
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～16時30分

170,000円～170,000円 (2)16時00分～ 0時00分

正社員 18歳～64歳 03010- 7285181
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 9時30分～18時30分

雇用期間の定めなし 145,000円～210,000円

正社員 30歳以下 03010- 7366081
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分

140,000円～164,000円 (2)12時30分～21時30分

正社員以外 不問 03010- 7377981
調理師 交替制あり

(1) 6時00分～15時00分
141,200円～141,200円 (2) 8時30分～17時30分

(3) 9時15分～18時15分

正社員以外 不問 03030- 1220481
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

140,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030- 1211581
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

140,000円～250,000円 (2)20時00分～ 5時00分

正社員 64歳以下 03030- 1212481
フレックス
(1)13時30分～22時00分

雇用期間の定めなし 190,000円～290,000円 (2)10時00分～22時00分
(3)16時00分～21時00分

正社員 59歳以下 03030- 1214881
看護師

普通自動車免許一種 (1) 8時30分～17時15分
143,900円～243,100円

正社員以外 不問 03030- 1216181
準中型自動車免許

(1) 7時30分～16時00分
175,000円～190,000円

正社員 59歳以下 03030- 1217081

(1) 8時00分～17時00分
236,240円～514,100円

正社員 59歳以下 04010-19779381
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
157,500円～157,500円

正社員 不問 03010- 7043381
変形（１年単位）
(1) 8時00分～18時00分

184,000円～414,000円

正社員 59歳以下 03010- 7094381
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（自家用車使用） (1) 8時00分～18時00分

180,000円～400,000円

正社員 59歳以下 03010- 7095681
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時30分～17時15分

124,644円～143,208円

正社員以外 不問 03030- 1205781
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1)10時00分～19時00分
144,000円～160,600円

正社員 62歳以下 04010-19314181
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1)10時00分～19時00分

144,000円～160,600円

正社員 62歳以下 04010-19378781
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
195,900円～329,700円

正社員 18歳以上 04020- 2491481
車両系建設機械

玉掛け (1) 7時30分～16時30分
雇用期間の定めなし 322,000円～345,000円

正社員 不問 07120- 1025481
中型自動車免許一種

(1) 7時30分～16時30分
雇用期間の定めなし 230,000円～276,000円

正社員 不問 07120- 1026781
1

一般土木作業員

7人

○工事現場での土木作業のお仕事です。現場は公
共事業の道路工事、基礎工事など多岐にわたりま
す。＊持久力と、筋力が必要な仕事です。

福島県南相馬市原町区上
北高平字西高松６－６

株式会社　ティ・
エム・ケー

土木工事経験１年以上 岩手県下閉伊郡岩泉町

重機オペレーター

5人

○工事現場での重機オペレーターのお仕事です。
農地造成、道路工事、造成工事を行います。法面
整形、切り土、盛り土を行います。その他、付随
する業務。

福島県南相馬市原町区上
北高平字西高松６－６

株式会社　ティ・
エム・ケー

土木経験３年以上 岩手県下閉伊郡岩泉町

綜合警備業務【岩手県宮古
市】

16人

交通誘導、駐車場警備、列車見張り等の仕事で
す。＊安全誘導業務です。＊研修を７日間、本社
（石巻市）にておこないます。＊現場は主に一関
市近郊となります。（現場へは乗り合わせて向か
います）※宮城・福島へ、年２回程度の出張があ

宮城県石巻市双葉町１番
１９号

ＡＳＰ　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

イエローハット軽整備ス
タッフ［宮古市］

3人

・主にタイヤ交換、オイル交換などのピット作業
全般・カー用品等の販売、商品陳列、お客様対応
※自動車についての難しい知識や技術がなくても
大丈夫！未経験者の方にも親切に指導いたしま
す。※商品購入時、社員特典あり。※制服は貸与

宮城県仙台市太白区西多
賀４丁目４－１７

株式会社　ホット
マン　（イエロー
ハットＦＣ）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

イエローハット店頭販売ス
タッフ［宮古市］

3人

・カー用品の販売、レジ業務、簡単な事務処理業
務・作業の受付、接客、品出し、発注、売場作り
等※自動車についての難しい知識がなくても大丈
夫！未経験の方にも親切に指導いたします。※商
品購入時、社員特典あり※制服は貸与します。

