肉加工作業に下記の通り従事していただき
ます。・機械と手処理での肉の解体作業　・肉の仕
分け等立ち仕事　※慣れてきたら仕分けした肉の計
量・計算、出荷明細作成などの出荷管理事務をお願
いする場合があります

岩手県下閉伊郡田野畑村室
場２４－４

株式会社　甘竹田野
畑

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

事業所名
求人番号

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

（5月30日時点の内容です）

５月２４日　から　　５月３０日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は６月９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４年６月２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



変形（1ヶ月単位）

1人 180,000円～180,000円

正社員以外 不問 13130-12250721

2

ドコモショップスタッフ＜
宮古千徳店＞宮古市

ドコモショップ宮古千徳店　カウンター窓口業務
・スマートホン、タブレット、携帯電話の販売　・
契約手続き（新規・変更・解約）・端末操作案内
・その他　店舗運営に関わる業務全般　フロア応対
・要望のヒアリング、各種サービスの提案

東京都江東区豊洲３丁目２
－２４　豊洲フォレシア

ＭＸモバイリング
株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

分野・業種を問わず
接客経験があると

なおよい
又は9時45分～19時00分
の間の7時間以上

岩手県宮古市


