
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

153,000円～168,000円

正社員 30歳以下 03030- 4289971
普通自動車免許一種 交替制あり

（通勤用）
150,000円～300,000円

正社員 64歳以下 03030- 4292571
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時30分～17時15分

大型特殊自動車一種 146,880円～146,880円
車両系整地掘削用運転

正社員以外 不問 03030- 4293471
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

（通勤用） (1) 9時30分～18時00分
141,200円～141,200円

正社員以外 不問 03030- 4294771
普通自動車免許一種

（通勤用） (1) 8時15分～17時00分
調理師 138,700円～219,600円

正社員 29歳以下 03030- 4284571
普通自動車免許一種

(1) 5時00分～ 9時00分
150,000円～150,000円 (2)16時00分～20時00分

正社員以外 不問 04010-68813071
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
173,600円～325,500円

正社員以外 不問 04010-68878971
中型一種（８ｔ限定） 変形（１年単位）

（ＡＴ限定不可） (1) 8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし 157,500円～202,500円 (2) 9時00分～17時00分

正社員 45歳以下 04010-68922871
普通自動車免許一種

(1) 7時00分～15時45分
138,880円～156,240円 (2) 8時30分～17時15分

(3) 9時45分～18時30分

正社員以外 59歳以下 03030- 4273071
介護福祉士 変形（１ヶ月単位）

普通自動車免許一種 (1) 8時15分～17時15分
介護職員初任者研修 140,000円～185,000円

正社員 64歳以下 03030- 4278771
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分

166,900円～210,000円 (2) 7時30分～16時30分

正社員 40歳以下 03030- 4279871
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
135,000円～155,000円

正社員 45歳以下 03030- 4281071
土木施工管理技士１級 変形（１年単位）
普通自動車免許一種 (1) 8時00分～17時00分

400,000円～500,000円

正社員以外 不問 04010-68637071
土木施工管理技士1級又

は
変形（１年単位）

土木施工管理技士2級 (1) 8時00分～17時00分
普通自動車免許一種 350,000円～450,000円

正社員以外 不問 04010-68639671

(1) 5時00分～20時00分
165,000円～165,000円

正社員以外 不問 04030- 5390671
栄養士 交替制あり

(1) 5時00分～14時00分
132,000円～140,250円 (2) 9時00分～18時00分

(3)10時30分～19時30分

正社員以外 不問 03010-24813171
調理師 交替制あり

(1) 5時00分～14時00分
132,000円～140,250円 (2)10時30分～19時30分

正社員以外 不問 03010-24815371
交替制あり
(1) 5時00分～14時00分

132,000円～140,250円 (2)10時30分～19時30分

正社員以外 不問 03010-24816671
調理師 交替制あり

(1) 5時00分～14時00分
132,000円～140,250円 (2) 9時00分～18時00分

(3)10時30分～19時30分

正社員以外 不問 03010-24824671
1

調理師（岩泉町）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと入所者
様への食事提供業務。調理、盛付、食器洗浄厨房
内での業務全般。入所者数：１１０名程度＊雇用
について１年毎の契約更新あり（但し、勤務内容
に問題が無い限り）

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

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店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（岩泉町）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと入院患
者様への食事提供業務。調理、盛付、食事洗浄な
ど厨房内業務全般。入院患者数：７５名程度＊雇
用について１年毎の契約更新あり（但し、勤務内
容に問題が無い限り）

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

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

調理師（岩泉町）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと入院患
者様への食事提供業務。調理、盛付、食事洗浄な
ど厨房内業務全般。入院患者数：７５名程度＊雇
用について１年毎の契約更新あり（但し、勤務内
容に問題が無い限り）

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

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

栄養士（岩泉町）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと入所者
様への食事供業務。献立、帳票作成、栄養管理業
務全般。入所者数：１１０名様程度＊雇用につい
て１年毎の更新あり（但し、勤務内容に問題が無
い限り）

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

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店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〔宮古市〕（住み込
み）

1人

現場宿舎にて調理業務に従事していただきます。
３食３０名程度の食事作りを行います。寮費は無
料ですが、食事代のみ自己負担となります。


宮城県多賀城市笠神４丁
目３－３７

有限会社　三山食
品

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 岩手県宮古市

２級土木施工管理・河川工
事［下閉伊郡岩泉町］

1人

下閉伊郡岩泉町河川工事の現場にて施工管理を行
う仕事です。岩泉町に流れる小本川の災害復旧工
事。主に現場管理、工程管理、現場測量、下請け
会社への作業指示及び調整を行って頂きます。

宮城県仙台市青葉区台原
２丁目１－１２

株式会社　澤田建
設

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

土木施工管理経験5年以上 岩手県下閉伊郡岩泉町

１級土木施工管理・河川工
事［下閉伊郡岩泉町］

1人

下閉伊郡岩泉町河川工事の現場にて施工管理を行
う仕事です。岩泉町に流れる小本川の災害復旧工
事。主に現場管理、工程管理、現場測量、下請け
会社への作業指示及び調整を行って頂きます。

