
普通自動車免許一種
(1) 8時00分～18時00分

129,600円～324,000円

正社員 不問 02060-  370781
準中型自動車免許

(1) 8時00分～17時00分
180,000円～250,000円

正社員 不問 03030-  390781
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
140,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03030-  391881
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(通勤用） (1) 8時00分～16時30分
125,091円～146,900円

正社員以外 59歳以下 03030-  393181
普通自動車免許一種
介護職員初任者研修 (1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 128,267円～138,880円

正社員 69歳以下 03030-  400381
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
130,000円～150,000円

正社員以外 不問 04010- 7232281
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時15分
250,000円～300,000円

正社員以外 不問 03010- 2417081
普通自動車免許一種 フレックス

(自家用車持込可能な方) (1)10時00分～17時00分
220,000円～240,000円 (2)14時00分～19時00分

正社員 44歳以下 03010- 2450681
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～18時00分
175,000円～282,500円

正社員 40歳以下 03010- 2354381
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 180,000円～220,000円

正社員 35歳以下 03030-  381481
普通自動車免許一種

(必須) (1) 9時00分～18時00分
175,970円～229,670円

正社員 44歳以下 03030-  382781
普通自動車免許一種

(必須) (1) 9時00分～18時00分
250,000円～250,000円

正社員以外 不問 03030-  383881
普通自動車免許一種 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

140,000円～155,000円 (2)10時00分～19時00分
(3)17時00分～ 1時00分

正社員 不問 03030-  384281
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
138,600円～138,600円

正社員以外 不問 03030-  373481

(1) 8時30分～17時15分
123,828円～142,392円

正社員以外 不問 03030-  374781
大型特殊自動車一種 変形（１年単位）

25ｔクレーン (1) 8時00分～17時00分
玉掛技能者 200,000円～300,000円

正社員 不問 03030-  377181

(1) 8時30分～17時15分
123,828円～142,392円

正社員以外 不問 03030-  378081
美容師又は理容師 変形（１年単位）

普通自動車免許一種
(通勤用） 135,000円～230,000円

正社員 59歳以下 03030-  379381
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- 6675881
1

     （1月29日時点の内容です）

　　１月２３日　から　１月２９日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　２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

大工

1人

（主な仕事）新築、在来工法で土台敷から建て
方、内装工事等・構造プレカット・筋違、窓台、
間柱プレカット・屋根野地板プレカット・床構造
（根太なし）＊現場移動等では、社用車（軽バス
／ＡＴ）又は自家用車（現場により、ガソリン代

青森県北津軽郡鶴田町大
字鶴田字早瀬１５６－７

西北工業

雇用期間の定めなし

大工経験４年以上 岩手県宮古市

一般廃棄物収集運搬業務

4人

宮古市内の燃えるごみ、燃えないごみ、資源ごみ
などを地区毎の収集場所から、収集運搬車で移動
しながら収集運搬する作業となります。収集後は
宮古市のごみ処理センターに運搬となります。作
業は２名で行います。　　　　　　　　　　

岩手県宮古市藤の川１３
番２３号

宮古環境管理株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般事務（購買）／正社員

2人

資材の発注・入荷処理、在庫管理を行っていただ
きます。主にパソコンでの入力処理や伝票処理、
入出荷物の確認となります。（担当業務）材料・
副資材の注文書作成、入荷処理。材料・副資材の
入出荷処理、在庫管理。

岩手県宮古市津軽石１
４ー９７－２

ジュピター工業
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・メール）

岩手県宮古市

介護員「介護」

1人

訪問介護ヘルパー業務。当社の介護タクシーに同
乗し、通院介助を行うのが主な業務です。また、
依頼の状況によっては、家事の代行や食事・入
浴・排泄などの介助を行っていただきます。

岩手県宮古市築地一丁目
１－４４

有限会社　川崎タ
クシー

岩手県宮古市

木材、木製品の製造

1人

一般住宅、マンション、会社、公共施設などで使
われているフローリング、木質建材などを生産し
ています。出来あがりのフローリングをダンボー
ルに梱包や、加工機への材料投入を行って頂きま
す。機械操作は担当者が指導します。

