
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

161,700円～346,500円

正社員 不問 03030- 4598371
土木施工管理技士１級 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
建築施工管理技士１級 254,100円～462,000円
建築施工管理技士２級

のいずれか
正社員 不問 03030- 4599671

普通自動車免許二種 変形（１ヶ月単位）
（必須） (1) 7時00分～21時00分

雇用期間の定めなし 177,000円～177,000円 (2)18時00分～ 2時00分
(3)10時00分～18時00分

正社員 不問 03030- 4600171
普通自動車免許一種

（通勤用） (1) 8時30分～17時30分
135,000円～175,000円

正社員 35歳以下 03030- 4601071

(1) 8時00分～17時00分
273,600円～342,000円

正社員以外 不問 08060- 6454271
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
176,000円～176,000円

有期雇用派遣 不問 03010-27252471
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
185,600円～208,800円

正社員 不問 03030- 4588071
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

建築士１級又は (1) 9時00分～17時30分
建築士２級 160,000円～400,000円

(取得見込み可)

正社員 59歳以下 03030- 4590571
大型自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時00分
181,900円～181,900円

正社員以外 不問 03030- 4592771

(1) 8時00分～17時00分
169,125円～169,125円

有期雇用派遣 不問 03070- 6960571
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 04010-75272871
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
160,000円～160,000円 (2)20時00分～ 5時00分

有期雇用派遣 18歳以上 03010-27057371
中型一種（８ｔ限定） 変形（１年単位）

(ＡＴ限定不可) (1) 8時00分～17時00分
車両系整地掘削用運転 154,200円～154,200円

正社員 59歳以下 03030- 4581571
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
(ＡＴ限定不可·必須) (1) 8時00分～17時00分

174,800円～197,800円

正社員 64歳以下 03030- 4582471
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- 4583771
保育士 交替制あり

(1) 7時20分～16時20分
雇用期間の定めなし 165,000円～188,000円 (2) 7時45分～16時45分

(3) 8時00分～17時00分
正社員 不問 03030- 4584871

(1) 8時30分～17時15分
123,828円～142,392円

正社員以外 不問 03030- 4585271
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時30分
140,000円～170,000円

正社員 45歳以下 03030- 4586971
普通自動車免許一種

(1)10時00分～18時00分
106,000円～106,000円

正社員 不問 03050- 7286971
1

広告営業

1人

タウン誌（フリーライン）へ掲載する広告の営
業。広告掲載をしている既存の法人を訪問し、広
告の企画、打ち合わせ等を行って頂きます。タウ
ン誌発行にかかわる業務。新規法人の開拓。その
他、付随する業務。

岩手県一関市山目字中野
１６９－７

合同会社　藤

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

生活支援員／ワークハウス
アトリエＳＵＮ≪急募≫

1人

知的・精神障がい者の就労継続支援施設で、菓子
製造・手芸品製作・清掃作業等の作業補助及び職
場規律等の指導を行い、社会的自立を支援する仕
事です。生産活動の作業補助は主に菓子製造とな
ります。又、利用者の日々の様子をパソコンに記

岩手県宮古市保久田３－
２１

特定非営利活動法
人　宮古地区いき
いきワーキングセ
ンター

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード・エ
クセル）できる方

岩手県宮古市

事務補助員／税務課（臨時
職員）

1人

宮古市役所税務課に勤務となります。市税等の申
告に来庁した方の受付、申告書・世帯台帳・申告
資料等の整理になります。その他庶務等職員補助
業務（市税等申告に係る業務補助）に従事してい
ただきます。

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

保育士「保育」

3人

当学校法人が運営する「いずみ保育園」におい
て、保育士として乳児及び幼児の保育に関する業
務全般に従事していただきます。０歳児から２歳
児までの計６０名の保育を行っています。

岩手県宮古市上鼻２－６
－６

学校法人　宮古泉
学園

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

土木作業員「建設」

3人

当社請負の各現場において、土木工事の業務に従
事していただきます。現場は現在、岩泉町・田野
畑村が中心となっています。現場によって直行直
帰または乗合せでの移動となります。車両系建設
機械オペレーター経験あれば尚可。

岩手県下閉伊郡岩泉町小
本字鈩３０５番地１

株式会社　佐藤組

雇用期間の定めなし

現場経験者 岩手県下閉伊郡岩泉町、他

プラント作業員

1人

当社プラントで砂利・砂の製造業務に従事しま
す。砕石プラント機械の操作や維持管理。重機に
よる原料の搬入・運搬。その他４ｔトラックでの
砕石物の運搬を行います。業務は３人体制で行
い、指示を受けながら業務を覚えていただきま