宮城県仙台市青葉区台原
２丁目１－１２

株式会社　澤田建
設

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

土木施工管理経験5年以上 岩手県下閉伊郡岩泉町

製造全般（管理者候補）≪
急募≫

2人

ゴム製品の製造に関わるロール練り作業、ゴム材
料の裁断作業、プレス成型オペレータ、接着剤ハ
ケ塗り工程、製品検査などのものづくりに携わっ
ていただきます。採用後の担当部署は試用期間後
に決定します。将来的には製造管理を含めた管理

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

看護補助員「看護」

1人

外来や病棟において、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
般を行います。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。ヘル
パー（介護職員初任者研修）等の資格があれば尚

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

訪問介護員「介護」

1人

利用者宅を訪問し、介護サービス全般（入浴・排
泄・食事の介助・調理・清掃等の生活全般にかか
る援助）の業務に従事していただきます。利用者
宅への移動には私用車または社用車（ＡＴ車）を
使用します。

岩手県宮古市黒森町６－
３０

株式会社　ファミ
リング

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

世話人

1人

グループホームにおいて、入居者１９名の生活支
援を行います。知的、精神障がいがある入居者の
自立援助や、食事作り、レクリエーション、社用
車を使用し、食材の買い物や通院介助等を行って
いただきます。正社員登用制度あり。

岩手県宮古市田老字西向
山１２１－６

社会福祉法人　翔
友　みやこライフ
ステーション雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業［宮古市］

1人

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
日本カンパニー

岩手県宮古市

工事作業員［宮古市］

3人

メガソーラーの設置及び施工業務に従事していた
だきます。主にソーラーパネルを２人１組で運ん
で頂いたり、荷下ろし等が業務となります。未経
験の方でも体を動かす現場作業が好きな方や、積
極的に現場作業に取組める方大歓迎。また、１０

宮城県名取市上余田字市
坪４３１－１

株式会社　東北
オール電化推進社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

澤田建設岩泉宿舎調理ス
タッフ［下閉伊郡岩泉町］

1人

澤田建設岩泉宿舎にて、宿舎宿泊作業員の食事を
作っていただきます。（朝・夕）宿泊作業員はお
よそ１０名です。その他調理以外に掃除もしてい
ただきます。（お部屋・トイレ・共用スペース）
調理師資格を有することが望ましい。３ヶ月毎契

宮城県仙台市青葉区台原
２丁目１－１２

株式会社　澤田建
設

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

家庭での調理経験１０年以
上

岩手県下閉伊郡岩泉町

調理員

1人

若桐保育園に勤務し園児（０歳～５歳）の給食等
調理に従事していただきます。調理５０食（離乳
食、昼食、おやつ）・食器の片づけ、厨房の清掃
等。３名で対応しています。平成３０年２月から
の採用予定です。

岩手県下閉伊郡田野畑村
田野畑１２０－１

社会福祉法人　田
野畑村社会福祉協
議会雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

調理員（９時３０分～１８
時）

1人

当施設利用者の給食（朝、昼、夕食）１回約１１
０食分の調理、食器洗浄、清掃等行います。立ち
仕事となり、食材運搬等体力を要します。調理師
免許をお持ちの方、調理業務の経験がある方は優
遇致します。正社員登用制度あり。

岩手県宮古市崎山第５地
割９４番地

社会福祉法人　若
竹会　わかたけ学
園雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

田老現場事務所作業員（臨
時職員）

1人

宮古市田老総合事務所にて勤務となります。田老
地区内の市道・農道・林道等の維持管理業務、道
路補修など主に土木作業、除雪作業や災害時の応
急復旧作業及び重機運転等、その他雑務を行いま
す。

岩手県宮古市新川町２－
１

宮古市役所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

サービススタッフ

1人

宿泊、会食、法事等利用客の案内、電話対応予約
管理（パソコンで管理します）会計精算等行って
いただきます。フロント業務終了後、サービスス
タッフとして食事処（２０席程度）での接客や料
理の配膳、片付けの他レジ業務や清掃業務もして

岩手県宮古市築地一丁目
１－３８

浄土ヶ浜海舟　株
式会社

雇用期間の定めなし

パソコン操作(初級程度) 又は 6時00分～22時00分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

船舶・海運事務

2人

船舶代理店業務及び海運業務の事務。入港に関す
る事務代理処理や積荷の積載量の確認、税関等関
係機関の代行手続き処理などを行っていただきま
す。内船・外航船への乗船手続き等もあります。
パソコン（ワード・エクセル）入力業務あり。

岩手県宮古市小山田１丁
目４４

宮古港湾運送　株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

     （10月23日時点の内容です）

　　１０月１７日　から　１０月２３日　までに受理した求人です。　　　＜次回発行日は　１１月２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

