
(1) 8時30分～17時30分
176,000円～176,000円

有期雇用派遣 不問 03010-25560571

(1) 9時00分～17時00分
149,800円～149,800円

有期雇用派遣 不問 03010-25561471
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30分
雇用期間の定めなし 160,000円～210,000円

正社員 64歳以下 03030- 4317271
普通自動車免許一種

(1) 9時00分～17時00分
173,510円～173,510円

正社員 30歳以下 03030- 4318971

(1) 8時30分～17時00分
135,000円～160,000円

正社員以外 不問 03030- 4320671

(1) 8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 350,000円～550,000円

無期雇用派遣 不問 01010-41509171
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

160,000円～240,000円

正社員 64歳以下 03030- 4312671
変形（１ヶ月単位）
(1) 9時00分～18時00分

146,200円～146,200円 (2)11時00分～20時00分
(3)12時00分～21時00分

正社員以外 不問 13130-32402571
土木施工管理技士1級又

は
土木施工管理技士2級 (1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 普通自動車免許一種 380,000円～480,000円

正社員 不問 15010-39089071
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30分

雇用期間の定めなし 車両系建設運転免許 259,900円～271,200円
(必須）

正社員 59歳以下 03030- 4307771
交替制あり
(1) 6時00分～15時00分

雇用期間の定めなし 139,500円～139,500円 (2) 8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

正社員 不問 03030- 4310071
看護師又は
准看護師 (1) 8時00分～17時00分

普通自動車免許一種 204,800円～204,800円

正社員以外 不問 03030- 4302071
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

130,720円～130,720円

正社員以外 不問 03030- 4305571
大型自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
203,400円～203,400円 (2) 8時00分～12時00分

正社員以外 不問 03030- 4295871
車両系整地掘削用運転 変形（１年単位）

(1) 8時00分～20時00分
160,000円～250,000円 (2)20時00分～ 8時00分

正社員 64歳以下 03030- 4296271
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時15分
132,430円～164,000円

正社員以外 不問 03030- 4297971
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
198,789円～198,789円

正社員以外 不問 03030- 4300971
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
198,789円～198,789円

正社員以外 不問 03030- 4301171
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 160,080円～173,080円

正社員 18歳～59歳 03080- 3820071
薬剤師

(1) 9時00分～18時00分
雇用期間の定めなし 400,000円～530,000円

正社員 59歳以下 03010-25290971
1

     （10月30日時点の内容です）

　　１０月２４日　から　１０月３０日　までに受理した求人です。　　 ＜次回発行日は　１１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
事業所名
求人番号

一般事務（宮古市）

1人

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。各種資料の作成・報告書のとりまと
め、表作成・ファイリング・ＡｕｔｏＣＡＤを使
用して図面の作成・ＴＥＬ応対、来客応対・その
他付随する業務。雇用期間はＨ３０．３．３１迄

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

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

月未満）
事務経験

ＣＡＤ（学習のみも可）
岩手県宮古市

一般事務（宮古市）

1人

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。代理店やお客様からのＴＥＬ対応・各
種書類作成・データ入力、チェック・入金状況の
確認・来客応対。産休・育休代替の為、雇用期間
はＨ３０．８．３１頃までの予定です。

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

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

月未満）

事務経験 岩手県宮古市

ＣＡＤオペレーター

1人

製造部にて住宅用木材資材加工に関する業務を行
います。図面の作成及び建築用CADを使用しての入
力作業がメイン業務となります。CAD操作につい
て、未経験の場合には丁寧に指導致します。

岩手県宮古市実田１丁目
５－１３

株式会社　ヤマウ
チ

パソコン操作のできる方 岩手県宮古市

総合系エリア職員／正社員

3人

保険事業に関する業務（営業部門）。販売代理店
を訪問し、保険商品の説明や、アドバイス、付随
する契約書類の作成、各種企画の立案にも携わっ
ていただきます。入社後に先輩社員と同行しなが
ら業務を覚えていただきます。

岩手県宮古市大通４－４
－２２　朝日生命宮古ビ
ル３Ｆ

損害保険ジャパン
日本興亜株式会社
岩手支店　三陸支
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般事務

1人

事務業務全般に従事していただきます。伝票入
力、会計資料印刷、書類作成など主にパソコン
（ワード・エクセル）を使用する仕事となりま
す。その他、来客・電話応対、事務所内の清掃等
もあります。自動車免許をお持ちの方は書類の届

岩手県宮古市栄町１－３
６

岩間美暁税理士事
務所

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）

岩手県宮古市

市内及び近郊工事の土木施
工管理（岩手県宮古市）

3人

宮古市内及び近郊工事等の現場での管理業務を担
当して頂きます。工事スケジュールの作成、管
理・現場での測量、丁張、図面の作成、修正(CAD
使用)・作業責任者への指示出し、安全管理

札幌市中央区北２条東１
７丁目２番地

株式会社　アイエ
ンジニアリングス
タッフ

現場経験のある方 岩手県宮古市

鉄骨製作工

1人

当社は建築鉄骨や海洋構造物を設計・製作してお
ります。鉄骨製作、機械加工（切断、穴あけ、組
立溶接、塗装）など作業内容は色々とあります。
製作したものを現場で組立、溶接する場合もあり
ます。最初はやり方や、手順を指導します。