岩手県宮古市大通３丁目
４－１９

新興砂利　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

自動部品取り付け装置操作
（宮古市）

3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。電子機器の内部に入っている基板を製造
します。基板に自動で部品を取り付ける装置の操
作を行います。タッチパネルで操作します。ス
マートフォンの使用方法と似ています。入社間も

岩手県盛岡市向中野３丁
目１８番２０号　２Ｆ
アクエリアスビル

株式会社　エムア
ンドエム　盛岡営
業所雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県宮古市

ジュエリー販売スタッフ
[宮古/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

一般事務及び付帯業務

1人

当社派遣先企業での一般事務及び付帯業務に従事
していただきます。来客対応、電話対応・パソコ
ンを使用した入力業務、伝票作成・その他事務所
内清掃等、付帯する指示された業務。

岩手県北上市大通り１丁
目３－１　北上開発ビル
４Ｆ

株式会社　天正ス
タッフ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡岩泉町

生コン運転手≪急募≫

1人

生コンクリート車の運転となります。範囲は宮古
地区・山田地区となり、主にプラント（生コンク
リート製造工場）～現場間の運搬です。未経験の
方も指導しますので、安心して応募下さい。当社
は全日本トラック協会が定めるＧマーク（安全性

岩手県宮古市実田一丁目
４番３７号

ＳＢＳフレイト
サービス　株式会
社　宮古営業所雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市、他

設計管理業務「建設」≪急
募≫

1人

一戸建住宅の建築について施工主とのプラン・仕
様・追加工事などの打合せ、調整。施工業者見積
の調整、施工業者との打合せ、各工程の確認、完
成引渡しの立合い。その他関係官庁への申請業務
などを行います。

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎１
１地割１６－１９

フェニーチェホー
ム南洋　株式会社

雇用期間の定めなし

パソコン、ＣＡＤ操作が出
来る方

岩手県宮古市

大型ダンプ運転手

1人

大型ダンプの運転業務に従事していただきます。
砕石・土砂等の運搬となり、車両の点検・洗車
等、その他付帯する業務をお願いします。主に宮
古市内の公共工事を行っています。運転経験者で
あれば尚可。

岩手県宮古市長沢第９地
割２８８番地

株式会社　金丸組

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

経理事務（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。未払い金計上、請求情報入力、振替伝
票処理、小口現金管理、口座管理、ネットバンキ
ング対応、振込対応、入金処理、電話・来客対
応・その他指示された業務。

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）

経理経験 岩手県宮古市

土木作業員

4人

◆舗装工事の手元作業
◆重機オペ（資格のある方）

茨城県常総市坂手町２９
４３－４

株式会社　滝本工
務店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 岩手県宮古市

製造

1人

建設機械やハイブリッド車に搭載されるハーネス
を製造しています。全自動圧着機のマシンオペ
レーターを行っていただき、端子圧着、製品の測
定業務、パソコンを使用し測定記録データー集計
等行います。品質管理が初めての方にも、適性や

岩手県宮古市田鎖第９地
割２５

有限会社　ユーエ
ムアイ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

運転手

1人

タクシー乗務に係る業務全般。大型免許をお持ち
の方は相談の上、町内介護施設の送迎マイクロバ
ス及び小中学校のスクールバス（マイクロバス～
中型バス９名クラス）の運転もして頂きます。

岩手県下閉伊郡山田町川
向町９－４

マルヨタクシー
有限会社

岩手県下閉伊郡山田町

土木施工管理技士「建設」

2人

土木工事の技術管理業務を行います。現場の施工
管理、工程管理、安全管理、発注担当者との打ち
合わせ等を行います。パソコンによる書類作成や
メール等も行います。現場は主に宮古・山田・大
槌・釜石などの沿岸地区となります。状況により

岩手県下閉伊郡山田町境
田町１１地内　岩手県山
田町仮設店舗Ａ棟７

佐々総業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町、他

事業所名
求人番号

足場作業員「建設」

2人

土木建築現場での足場架設工事、仮囲い組立・解
体作業。現場は主に宮古・山田・大槌・釜石など
の沿岸地区となります。１日で複数の現場に行く
こともあります。移動には社用車を使用します。
経験のない方は土木作業から覚えていただきま

岩手県下閉伊郡山田町境
田町１１地内　岩手県山
田町仮設店舗Ａ棟７

佐々総業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町、他

     （11月17日時点の内容です）

　　１１月１４日　から　１１月１７日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は　１１月３０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１１月２２日発行  



普通自動車免許一種 変形（１年単位）
(ペーパードライバー不可) (1)10時00分～19時00分

250,000円～270,000円

正社員 不問 13010-37856472
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(ペーパードライバー不可) (1)10時00分～19時00分
225,000円～275,000円

