
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

200,000円～250,000円

正社員 40歳以下 03030- 4638471
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

（通勤用） (1)11時00分～20時00分
138,880円～173,600円 (2)13時00分～22時00分

正社員以外 64歳以下 03030- 4639771
中型一種（８ｔ限定） 変形（１年単位）
フォークリフト技能者 (1) 8時00分～17時00分

137,500円～157,300円 (2) 8時00分～12時00分

正社員 45歳以下 03030- 4640971
養護教諭免許

(1) 8時15分～16時45分
199,272円～256,224円

正社員以外 不問 03030- 4642071
変形（１ヶ月単位）
(1) 9時30分～18時15分

146,475円～185,535円 (2)10時30分～19時15分
(3)12時15分～21時00分

正社員以外 不問 04010-76826771
普通自動車免許一種
介護支援専門員 (1) 8時30分～17時30分

認知症管理者研修修了者 250,000円～250,000円

正社員 不問 05020- 5097371
準中型自動車免許

(1) 9時00分～17時00分
150,000円～200,000円

正社員 不問 03030- 4633171
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時30分～17時00分

雇用期間の定めなし 自動車整備士（３級） 170,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03030- 4634071
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 160,000円～240,000円

正社員 不問 06030-10110171
普通自動車免許一種
（自家用車使用） (1) 8時00分～18時00分

雇用期間の定めなし 180,000円～400,000円

正社員 59歳以下 03010-27616571

(1) 8時00分～18時00分
168,000円～378,000円

正社員 59歳以下 03010-27619871
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
355,500円～562,700円

正社員以外 不問 03010-27631671
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時30分～17時30分

161,000円～192,000円

正社員 35歳以下 03010-27666471
普通自動車免許一種

（通勤用） (1) 8時30分～17時30分
134,000円～209,500円

正社員 34歳以下 03030- 4622871
普通自動車免許一種

(1) 7時30分～16時30分
140,800円～160,600円 (2) 8時15分～17時15分

正社員以外 不問 03030- 4624971
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分

127,530円～130,170円 (2)11時00分～20時00分
(3)16時00分～ 9時00分

正社員 64歳以下 03030- 4627371
介護福祉士又は 変形（１ヶ月単位）

介護職員初任者研修 (1) 8時30分～17時30分
132,000円～143,440円 (2)11時00分～20時00分

(3)16時00分～ 9時00分

正社員 64歳以下 03030- 4628671
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

（通勤用） (1) 8時30分～17時30分
150,000円～180,000円

正社員 64歳以下 03030- 4629571

130,240円～130,240円

正社員以外 不問 06030-10091571
1

品出し・レジ（宮古店：食
品）

1人

品出し：入荷した商品や、数が少なくなった商品
を、倉庫・保管場所から店頭に陳列します。レジ
業務：レジ打ちがメインになります。初心者の内
は先輩がサポートに入ります。未経験者の方でも
大丈夫です☆体力自慢の方、大歓迎☆

※契約期間が４月１５日までとなっておりますが
【６ヵ月毎
　の契約更新】を行っており、更新時期は毎年４
月と１０月
　になります。

遊佐町比子字白木２３－
３６２

マルホンカウボ－
イ　本間物産株式
会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 7時30分～20時30分の
間の8時間程度 岩手県宮古市

研削盤オペレーター及び生
産管理

1人

金型部品をフライス・ＳＧ（研磨機）・ＰＧ（プ
ロファイル研削盤）などの工作機械を操作して行
います。また、パソコンを使って納期や受発注の
データ入力や状況管理を行います。経験があれば
尚可。経験の無い方には丁寧に指導します。ご相

岩手県宮古市津軽石１０
－１６１－１

株式会社　富士精
工

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード・エ
クセル）の出来る方 岩手県下閉伊郡山田町

介護職員（資格者）／小本
「介護」

1人

小規模多機能型居宅介護事業所及び、グループ
ホームでの介護業務を行っていただきます。主な
仕事の内容は、利用者の方の日常生活支援、レク
リエーション、送迎付き添い、介護（食事、入
浴、排せつ介助等）となります。

岩手県宮古市向町２番３
４号

有限会社　介護施
設　あお空

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

介護職員／小本「介護」

1人

小規模多機能型居宅介護事業所及び、グループ
ホームでの介護業務を行っていただきます。主な
仕事の内容は、利用者の方の日常生活支援、レク
リエーション、送迎付き添い、介護（食事、入
浴、排せつ介助等）となります。