岩手県宮古市刈屋１３ー
１１ー２

株式会社　カリヤ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般（現場）事務［宮古
市］

1人

建設業における事務全般補助業務・各種書類作
成、電話応対、来客対応、事務所内清掃等・各種
ファイル等作成（テプラ、タイトルブレーンを使
用したラベリング・インデックス作成）建設現場
の業務を円滑に進めるためのお手伝いをして頂き

宮城県仙台市宮城野区榴
岡３丁目１０－７　サン
ライン第６６ビル７階

株式会社　ナス
キー　仙台東口支
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
ＰＣ操作(メール)、エクセ

ル、ワードの入力程度
書類整理（ファイリング）

等こまめにできる方 岩手県宮古市

産学連携コーディネーター
（宮古市）

1人

岩手大学が行う三陸復興・地域創生推進機構のプ
ロジェクトの取組みとして、宮古市とその近隣の
企業・自治体等のニーズを収集し、岩手大学の教
員の研究テーマとマッチングさせる。具体的には
地元企業等へのニーズ調査、研究シーズ紹介、補

岩手県盛岡市上田３丁目
１８－８

国立大学法人　岩
手大学

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

産学官によるコーディネー
ト経験がある方

岩手県宮古市

総合職営業員（宮古事務
局）

1人

宣伝企画・教室運営全般・家庭教師派遣・教育相
談や進路指導等。完全マンツーマン指導の小中高
生の教育相談。生徒の成績管理、教師の指導方法
をアドバイス。公立小中学校、私立高校、大学、
専門学校に、当社で育てた「スーパー家庭教師」

岩手県盛岡市開運橋通５
－６　第五菱和ビル２Ｆ

株式会社　ＫＡＴ
ＥＫＹＯグループ
岩手県家庭教師協
会　盛岡事務局

雇用期間の定めなし

又は 9時00分～22時00分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

製造スタッフ（正社員）

1人

オイルシール用の金具・バネの製造に従事してい
ただきます。機械を操作して、主に２輪車・４輪
車、産業機械に使用される補強金具を製造して頂
きます。その他付随する製造作業があります。

岩手県下閉伊郡岩泉町猿
沢日向前１１４－１

特殊バネ株式会社

岩手県下閉伊郡岩泉町

福祉用具の相談員（宮古）

1人

福祉用具のレンタル・販売・住宅改修に係る、相
談提案営業・納品・集金・契約等。ケアマネー
ジャー等と連携し利用者の身体に合った福祉用具
を選定、納品、福祉用具の使い方、契約内容等を
説明するお仕事です。利用者宅への定期訪問やケ

岩手県紫波郡矢巾町流通
センター南１丁目７－８

株式会社　サンメ
ディカル

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

営業（メディカルアドバイ
ザー）≪急募≫

2人

メディカルアドバイザーとして、当社の配置薬
（置き薬）をご利用いただいているご家庭や企業
を定期訪問し、ご利用いただいた分の集金と補充
を行います。その際、お客様の健康相談にのり、
ニーズに合わせた商品説明や健康補助食品のご提

岩手県宮古市大字田鎖９
地割６－５

株式会社　富士薬
品　宮古営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業(メディカルアドバイ
ザー/嘱託社員)≪急募≫

2人

メディカルアドバイザーとして、当社の配置薬
（置き薬）をご利用いただいているご家庭や企業
を定期訪問し、ご利用いただいた分の集金と補充
を行います。その際、お客様の健康相談にのり、
ニーズに合わせた商品説明や健康補助食品のご提

岩手県宮古市大字田鎖９
地割６－５

株式会社　富士薬
品　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

介護職員（グループホー
ム）「介護」≪急募≫

2人

認知症グループホーム利用者（９名）の食事の世
話や簡単な身体介助等の介護サービス、調理・施
設清掃・洗濯等の日常生活のお世話、利用者さん
の通院に同行（社用車使用）等行っていただきま
す。未経験者の方は指導いたしますので安心して

