
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

142,000円～200,000円 (2)13時00分～22時00分

正社員 64歳以下 03030-  818181
栄養士又は 変形（１ヶ月単位）
管理栄養士 (1) 8時30分～17時15分

137,760円～175,480円

正社員以外 不問 03030-  821581
土木施工管理技士２級 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 286,000円～462,000円

正社員 64歳以下 04010-14370381
土木施工管理技士１級 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 352,000円～572,000円

正社員 64歳以下 04010-14386181
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- 1487281
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
380,000円～450,000円

無期雇用派遣 59歳以下 04010-14089381

(1) 8時15分～17時15分
147,840円～147,840円

正社員以外 不問 13080-17045481
普通自動車免許一種 交替制あり

（通勤用） (1)10時00分～19時00分
雇用期間の定めなし 168,700円～201,700円 (2) 9時30分～18時30分

(3)11時00分～20時00分
正社員 59歳以下 03030-  802381

美容師又は 変形（１年単位）
理容師 (1) 9時00分～18時00分

130,000円～300,000円

正社員 不問 03030-  804981
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時30分～17時15分

140,000円～140,000円

正社員以外 不問 03030-  805581
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

（通勤用）
雇用期間の定めなし 162,000円～202,000円

正社員 64歳以下 03030-  809281
調理師 変形（１年単位）

普通自動車免許一種
200,000円～300,000円

正社員 64歳以下 03030-  810381
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 150,000円～150,000円 (2)17時30分～ 8時30分
(3)17時00分～ 8時30分

正社員 18歳以上 03070- 1225981
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～300,000円

正社員 不問 12070-  962781
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

190,000円～300,000円

正社員 64歳以下 03010- 4983881
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

220,000円～330,000円

正社員 64歳以下 03010- 4984281
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時30分
122,000円～200,000円

正社員 不問 03030-  797381
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時30分～17時00分

140,000円～220,000円 (2) 8時30分～12時00分

正社員 35歳以下 03030-  798681
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時00分

123,062円～123,062円

正社員 69歳以下 03030-  799981
1

食品加工員

2人

冷凍食品の製造過程において、魚の捌き、衣つ
け、フライ、箱詰めや、ラインにおいては包装業
務も行います。通勤の際は、送迎用バスを利用し
ていただきます。【送迎ルート】①津軽石→磯鶏
→小山田→市内→中里団地→当社　②小本→田老

岩手県宮古市田老字古田
７５番地８

有限会社　宮古食
品

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

     （2月26日時点の内容です）

　　２月２０日　から　２月２６日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　３月８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

フロント・フロア係（正社
員）≪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　湯っ
たり館雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

栄養職員「栄養士・管理栄
養士」

1人

身体上または精神上に著しい障害があり常時介護
を必要とするが、居宅でこれを受けることの困難
な６５歳以上の高齢者で、入所の意思を尊重しな
がら日常生活の世話や機能訓練などのサービスを
提供する施設での栄養士業務になります。具体的

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中家４０

社会福祉法人　恩賜
財団済生会支部岩手
県済生会　特別養護
老人ホーム　百楽苑

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

パソコン入力ができること
（初級程度）

岩手県下閉伊郡岩泉町

現場指揮者［宮古市／釜石
市］

2人

土木工事現場にて指揮をして頂きます。あなたは
土木現場というオーケストラの指揮者です！あな
たの指揮一つで奏でる音は変わります。


宮城県仙台市若林区六丁の
目中町１８－１５　斎喜六
丁の目ビル２１２

株式会社　ナス
キー

現場管理経験 岩手県宮古市、他

現場指揮者［宮古市／釜石
市］

2人

土木工事現場にて指揮をして頂きます。あなたは
土木現場というオーケストラの指揮者です！あな
たの指揮一つで奏でる音は変わります。

宮城県仙台市若林区六丁の
目中町１８－１５　斎喜六
丁の目ビル２１２

株式会社　ナス
キー

現場管理経験 岩手県宮古市、他

広告営業（所長候補）【岩
手県内】

1人

所長候補としてタウン誌（フリーライン）へ掲載
する広告の営業を行います。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