岩手県宮古市向町２番３
４号

有限会社　介護施
設　あお空

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

介護職員／ふれあい荘デイ
サービスセンター

1人

デイサービスセンターにおいて介護業務全般に従
事します。利用者の食事、入浴、排泄などの介護
や、レクリエーション活動、送迎などを行ってい
ただきます。利用者は１日平均２０人位（定員２
５人）となっております。

岩手県宮古市田老字養呂
地６番地２

社会福祉法人　田
老和心会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

金型部品加工（マシニング
加工、平面研削）

2人

お客様から頂いた製品図面を基に金型を設計・製
作しております。金型は２００～３００個の部品
で構成されています。その部品を工作機械や平面
研削盤を使用して加工する業務に従事していただ
きます。

岩手県下閉伊郡山田町石
峠３－１７－４

和田工業株式会社
東北工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

一般事務（宮古支店）

1人

当社宮古支店における一般事務業務を行っていた
だきます。パソコン操作（請求書や納品書等の伝
票入力、表作成、文書作成）・伝票整理・電話の
応対・事務所内の清掃・その他、一般事務に関連
する業務。男女ともに活躍できる職場です。

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

パソコン操作（ワード、エ
クセル）可能な方 岩手県宮古市、他

土木施工管理（契約社員）
「建設」

3人

土木施工管理・現場管理、測量、丁張り、写真管
理、出来形管理等・主にゼネコン工事の１次、２
次下請け工事現場等の施工管理、各種土木工事・
道路、下水道、河川、護岸、橋梁、造成工事。有
資格者優遇。ＣＡＤ経験者優遇。６０歳以上の方

岩手県盛岡市東仙北２丁
目３番８号　東仙北ハイ
ツＢ－１２

株式会社　クリエ
イトワークス　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、他

建設業仮設足場工事の作業
員（宮古営業所）「建設」

5人

仮設足場の組立・撤去作業。社内での雑務、現場
での写真撮り、採寸等。４ｔトラックの運転（自
動車免許のある方）※朝、会社へ集合しトラック
にて移動します。（３人一組）パートでの就労も
可能（就業時間等相談に応じます）

岩手県盛岡市津志田２７
地割３７番地１５号

有限会社　新鋭

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

建設業仮設足場工事の営業
その他（宮古営業所）

5人

架設足場リースの営業。主に建設、建築、塗装業
等の事業所を訪問して頂きます。社内での雑務、
現場での写真撮り、採寸等。業務は直行直帰が主
で、週１度程度出社し報告等を行って頂きます。

岩手県盛岡市津志田２７
地割３７番地１５号

有限会社　新鋭

岩手県宮古市

重機オペレーター【正社
員】

2人

基盤整備及び道路・河川工事現場での重機オペ
レーターの見習になります。主に宮城県、岩手県
の地震復興工事現場での就労となります。他に庄
内地方での工事現場もあります。

酒田市こあら３丁目６－
２

明和産業　株式会
社

実務経験のある方 岩手県宮古市、他

車両整備

1人

当社において車両整備業務に従事します。軽自動
車からトラックまでの、点検および車検整備、一
般修理を行っていただきます。また洗車や車両の
引取り、納車を行っていただきます。

岩手県宮古市上鼻二丁目
４－１

有限会社　千徳自
動車整備工場

岩手県宮古市

運転手

1人

山田町内の事業所を中心に、廃棄物の収集運搬作
業を行います。車は２ｔ車～４ｔ車となります。
週２回程度、県内の処分場までの運搬業務を行っ
ていただきます。小型移動式クレーン、玉かけ、
大型自動車免許資格尚可。

岩手県下閉伊郡山田町飯
岡第２地割１１４番地２

有限会社　山田清
掃社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

管理者兼計画作成担当者
「介護」

1人

グループホーム（２ユニット、定員１８名）の管
理。行政関係の手続き。事業所における人事、労
務、経理。職員への指導、教育。地域交流。外出
用務は社用車を使用します。
　

秋田県能代市浅内字中山
９２番地

株式会社　ラ・サ
ルーテ

雇用期間の定めなし

介護、医療、介護支援専門
員のいずれかの経験者 岩手県下閉伊郡岩泉町

ジュエリー販売スタッフ
［エステール宮古店］

2人

宝石の店舗販売専門店「エステール」の店内で
ジュエリー・アクセサリーを販売するお仕事で
す。まずは誕生石を覚えたり、ジュエリーに触れ
る事から始めます。ＯＪＴ教育をしっかりと行い
ますので未経験の方もご安心ください。（簡単な

