
保育士 変形（１ヶ月単位）

163,000円～168,000円

正社員 不問 03010-19677271
看護師又は 交替制あり
准看護師

193,000円～228,800円

正社員以外 不問 03010-19687171
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1)14時00分～23時00分
190,000円～222,000円

正社員 59歳以下 03010-19700171
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1)14時00分～23時00分
142,800円～168,000円

正社員以外 不問 03010-19705471
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

（必須） (1) 8時00分～17時00分
157,700円～157,700円

正社員 40歳以下 03030- 3488271
変形（１ヶ月単位）
(1) 9時00分～17時30分

168,000円～168,000円

正社員 不問 03030- 3489971
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分
準中型自動車免許 209,700円～372,800円

正社員 64歳以下 大工経験 03030- 3490371
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(通勤用） (1) 8時00分～17時00分
195,500円～230,000円

正社員 59歳以下 03030- 3498171

(1) 8時00分～17時00分
206,100円～229,000円

正社員 不問 02040- 2684671
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
184,800円～207,900円

正社員 59歳以下 03030- 3482371

(1) 8時30分～17時15分
141,040円～208,320円 (2) 6時30分～15時15分

(3)12時15分～21時00分

正社員以外 不問 03030- 3485471
中型一種（８ｔ限定） 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
150,000円～150,000円

正社員 59歳以下 03030- 3486771

(1) 8時30分～17時15分
128,940円～149,520円

正社員以外 不問 03030- 3477471
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(通勤用） (1) 8時00分～17時00分
132,000円～145,000円

正社員 64歳以下 03030- 3478771
中型自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
130,000円～150,000円

正社員 不問 03030- 3479871
普通自動車免許二種

(1)21時00分～ 4時00分
115,200円～156,000円

正社員 18歳以上 03030- 3471971
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1)21時00分～ 4時00分

105,600円～156,000円

正社員 18歳以上 03030- 3472171
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
161,700円～300,300円

正社員 不問 03030- 3473071
1

     （8月21日時点の内容です）

　　８月１５日　から　８月２１日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　８月３１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

保育士（宮古市）「保育」

1人

請負先事業所（宮古病院院内保育所）においての
保育業務を行って頂きます。健康観察、身の回り
のお世話（排泄、食事、お昼寝等）・保育指導計
画の立案、保育者への子育てアドバイス・その
他、上記に付随する業務および指示された業務。

岩手県盛岡市上田１丁目
２－１６　（あゆみ保育
所内）

株式会社　プライ
ムツーワン　東北
支局雇用期間の定めなし

又は 7時30分～18時30分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

看護師・准看護師（宮古
市）「看護」

1人

県立宮古病院院内保育所に於いて、病後児保育等
を行って頂きま。病気回復期の園児のお世話（投
薬など）・園児の身長計測・体重計測・保育中に
ケガをした園児の手当て（医療行為は行いませ
ん）・その他、上記に付随する業務および指示さ

岩手県盛岡市上田１丁目
２－１６　（あゆみ保育
所内）

株式会社　プライ
ムツーワン　東北
支局雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は 7時30分～18時30分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

ルート営業（宮古／釜石・
大船渡エリア）

2人

飲食店・ホテル・福祉施設等へのカラオケ機器設
置営業。（カラオケ音響・映像機器等販売設置、
メンテナンス等に付帯する販売、サービス等に関
わる代金の集金など）※営業エリア：釜石市・大
船渡市。社用車使用。

岩手県盛岡市開運橋通４
番２８号　開成プラザ
１Ｆ

株式会社　北東北
第一興商

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

ルート営業【パート】（宮
古／釜石・大船渡エリア）

2人

飲食店・ホテル・福祉施設等へのカラオケ機器設
置営業。（カラオケ音響・映像機器等販売設置、
メンテナンス等に付帯する販売、サービス等に関
わる代金の集金など）※営業エリア：釜石市・大
船渡市。社用車使用。

岩手県盛岡市開運橋通４
番２８号　開成プラザ
１Ｆ

株式会社　北東北
第一興商

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市、他

製材工

1人

製材、木工、チップの生産作業や、機械操作を
行っていただきます。木材加工は材木を手で機械
に入れるため、体力を要する作業です。機械操作
は業務内容を覚えていただいてから指導いたしま
す。

岩手県宮古市茂市第２地
割日向１９４

株式会社　小林三
之助商店　岩手工
場雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

管理運営

1人

被災した山田町の商業再建を先導する共同店舗型
テナントビルの管理運営を行います。山田町の商
業者を含めテナントの経営持続のための販促イベ
ントの企画立案から実施に関する業務となりま
す。その他、当社の経理に関しての簡単な業務も

岩手県下閉伊郡山田町長
崎３丁目６番１８号

株式会社　共同店
舗棟建設運営会社
山田雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード・エ
クセル）

岩手県下閉伊郡山田町

大工（経験者）「建設」

2人

建築工事全般に従事していただきます。現場は主
に宮古・山田地区となります。基本として社用車
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。長く勤めていた
だける方、努力できる方を希望します。

岩手県宮古市太田一丁目
８番２０号

有限会社　乙戸建
設

雇用期間の定めなし
(H29.3.12以降免許取得

の方)
岩手県宮古市、他

台船作業員「建設」

1人

宮古下閉伊地区の湾内（現場）で工事を行う台船
に、工事資材や機材の運搬を行っていただく作業
となります。その他、台船上における作業助手及
び陸上での土木作業にも従事していただきます。