（派）国道４５号道路工事
の土木施工管理［宮古市］

1人

国道４５号道路工事に伴う土木施工管理業務。測
量丁張り中心に工程、品質、安全管理に関する業
務及び内業でＷｏｒｄ，Ｅｘｃｅｌを用いた書類
作成等。すぐにでも～Ｈ３１・１２・３（延長も
あり）

宮城県仙台市宮城野区宮
城野２丁目１４－１１
アーバンコート２０７

十勝技術開発　株
式会社　東北営業
所雇用期間の定めなし

土木施工管理業務経験  ２
年以上

岩手県宮古市

一般事務／宮古年金事務所
【特定業務契約職員】

1人

公的年金業務において、ＰＣ入力、書類確認・整
理、電話・窓口対応等を行う仕事です。具体的に
は次のいずれかに関する業務をお願いします。社
会保険届出の受付、審査、入力等。年金相談や照
会等の処理。記録の整備・提供等。

東京都杉並区高井戸西３
丁目５番２４号

日本年金機構

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

基本的なＰＣ操作スキル
（メール含む）必要

岩手県宮古市

店舗窓口スタッフ（正社
員）

1人

ドコモショップ宮古千徳店での店舗窓口業務を
行っていただきます。機器の説明や、最適料金プ
ランの提案、故障受付等、ドコモの携帯電話に関
連した全ての受付業務となります。

岩手県宮古市板屋１丁目
２番１０－１号

株式会社サンデック
ス　ドコモショップ
宮古千徳店

パソコンのキーボード入力 岩手県宮古市

美容師・理容師アススタン
ト

1人

店内での美容師または理容師業務全般となりま
す。お客様の応対、注文に応じてシャンプー、
カット、パーマ、カラーリング、セット等を行っ
ていただきます。また、機材や用具の準備、片付
け、洗浄、店内の清掃等も行います。

岩手県宮古市末広町８－
１１

理容・美容・クリ
エイティブヘアー
ＬＩＴＴＬＥ・Ｇ
ＡＲＤＥＮ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ゴルフ場フロント（正社
員）

1人

ゴルフ場のフロントにおいて、お客さまのチェッ
クイン、チェックアウト、清算業務、電話対応、
予約管理を行います。パソコン（ワード・エクセ
ル）を使用した書類の作成作業もあります。

岩手県宮古市大字崎山４
－８６－３

株式会社　宮古カ
ントリークラブ

パソコン操作
又は 7時00分～17時00分の
間の7時間程度

岩手県宮古市

作業／林務室

1人

主な仕事は、特用林産物放射性物質調査事業の補
助業務であり、「しいたけ」や「ホダ木」等の現
地採取や放射性物質濃度測定調査に付随する資料
の作成になります。現地採取に当たっては、業務
上、公用車を運転していただく事になります。

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）

伐木等の業務従事者特別教
育修了証

PC(Word·Excel)基本操作とハ
ンディGPS及びGISの基本操作 岩手県宮古市

調理師および調理長候補
（正社員）

1人

レストラン課配属となり、お客様が注文するメ
ニューの調理全般、食材の発注業務を行います。
メニューは和食、洋食、麺類等が中心です。厨房
内は５～６名で、繁忙期では最大１８０食程度と
なります。チームワークを大事にする方を希望し

岩手県宮古市大字崎山４
－８６－３

株式会社　宮古カ
ントリークラブ

雇用期間の定めなし

又は 7時00分～17時00分の
間の7時間程度

岩手県宮古市

土木作業員「建設」

5人

外講工事（ブロック積立、フエンス設置、カー
ポート取り付け、ｅｔｃ工事）・その他土木工事
全般。未経験の方でも応募可能です。

千葉県茂原市小林１９７
８－１１

株式会社　シャイ
ニングカンパニー

岩手県下閉伊郡山田町

警備員（宮古市）

1人

当社契約先の巡回警備業務をお願いします。契約
先の内部、外部の巡回・異常発報対応（ユーザー
より警報受信した際の現場確認等）・夜間の業務
が主となります。他、付随する業務。

岩手県北上市幸町２番５
号

北上ビルメン　株
式会社

岩手県宮古市

建設工事作業員

1人

建設工事の作業を行っていただきます。主な工事
内容・道路工事（道路標識、道路標示、防護柵な
ど）・エクステリア工事（フェンス、インター
ロッキング、ウッドデッキ、カーポートなど）・
公園工事（遊具、ベンチ、防災資材、区画線な