◎ 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１０月２６日発行  



交替制あり
(1) 5時00分～14時00分

132,000円～140,250円 (2) 9時00分～18時00分
(3)10時30分～19時30分

正社員以外 不問 03010-24825571
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 9時00分～17時30分

177,000円～222,000円

正社員 59歳以下 03010-24887871
美容師又は

理容師 (1)10時00分～19時00分
128,000円～180,000円

正社員 59歳以下 03030- 4267671
普通自動車免許一種

社会福祉士 (1) 8時15分～17時15分
164,300円～164,300円

正社員以外 不問 03030- 4270271
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時30分

雇用期間の定めなし 140,000円～245,000円

正社員 59歳以下 04010-68074571
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時30分

雇用期間の定めなし 215,000円～420,000円

正社員 59歳以下 04010-68084771
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

230,000円～345,000円

正社員以外 不問 05060- 5162371
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

184,000円～230,000円

正社員以外 不問 05060- 5163671
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

184,000円～230,000円

正社員以外 不問 05060- 5167871
普通自動車免許一種

(1) 9時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 140,000円～180,000円 (2) 9時00分～12時00分

正社員以外 不問 13010-25770872

2

一般職＜事務＞／岩手県下
閉伊郡

1人

営業所において電話を含む顧客対応。売上・経費
の伝票起票。ＰＣを使用しての入力業務。

東京都中央区日本橋人形町
１－１４－８郵船水天宮前
ビル４階

ユナイト　株式会
社

ワード・エクセルの基本操
作

岩手県下閉伊郡山田町

土木作業員

1人

現場での土木作業を担当していただきます。主に
宮城・岩手県内地区での出張工事となります。冬
期間の就業のみ（出稼ぎ）も可能です。他に左官
工・左官工見習い求人があります。

秋田県横手市婦気大堤字
平林１－９５

平良木左官　平良
木　智哉

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

左官工見習い

1人

現場での左官工事を担当していただきます。主に
宮城・岩手県内地区での出張工事となります。冬
期間の就業のみ（出稼ぎ）も可能です。他に左官
工・土木作業員求人があります。

秋田県横手市婦気大堤字
平林１－９５

平良木左官　平良
木　智哉

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

左官工

1人

現場での左官工事を担当していただきます。主に
宮城・岩手県内地区での出張工事となります。冬
期間の就業のみ（出稼ぎ）も可能です。他に左官
工見習い・土木作業員求人があります。

秋田県横手市婦気大堤字
平林１－９５

平良木左官　平良
木　智哉

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

左官経験者 岩手県宮古市、他

メンテナンスエンジニア
（宮古営業所）［宮古市］

1人

建設機械及び車両等（油圧ショベル、発電機、ダ
ンプ等）のメンテナンス、修理業務をしていただ
きます。入出庫業務や出張整備、配達等を含みま
す。

宮城県仙台市青葉区中央３
丁目２－１　青葉通プラザ
３Ｆ

株式会社　セント
ラル　仙台営業本
部

建設機械のメンテナンス、
修理経験のある方

岩手県宮古市、他

サービス（宮古営業所）
［宮古市］

1人

建設機械及び車両等（油圧ショベル、発電機、ダ
ンプ等）のメンテナンス、修理業務をしていただ
きます。

宮城県仙台市青葉区中央３
丁目２－１　青葉通プラザ
３Ｆ

株式会社　セント
ラル　仙台営業本
部

岩手県宮古市、他

相談支援員

1人

「生活困難者自立支援事業」における生活や就労
に関する相談対応、報告等パソコン操作が主な仕
事となります。その他訪問支援業務、関係機関と
の情報提供等も慣れてくれば行う事もあります。
５人のスタッフで業務を行います。

岩手県宮古市小山田２丁
目９番２０号

社会福祉法人　宮
古市社会福祉協議
会雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

美容師・理容師／ヘアーサ
ロンベルエポック

1人

美容・美容に関する仕事全般を行っていただきま
す。接客、シャンプー、カット、パーマ、カ
ラー、フェイシャルなどの業務を行います。ま
た、店内清掃や備品の洗浄、洗濯なども行いま
す。資格がない方で資格取得を目指す意欲のある

岩手県下閉伊郡山田町大
沢７－２６－６

有限会社　エポッ
クハコイシリミ
テット雇用期間の定めなし

又は 9時00分～20時30分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

営業（県内支店・営業所）

2人

当社において、大型・中型・小型トラック及びバ
スの新車販売等の営業業務を行っていただきま
す。見積り作成からお客様との商談、受注、販
売、納車、アフターセールス等の活動・トラック
に付随する部用品販売や車検及び保険勧誘・その

岩手県滝沢市大釜中道３
８－２

岩手三菱ふそう自
動車販売　株式会
社雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

調理員（岩泉町）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと入所者
様への食事提供業務。調理、盛付、食事洗浄など
厨房内業務全般。入所者数：１１０名程度＊雇用
について１年毎の契約更新あり（但し、勤務内容
に問題が無い限り）

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

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町