岩手県宮古市宮町一丁目
３－４３

大坂建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木作業員

10人

岩手県宮古市周辺の各現場にて道路工事作業全般
に従事していただきます。道路わき等に設置され
ている側溝の工事業務全般（重機等を使用し掘
削、Ｕ型、Ｌ型側溝を設置し埋める作業）・その
他付随する業務全般。所有する免許、資格により

青森県下北郡佐井村大字
佐井字大佐井川目１２４
－２６

有限会社　高久建
設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

大型ダンプ運転手

1人

大型ダンプ車（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、合材
などとなります。就業場所は、主に岩泉地区、田
野畑地区、宮古地区となります。車両系建設機械
資格あれば尚可。

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

経験１年以上 岩手県下閉伊郡田野畑村、他

看護補助員「看護」

2人

患者様の日常生活に関わる業務をして頂きます。
診察介助、器具洗浄、殺菌作業、移動補助、入浴
補助、食事補助等。医療環境の整備、整頓、物品
に関する業務。その他、搬送業務、メッセン
ジャー業務。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中家１９－１

社会福祉法人　恩
賜財団　岩手県済
生会　岩泉病院雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

運搬および水産加工

1人

４ｔトラックでの運搬作業。魚市場から当社工場
や田老工場へ鮮魚等を運搬します。工場内での出
荷作業や選別、包装など水産加工にも従事してい
ただきます。出荷は手摘みや、資格のある方には
フォークリフトの運転をしていただきます。

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

一般事務補助／宮古土木セ
ンター

1人

宮古土木センターにおいて、職員の指示のもと、
パソコン（ワード・エクセル）を使用してのデー
タ入力作業、各種書類のコピー作業、郵便物の発
送・収受、電話・来客対応等となります。雇用開
始日は９月中旬を予定しています。

岩手県宮古市五月町１番
２０号　宮古地区合同庁
舎内

岩手県沿岸広域振
興局

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作できる方

岩手県宮古市

製造（ゴム裁断）≪急募≫

1人

ゴム製品の製造におけるゴムシートの裁断作業で
す。自動裁断機を使い、ゴムシートを裁断し箱に
並べる作業です。未経験者でも丁寧な指導しま
す。簡単な作業なので、すぐに現場作業に入れま
す。経験のある方、優遇いたします。

岩手県宮古市刈屋１４－
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

岩手県宮古市

廃棄物収集業務及運転業務

1人

岩泉町内の一般廃棄物収集車に同乗し収集業務を
行っていただきます。基本２名で作業を行いま
す。重量物の運搬、積み込等体力を必要としま
す。収集業務がメインとなりますのが、運転業務
も行っていただきます。その他付随する業務につ

下閉伊郡岩泉町岩泉字太
田２－５

有限会社　岩泉衛
生社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

代行運転手

1人

宮古市内・近郊を中心とした運転代行業務全般と
なります。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、他

運転手（随伴車）

1人

宮古市内・近郊を中心とした運転代行業務全般と
なります。お客様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
両管理等を行っていただきます。経験がなくても
やる気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

運転経験１年以上 岩手県宮古市、他

型枠大工「建設」

3人

型枠の加工、組立、取付等の型枠工事を行いま
す。現場は主に宮古市内で、事業所所在地に集合
し、現場までは社用車（主にワゴン車）で乗り合
いで行きます。※経験者の方は優遇。住込み可
（単身用アパート）

岩手県宮古市磯鶏３丁目
７番３４

株式会社　金子技
建

雇用期間の定めなし

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 

平成２９年８月２４日発行  



普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分

161,700円～277,200円

正社員 不問 03030- 3474371
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時30分～17時00分

220,000円～255,000円

正社員 59歳以下 13040-98937671
大型自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 207,000円～253,000円

正社員 不問 01010-31109871
情報処理技術者資格

(ＩＴパスポート以上) (1) 8時30分～17時15分
相談可 171,200円～227,200円

正社員以外 不問 03010-19398171

2

電子カルテシステムのヘル
プ業務（宮古市）

1人

・病院職員へ電子カルテシステムの使い方の指導
・問合せ内容の記録と日報報告
・電子カルテ端末及び周辺機器のトラブル対応
　（復旧・修理・インストール）
・端末内部清掃や点検など

岩手県盛岡市松尾町１７
－８

株式会社　アイ
シーエス

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

情報処理技術者資格を有
し、ＳＥとして３年以上の

実務経験を有する事

大型ダンプ運転手（岩手県
下閉伊郡）

2人

土木工事現場にて、大型ダンプの運転を行ってい
ただきます。

札幌市中央区南９条西９
丁目１－３５

株式会社　エヌエ
スアイ

大型ダンプ運転経験３年以
上

岩手県下閉伊郡岩泉町

営業職（宮古）

1人

◆顧客への提案営業◆顧客（建設会社や建設現
場）を訪問し、工事のスケジュールや内容をヒア
リング、その内容に応じた建設機械の提案を行い
ます。既存の顧客だけではなく、新規顧客へも訪
問／提案を実施して頂きます。※顧客訪問の際の

東京都港区芝大門１－７
－７


株式会社　カナモ
ト

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町、他

土木作業員　「建設」

2人

一般土木作業全般に従事していただきます。事業
所所在地に集合し、現場までは会社の車（ワゴン
車）で乗り合いで行きます。現場は主に宮古～釜
石の沿岸部となります。経験者の方は優遇、車両
系基礎工事用運転免許あれば尚可。住込み可（単

岩手県宮古市磯鶏３丁目
７番３４

株式会社　金子技
建

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他