宮城県仙台市青葉区木町
通２－１－１８　ノー
ス・コアビル８階

Ａｓ－ｍｅエス
テール　株式会社
仙台オフィス雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は 9時30分～21時00分の
間の7時間以上 岩手県宮古市

中学校期限付臨時教員（養
護教諭）

1人

宮古市内の中学校において、養護助教諭として、
学校保健に関する情報を把握し、保健指導・保健
学習などを行っていただくほかに、緊急処置や健
康相談等を行っていただきます。

岩手県宮古市五月町１－
２０　宮古合同庁舎内

宮古教育事務所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

パソコン操作 岩手県宮古市

配送

1人

総合建設資材の配送と倉庫作業です。土木建築資
材の鉄筋等をフォークリフトで２ｔ車・４ｔ車等
に積み配送します。エリアは主に下閉伊管内で
す。営業活動は行いません。資材の名称を覚えて
いただきながらの作業となります。大型自動車免

岩手県宮古市実田一丁目
３－１７

株式会社　岩手ビ
ルテック

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

フロア係≪急募≫

1人

フロント業務として、受付・電話応対・お客様へ
の対応・チェックイン・チェックアウト・日帰り
風呂の会計等を行っていただきます。また、注文
取り・配膳・片付けなどレストラン及び宴会での
接客業務もあります。土日祝日勤務できる方希望

岩手県宮古市茂市８－５
３

株式会社　新里産
業開発公社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

ルート営業

1人

中国産石材販売のルート営業を行っていただきま
す。ルートエリアは主に岩手、秋田、青森県の石
材店などになります。状況によっては宿泊を伴う
場合もあります。また業務の報告や、図面やり取
りでｉｐａｄと携帯電話を使用します。研修終了

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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

     （11月27日時点の内容です）

　　１１月２０日　から　１１月２７日　までに受理した求人です。　　 ＜次回発行日は　１２月７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。 

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 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。 

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 フルタイム 

平成２９年１１月３０日発



普通自動車免許一種 変形（１年単位）
(1) 9時30分～18時30分

138,000円～200,000円

正社員以外 35歳以下 03010-27537471
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00分

150,000円～235,000円

正社員 不問 03030- 4618171
看護師又は 変形（１ヶ月単位）
准看護師 (1) 8時00分～17時00分

普通自動車免許一種 200,000円～250,000円 (2)10時00分～19時00分

正社員 59歳以下 03030- 4620471
普通自動車免許一種

(1) 8時40分～17時20分
136,731円～136,731円

有期雇用派遣 不問 03070- 7008071

189,200円～206,400円

有期雇用派遣 不問 04010-76143071
車両系整地掘削用運転
移動式クレーン運転士 (1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし （いずれも必須） 243,600円～304,500円

正社員 不問 02080- 3511671
玉掛技能者
（必須） (1) 8時00分～17時00分

162,400円～203,000円

正社員 不問 02080- 3512571
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時30分～17時30分

150,000円～200,000円

正社員 40歳以下 03030- 4606771
普通自動車免許一種

（通勤用） (1) 8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし 135,000円～209,500円

正社員 40歳以下 03030- 4611671
普通自動車免許一種

（通勤用） (1) 8時30分～17時30分
125,856円～198,720円

正社員以外 59歳以下 03030- 4612571
普通自動車免許一種

(必須) (1) 9時00分～18時00分
124,100円～183,000円 (2) 9時00分～13時00分

正社員 不問 03030- 4613471

2

総合職（盛岡市・宮古市・
久慈市・一戸町）

2人

営業、企画、添乗、事務業務を行って頂きます。
・旅行営業（企業・学校へのルート営業）
・旅行企画（募集旅行の広告作成等）
・一般事務（納品書・請求書等の作成、集金等）
・その他（来店客へのチケット対応等）

岩手県盛岡市厨川１丁目
１７－１８

株式会社　岩手県
北観光

雇用期間の定めなし

パソコン操作できる方
（ワード・エクセル）

岩手県宮古市、他

鉄工作業員（山田工場）

1人

弊社山田工場内での、各種プラント機器の溶接作
業及び製缶作業全般に従事して頂きます。配管工
事、各種産業機械の据え付け工事、メンテナンス
等。鋼材等を取り扱うため力仕事等あり。未経験
者の方も応募ご相談ください。