岩手県宮古市臨港通１番
７号

有限会社　佐々木
鉄工所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

カスタマーサービス職(三
陸営業所)宮古市(長期)

5人

お客様からのお問い合わせや集荷依頼などの受付
。その他パソコンの簡単な入出力。Ｗｏｒｄ、Ｅ
ｘｃｅｌできる方、歓迎致します。


東京都江東区新砂２－１
－１７

佐川急便株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 岩手県宮古市

（請）土木技術者（岩手県
宮古市）

1人

国交省発注工事に伴う発注者支援業務。道路等の
維持・修繕関係の技術資料作成の業務です。業務
上車を使用する機会：有（社有車有）

新潟県新潟市中央区万代４
丁目２－２３　オフィス万
代２階

株式会社　シーエ
ステック

実務経験１年以上 岩手県宮古市、他

業務／岩泉出張所

1人

主に建設機械の洗車を担当して頂きます。車種は
軽トラック・１０ｔダンプ・バックホー等で、
ジェット水洗や、手洗いで洗車します。その他現
場への小物配達等、付随する業務があります。

岩手県宮古市高浜４丁目
４４－１

東亜リース株式会
社　宮古営業所

岩手県下閉伊郡岩泉町

調理員

1人

特養老人福祉施設における厨房での調理業務。入
居者１１０名の食事（朝食、昼食、夕食／シフト
対応）・食器の片づけ、厨房の清掃等・４～５名
で対応して頂きます。

岩手県宮古市西ヶ丘四丁
目５３－８

社会福祉法人　恵
心会　特別養護老
人ホーム　慈苑

岩手県宮古市

看護師「看護」

1人

病気の児童を保育所の専用スペースにおいて、看
護業務をしながら一時的に保育（病児保育）を
行っていただきます。病児保育の利用の少ない日
等において、地域の保育所等への情報提供や巡回
指導を行っていただきます。

岩手県下閉伊郡山田町後
楽町４－５

社会福祉法人　三
心会　山田町第一
保育所雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

販売事務

1人

工事で使用する安全書類等の作成補助となりま
す。見積書の作成・受付業務と事務処理・電話応
対による受注及び発注・来店による注文への対応
・伝票計上および入力。

岩手県宮古市宮町４丁目
１番１１号

株式会社吉田産業
宮古支店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） パソコン操作（ワード、エ

クセル基本操作）
岩手県宮古市

ダンプ運転手

1人

大型ダンプカーの運転業務に従事していただきま
す。使用する車両（ダンプカー）は１０ｔ車とな
ります。災害復興工事にかかる市内の砕石場や市
内各現場から、砕石や土砂の運搬を行います。

岩手県宮古市板屋３丁目
２番１５号

大畑建材　大畑栄

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

大型運転経験 岩手県宮古市

発電維持・運搬作業（ボイ
ラー管理）

1人

木質バイオマス発電所内で、機械への燃料の投入
作業および構内での木材の運搬作業を行います。
バックホー、ローダー等を運転します。また、装
置の運転・操作・点検・保守等の業務にも従事し
ていただきます。ボイラー運転経験があれば尚可

岩手県宮古市川井６－３
５

株式会社　ウッ
ティかわい

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護員／デイサービス「介
護」

1人

通所介護事業所の介護に関する業務全般。身の回
りの世話、食事、入浴、排泄、リハビリ等の介助
や見守りなどを行います。また、食事の準備や後
片付け、レクリエーション業務、洗濯、清掃、そ
の他雑務等があります。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字森の越４番地１４

社会福祉法人　岩
泉町社会福祉協議
会雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

事務補助／岩泉出張所

1人

当社岩泉出張所において以下の業務を行っていた
だきます。電話応対、来客接遇・建設機械レンタ
ルのフロント業務・パソコンによる契約書や見積
書、各種資料の作成、請求書の作成・金銭出納等
の現金管理、その他付随する業務。

岩手県宮古市高浜４丁目
４４－１

東亜リース株式会
社　宮古営業所

雇用期間の定めなし

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作可能な方

岩手県下閉伊郡岩泉町

事務補助

1人

当社宮古営業所において以下の業務を行っていた
だきます。電話応対、来客接遇・建設機械レンタ
ルのフロント業務・パソコンによる契約書や見積
書、各種資料の作成、請求書の作成。金銭出納等
の現金管理、その他付随する業務。

岩手県宮古市高浜４丁目
４４－１

東亜リース株式会
社　宮古営業所

雇用期間の定めなし

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作可能な方

岩手県宮古市

鶏舎管理（山田町）

1人

鶏の飼育及び鶏舎管理。生産農場で鶏の飼育、飼
料の給餌や見回り等、清掃業務等を担当して頂き
ます。月平均５～６回宿直勤務が有ります。深夜
勤務（出荷作業）有り：２ヶ月に４日間位。

岩手県大船渡市盛町字二
本枠５

株式会社　アマタ
ケ

岩手県下閉伊郡山田町

薬剤師（クローバー薬局飯
岡店）

1人

調剤薬局（クローバー薬局飯岡店）において薬剤
師業務に従事していただきます。調剤、服薬指
導、医薬品管理、投薬等薬剤師業務。その他上記
に関連する業務および指示された業務。

岩手県岩手郡雫石町南畑
３１地割９２－１６

有限会社　タカ・
コーポレーション

実務経験者 岩手県下閉伊郡山田町

◎ 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１１月２日発行  