正社員 不問 13010-37857372
建築士１級又は２級 変形（１年単位）
普通自動車免許一種 (1)10時00分～19時00分

(ペーパードライバー不可) 305,000円～445,000円

正社員 不問 13010-37860772
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(ペーパードライバー不可) (1)10時00分～19時00分
270,000円～360,000円

正社員 不問 13010-37862972
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 243,800円～243,800円

正社員 不問 02081- 4074371
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時30分～17時00分

146,475円～162,750円 (2) 8時30分～12時00分

正社員以外 不問 03030- 4602371
介護職員初任者研修
普通自動車免許一種 (1) 8時30分～17時30分

140,000円～200,000円

正社員 64歳以下 03030- 4603671
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時30分～17時15分

土木施工管理技士２級 162,960円～234,150円

正社員以外 不問 03030- 4604571
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
190,000円～250,000円

正社員 59歳以下 03030- 4605471

2

〈急募〉宮古店/支店事務
(ハウスコーディネーター)

2人

主業務はハウスアドバイザーのサポート業務（プ
ラン、見積作成、商談記録作成、融資立合等）、
施工管理サポート業務（お客様との仕様打合せ、
修正図面作成、公的書類届出等）他、モデルハウ
スでの受付やお子様対応等、支店の庶務的な業務

東京都千代田区九段南２
－３－１　青葉第１ビル
２階

アエラホーム株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市
パソコン（ワード・エクセ
ル・メール）操作できる方

〈急募〉宮古店／ハウスア
ドバイザー（営業）

2人

モデルハウスにお越しいただいたお客様に対する
営業業務です。高品質、超省コスト、圧倒的な商
品力を誇るアエラホームの販売を行っていただき
ます。当社が独自開発をしたマニュアル＆ツール
を使用することで、未経験者の皆さんでも容易に

東京都千代田区九段南２
－３－１　青葉第１ビル
２階

アエラホーム株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市
パソコン（ワード・エクセ
ル・メール）操作できる方

〈急募〉宮古営業所／設計
監理者

2人

自社受注住宅の設計監理（営業とお客様を訪問し
住宅のプランニング、設計のまとめ、積算チェッ
ク、施工現場の法的チェック等）を行います。全
てマニュアルが完備されていますので、未経験者
の方もご安心ください。中途入社によるハンデは

東京都千代田区九段南２
－３－１　青葉第１ビル
２階

アエラホーム株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市
パソコン（ワード・エクセ
ル・メール）操作できる方

＜急募＞宮古営業所／施工
監理者（現場監督）

3人

木造在来住宅の施工管理業務。安全・品質・工程
の管理業務、お施主様の対応も行います。当社が
開発した進捗システムに基づき、写真やツールを
使用して現場管理を行って頂きます。中途入社に
よるハンデは一切ありません。一級・二級建築士

東京都千代田区九段南２
－３－１　青葉第１ビル
２階

アエラホーム株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市
パソコン（ワード・エクセ
ル・メール）操作できる方

ダンプ運転手

3人

１０ｔダンプで砕石場より置き場までの砕石・砂
の運搬作業。＊＊＊急募＊＊＊
※即戦力になる方希望します！！

青森県十和田市大字洞内
字豊良１番地３５

株式会社　ウェブ
コーポレーション

ダンプ運転歴３年以上　必
須

岩手県宮古市、他

調査士補助

1人

家屋調査士補助業務に従事していただきます。現
場では測量補助、事務所においてはＣＡＤを使用
し図面作成、パソコンを使用し書類作成を行いま
す。現場は沿岸地域となり移動は社用車使用とな
ります。現場は主に宮古管内、田野畑～釜石まで

岩手県宮古市向町２番６
号

八木土地家屋調査
士事務所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

自動車運転経験１年以上
パソコン（ワード・エクセ

ル）の基本操作

介護員（通所）「介護」

1人

通所リハビリテーション（デイケア）の介護業務
を行います。おおよそ２０名の利用者を介護（食
事、入浴、排せつ、健康管理、自立支援、レクリ
エーション、送迎等）いたします。現在５名の介
護員で担当しています。

岩手県宮古市実田２丁目
５－１０

医療法人　おかだ
外科内科クリニッ
ク雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

工事監督補助／宮古土木セ
ンター

2人

県営県設工事に係る監督職員（正職員）の補助業
務となります。補助業務は工事現場の確認、巡
回、報告等となり、移動は公用車となります。事
務補助、パソコンによるデータ入力があります。
雇用期間は６ヶ月更新（最大１２ヶ月間）

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）

岩手県宮古市

建設業従事経験又は公共事
業発注機関工事監督経験

PC(Word·Excel)操作

事務／宮古営業所

1人

当社宮古営業所において事務業務に従事します。
電話応対。建設機械レンタル等のフロント業務。
一般事務全般（お金の管理、契約書・見積書等の
作成、請求書の作成など）を行います。

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

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