岩手県宮古市小山田１丁
目７

五菱工業　株式会
社　宮古作業所

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

看護職員「看護」

1人

有料老人ホームにおける看護業務全般。入居者２
１名のバイタルチェック、健康管理、服薬管理等
を看護師２名体制で行います。また通院介助のた
め送迎・同乗を行う場合もあります。その際、社
用車（軽ワゴン車）を使用します。

岩手県宮古市刈屋１２－
３

特定非営利活動法
人　愛福祉会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般事務（宮古市）

1人

社内外の電話受信・取次ぎ・簡易受付・問合せ対
応。専用端末を使用したデータ入力・入力結果の
照合。各種書類のコピー、整理、保管・管理。パ
ソコンを使用した書類作成研修会、講演会、打合
せへの参加などを行っていただきます。

岩手県北上市新穀町１丁
目７－４０　メルベイユ
北上２　１Ｆ

株式会社　綜合
キャリアオプショ
ン　岩手雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

事務経験
Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌの基

本操作

（派）ホール兼カウンター
スタッフ［宮古市］

5人

〈ホール〉ホール・パチンコ台の清掃、玉運び、
ドル箱の上げ下げ・交換等が主なお仕事です。た
ばこの吸い殻回収やおしぼりの交換等もします。
〈カウンター〉お客様の案内やレジ対応、景品交
換や景品の在庫管理、電話対応などが主なお仕事

宮城県仙台市青葉区本町
１丁目３－９　第六広瀬
ビル５階

株式会社　スター
プランニング　仙
台支店雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）
又は 8時00分～ 0時30分の
間の8時間

岩手県宮古市

重機オペレーター

2人

８００ｋｇの重さのコンクリートで出来たパネル
をバックホウを使い積み重ね、裏側を厚さ３０ｃ
ｍづつ盛土、転圧していく作業です。補強土壁工
法です。作業服は各自準備。

青森県三沢市東岡三沢３
丁目４１－１１－Ａ

草野工業　株式会
社

バックホウ経験３年以上
（必須）

岩手県下閉伊郡田野畑村、他

土木作業員（手元）

2人

８００ｋｇの重さのコンクリートで出来たパネル
をバックホウを使って積み重ねるのに、吊り金具
をパネルにかけたり、バックホウの運転手に合図
を送って積み重ねていく作業です。補強土壁工法
です。作業服は各自準備。

青森県三沢市東岡三沢３
丁目４１－１１－Ａ

草野工業　株式会
社

雇用期間の定めなし

土木・建築現場作業２年以
上（必須）

岩手県下閉伊郡田野畑村、他

製造兼販売

1人

自社商品の製造・販売を行います。製造では、出
来上がったお酒の瓶詰め・洗浄・ラベル貼り等を
行います。仕込みの手伝いをしていただく場合も
あります。販売では、酒販店への訪問、納品、営
業等を行い、酒類の運搬は手積みとなります。訪

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字太田３０

泉金酒造　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

品質管理業務

1人

主にスマートフォンやタブレットのコネクタとそ
れらに使用される精密電子部品の知識を習得して
いただきます。工場の検査・品質管理の指導・改
善・体制づくりを行っていただきます。

岩手県下閉伊郡山田町石
峠３－１７－４

和田工業株式会社
東北工場

岩手県下閉伊郡山田町

精密部品の検査

1人

目視及び、実体顕微鏡を使用して製品の外観検査
を行います。測定器を使用して、製品の寸法検査
を行います。その他、パソコン（エクセル）を使
用して製品検査成績書作成等の事務作業も行いま
す。未経験者には、初歩から指導します。正社員

岩手県下閉伊郡山田町石
峠３－１７－４

和田工業株式会社
東北工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

医療事務

1人

コンピュータを使用した医療事務他調剤助手、医
薬品、健康食品等の販売、社内の雑務を行ってい
ただきます。専用のソフトを使っての仕事がメイ
ンになりますが、エクセル・ワードを使って資料
や報告書を作成する事もあります。又、場合に

岩手県宮古市保久田３番
９号

合同会社　あすな
ろ薬局

雇用期間の定めなし

パソコン(ワード・エクセ
ル)が容易に操作できる方

岩手県宮古市