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根２－１１１－３

株式会社　メイト

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

ガスメーター検針員

1人

ＬＰガス販売先の各家庭のガスメーター検針業務
を担当していただきます。専用ハンディターミナ
ルにてガスメーター指針を入力し検針票を投函し
ます。１日１００～１５０件程度の検針作業とな
ります。担当エリアは岩泉町内となり社用車を使

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字村木１８－１

泉金商事　株式会
社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

事務補助員／会計課（臨時
職員）

1人

宮古市役所会計課に勤務となります。主な仕事内
容は会計課において、書類整理やパソコンデータ
入力、電話・来客への応対等となります。その他
に庶務等職員補助業務があります。

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
月未満） パソコン操作ができること

（ワード・エクセル）
岩手県宮古市

２５ｔクレーン運転技士
「建設」

1人

各工事の現場において、クレーン操作の仕事に従
事していただきます。主に岩泉地域の砂防工事に
係る作業。２５ｔラフタークレーンを使用しま
す。また資格のある方には重機のオペレータ業務
も行っていただきます。２５ｔクレーン運転経験

岩手県下閉伊郡岩泉町門
字中瀬５１－８

小野新建設　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

物品運搬兼事務補助員／選
挙管理委員会事務局(臨時)

1人

宮古市役所選挙管理委員会事務局に勤務となりま
す。選挙物品準備、選挙機材、物品等の運搬、書
類整理、投開票ツール作成、職員補助業務、その
他雑務等をお願いします。

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
月未満） 岩手県宮古市

美容師又は理容師

1人

ヘアカット、カラー、パーマ、お顔そりなど理美
容に関する一般的な仕事及びその補助が主な業務
になります。技術に不安な方、経験の浅い方など
は社内教育マニュアルにより指導しますので、安
心して応募してください。

岩手県宮古市末広町１－
１

株式会社Ｂ・Ｂ・
Ｉ

雇用期間の定めなし

又は 9時00分～18時30分の
間の8時間程度

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

岩手県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いただ
きます。※週払可（当社規定有）

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）

土木施工管理経験５年以上 岩手県下閉伊郡岩泉町

◎ 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３０年２月１日発行  



(1) 8時30分～17時00分
170,887円～179,025円

有期雇用派遣 不問 03010- 2276981

(1) 8時30分～17時15分
普通自動車免許一種 143,004円～152,796円

正社員以外 不問 03030-  364581
普通自動車免許一種

介護福祉士又は (1) 8時30分～17時30分
介護職員初任者研修 165,000円～200,000円

正社員 64歳以下 03030-  365481
変形（１ヶ月単位）
(1) 9時00分～18時30分

143,866円～156,000円 (2) 9時00分～16時30分

正社員以外 不問 03030-  367881
普通自動車免許一種 交替制あり
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～16時45分

143,808円～143,808円

正社員以外 不問 03030-  369181
普通自動車免許一種

(通勤用） (1) 8時30分～17時30分
155,000円～227,000円

正社員 40歳以下 03030-  372581
普通自動車免許一種

(通勤用） (1) 8時00分～17時00分
130,000円～150,000円

正社員以外 不問 04010- 6379081
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
普通自動車免許一種 450,000円～550,000円

正社員 59歳以下 15010- 3665381
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時15分
167,400円～167,400円

有期雇用派遣 不問 03010- 2176181
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時00分
160,000円～230,000円

正社員 59歳以下 03030-  363981
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(通勤用）
170,000円～200,000円

正社員 64歳以下 03080-  388481

2

調理師（アイルーム山田
町）

2人

ホテル「アイルーム山田町」に宿泊するお客様に
提供する朝食及び夕食の調理業務を担当していた
だきます。簡単な調理、盛付け、配膳、食器洗
浄、後片付け、清掃等が主な仕事です。店舗の運
営管理（指示された事務作業等）

岩手県陸前高田市竹駒町
字館６３‐４

株式会社　アグ
リ・フードシステ
ム雇用期間の定めなし

又は 5時00分～21時00分の
間の8時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

測量工

2人

技士の指示により測量に係る業務をしていただき
ます。工事現場等での測量、事務所内では測量し
た内容を計算、ＣＡＤ操作、図面作成等を行いま
す。現場での測量作業は３人１組で行います。
（社用車使用）現場は宿泊や日帰りとなります。