岩手県盛岡市本宮７丁目
１２－４１

株式会社　東北工
商

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

工事管理・監督

1人

工事の管理を行っていただきます。お客様や作業
員との打ち合わせ、工事の準備、写真の撮影、施
工した数量の実測、パソコンでの資料の作成など
です。主な工事内容・道路工事（道路標識、道路
標示、防護柵など）・エクステリア工事（フェン

岩手県盛岡市本宮７丁目
１２－４１

株式会社　東北工
商

雇用期間の定めなし

建設業に携わった経験があ
る方

岩手県宮古市、他

総務事務

1人

パソコン（ワード・エクセル）を使用し書類作
成、見積書、請求書作成、データまとめ等又取引
先や各関係機関のデータやりとり等、仕事の配事
や現場手配の準備や手伝い関連書類等作成です。
各現場や各関係先等へ出掛ける場合は社用車使用

岩手県宮古市黒田町６－
１

株式会社　国際資
源サービス

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード・エ
クセル）が出来る方

岩手県宮古市

燃料の配達業務

1人

灯油・重油等の配達業務。お客様から注文を受け
タイムリーに配達する業務です。配達車両は１．
９ｔ～４ｔ車（タンクローリー車）未経験の方で
も慣れるまでの間は、先輩社員が同行し指導しま
すのでご安心下さい。その他ガソリンスタンドで

岩手県宮古市港町１番２
２号

株式会社　塩釜商
会　宮古支店

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３０年３月１日発行  



普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時30分～17時15分

129,990円～150,570円

正社員以外 不問 03030-  800181
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
262,520円～525,000円

有期雇用派遣 不問 04010-13624781
社会福祉士

(1) 8時30分～17時15分
139,664円～173,768円

正社員以外 不問 03030-  794281
調理師

(1) 5時30分～14時30分
134,616円～182,328円 (2) 8時30分～17時15分

(3)10時00分～18時45分

正社員以外 不問 03030-  795181
変形（１年単位）
(1) 7時40分～17時00分

127,182円～127,182円

正社員以外 不問 03100-  504781
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 04010-13372681

2

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

清掃員（岩泉病院）

1人

済生会岩泉病院内外での日常清掃業務となりま
す。病院内（外来、ホール、病棟）の床、ガラス
の窓拭き清掃（ごみ収集を含む）・院内（外来、
病棟）のトイレ清掃及びお風呂清掃・病院外周、
駐車場のゴミ拾いや清掃（環境整備）・その他、

岩手県久慈市長内町９－
２０

株式会社　久慈中
央商事

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

調理業務

1人

入院患者さん（約２００名）と職員分の給食調理
業務に従事していただきます。主に下ごしらえ、
調理、盛付けの仕事を、７～８人で対応いたしま
す。食器洗浄業務はありません。

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎１
－１１－２６

岩手県立　宮古病
院

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

医療社会事業士（ケース
ワーカー）

1人

外来・入院患者様の医療相談業務及びそれに付随
する業務を担当していただきます。医療相談
（ケースワーカー）・相談記録作成、整理・電
話、来客対応・その他付随する業務及び指示され
た業務。

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎１
－１１－２６

岩手県立　宮古病
院

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

（派）建築施工管理技士
［下閉伊郡山田町］震災復

1人

取引先企業での震災復旧・復興プロジェクトに
て、建築施工管理として以下の業務をお任せしま
す。安全・工程・品質管理・工事計画書類の作成
・その他付随業務。上記プロジェクトは２０１９
年３月末まで（延長の可能性有）。終了後、別プ

宮城県仙台市青葉区中央
１丁目３－１　アエルビ
ル１７階

株式会社　エイ
ジェック　仙台オ
フィス雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）
Ｅｘｃｅｌ·Ｗｏｒｄ操作

建築工事実務経験
岩手県下閉伊郡山田町

事務補助(期限付臨時職員)
宮古保健福祉環境センター

1人

被災遺児家庭への家庭訪問等の支援に関すること
や、被災遺児対策事業に関する事務補助、地域福
祉推進スタッフの事務補助を行います。その他、
文書収受、発送業務の補助等もお願いします。

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）

ワード・エクセル等のパソ
コン操作ができること

岩手県宮古市