下閉伊郡　岩泉町岩泉字
三本松７－１３

有限会社　小野寺
測量

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード・エ
クセル）

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

営業アシスタント（岩泉
町）

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。建設機械メーカーの営業所での事務全
般・小口現金管理、資材伝票（社内システム使
用）・郵便局手続き・来客、電話応対・その他、
庶務業務など。

岩手県盛岡市盛岡駅西通
２－９－１　マリオス
１３階

株式会社　パソナ
パソナ・盛岡

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

ＰＣ基本操作（ワード、エ
クセル）

岩手県下閉伊郡岩泉町

（請）土木技術者（積算業
務）【岩手県宮古市】

1人

国交省発注工事に伴う積算業務（道路・ダム・河
川・トンネル等）・工事発注に伴う工事積算・資
料作成・図面修正（ＡｕｔｏＣＡＤ）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

雇用期間の定めなし

実務経験１年以上 岩手県宮古市、他

一般事務［下閉伊郡山田
町］

1人

各種帳票類、書類作成の仕事になります。パソコ
ン入力業務。エクセル、ワードを使ってデータを
入力し、各種書類の作成を行っていただきます。
その他、電話応対、来客対応等があります。１年
毎の雇用契約更新になります。＊急募＊

宮城県仙台市青葉区中央
４丁目７－１７　ベルザ
仙台ビル１２０２

株式会社　宮本組
東北支店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン（エクセル・ワー
ド）の出来る方

岩手県下閉伊郡山田町

機械等保全作業担当

1人

各種工作機械や工場設備についての保全作業全般
に従事していただきます。工場内の各種工作機械
（汎用又は自動機）や工場設備のメンテナンス点
検・必要に応じて修理・その他付随する業務。
ワード・エクセル・ＣＡＤ操作できれば尚可。

岩手県宮古市松山第１地
割２９番地１

パンチ工業株式会
社　宮古工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

郵便外務

3人

５０ＣＣバイクか自動二輪を使用しての業務とな
ります。宮古地区の各ご家庭や事務所またはポス
トより郵便物・ゆうパックの集配業務を行ってい
ただきます。自動二輪車免許あれば尚可です。

岩手県宮古市栄町１－７ 日本郵便株式会社
郵便事業総本部
宮古郵便局雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

歯科助手

1人

器具の洗浄、片付け、診療補助等の業務に従事し
ていただきます。歯科助手の資格をお持ちであれ
ば尚よろしいですが、作業内容は丁寧にお教えし
ますので、経験のない方でも応募可能です。


岩手県宮古市太田一丁目
５－１０

さいとう歯科矯正
クリニック

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

デイサービス介護職員「介
護」

1人

デイサービスの介護業務を行います。デイサービ
スの利用者おおよそ３０名の介護業務（入浴、食
事、排泄介助等の身体介護）、レクリエーション
の実施、ワンボックス車での送迎業務、簡単なパ
ソコン入力、その他清掃業務があります。

岩手県宮古市山口５丁目
８番２号

株式会社　かがや
きライフ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師・保健師・助産師／
健康課（小山田）「看護」

1人

宮古市保健センター健康課（小山田）に勤務とな
ります。各種住民健診等にかかる看護業務を行い
ます。文書作成、郵便物発送や収受、電話・来客
対応、その他職員補助業務を行っていただきま
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
月未満）

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作ができること

岩手県宮古市

看護師·准看護師·助産
師·保健師のいずれか

一般事務（宮古市）

1人

派遣先事業所においてデータ入力中心の事務のお
仕事です。建設機械の販売、サービスに関わる受
発注、仕入、請求伝　票入力、請求書送付など
（ＳＡＰへの入力中心）・入金伝票処理、現金出
納業務、電話・来客対応・その他、庶務業務など

岩手県盛岡市盛岡駅前通
８－１７　明治安田生命
盛岡駅前ビル８Ｆ

株式会社　リク
ルートスタッフィ
ング　盛岡オフィ
ス

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

社会人経験、パソコン操作 岩手県宮古市