宮城県仙台市太白区西多
賀４丁目４－１７

株式会社　ホット
マン　（イエロー
ハットＦＣ）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務補助員／小国地域振興
センター（期限付臨時職

1人

小国地域振興センターに勤務となります。主な仕
事の内容は、書類整理やパソコンデータ入力、来
客への応対等、センター事業の企画・実施業務と
なります。その他に庶務等職員補助業務がありま
す。＊地域づくりに関心のある方希望

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）

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

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いただきます。・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度程度出社し報告などを行って
頂きます。＊自家用車を使用

岩手県盛岡市津志田２７
地割３７番地１５号【求
人票送付先指定あり】

有限会社　新鋭

雇用期間の定めなし

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【求
人票送付先指定あり】

有限会社　新鋭

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

大型ダンプ運転手

1人

各現場において、大型ダンプ運転手として主に土
砂運搬業務などを行っていただきます。現場は、
宮城県沿岸・岩手県沿岸、場合によっては福島県
の場合もあります。※原則、各現場への直行直帰
となります。

岩手県盛岡市津志田南２
丁目６－１０

株式会社　ワイ・
ケー・エス

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

施工図作成担当者［岩手
県］

1人

各プロジェクトにおける施工図作成業務をお任せ
致します。ＣＡＤによる作図及び修正、打ち合わ
せ、納まりの検討、図面チェック等。建築・土
木・空調衛生設備・電気設備の中から、本人の経
験を考慮した業務にあたっていただきます。要望

宮城県仙台市青葉区本町
２丁目１０－３３　第２
日本オフィスビル７階

株式会社　オンサ
イト

雇用期間の定めなし

ＣＡＤ操作経験３年以上 岩手県宮古市、他

商品配送

1人

山田町、宮古市管内への配送業務となります。ト
ラック（２ｔ車）を運転し、食品（野菜等）また
は肥料の配送を行っていただきます。手積みによ
る荷卸し作業があります。○フォークリフト資格
があれば尚可

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－５１－６

マルヨ産業運送
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

看護師／松山荘「看護」≪
急募≫

1人

施設利用者（高齢者、知的障害、精神障害の方）
１００名の健康管理と、他１名いる男性看護師と
２名で業務を担当していただきます。その他、社
用車を運転し通院の付き添いや、服薬管理、健康
状態のチェック等の業務もあります。健康状態や

岩手県宮古市松山第８地
割１９－１

社会福祉法人　岩
手県社会福祉事業
団　松山荘雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
パソコン操作（文書入力程

度）
岩手県宮古市

学習塾講師

2人

総合学習塾の中心的講師として、個別・一斉指導
による学習指導、進路指導の他、各種イベントの
企画、運営を行っていただきます。★教室新規Ｏ
ＰＥＮに伴う募集です★

岩手県宮古市栄町１－２
５　岩舘電気宮古ビル２
Ｆ

株式会社　習学ゼ
ミ　宮古教室

岩手県宮古市、他

プレスオペレーター／山田

2人

コネクター用プレス端子加工および金型設計・製
作を主要とした業務を行っておりますが、その
内、プレスオペレーターを募集します。主にプレ
ス機械に材料の取付け、製品の取出し、実体顕微
鏡を使用して外観検査などを行っていただきま

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根７－４－１０

株式会社富士工業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

生産管理／山田

1人

コネクター用プレス端子加工および金型設計・製
作を主要とした業務を行っております。その内
の、生産管理の担当者を募集します。材料発注・
購入、出庫管理・日報の集計・棚卸その他付随す
る業務を行っていただきます。※生産管理の経験

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根７－４－１０

株式会社富士工業

雇用期間の定めなし

パソコン操作（エクセル・
ワード定型入力できる方） 岩手県下閉伊郡山田町

調理員（清寿荘）

1人

養護老人ホーム入所者等へ提供する食事の、調理
業務に従事していただきます。朝食・夕食各５０
食の調理は１～２名で行っており、昼食８０食の
調理は４名体制で行っています。※早出、遅番業
務可能な方を希望いたします。

岩手県宮古市小山田２丁
目９番２０号

社会福祉法人　宮
古市社会福祉協議
会雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

事務員（宮古市）

1人

指定管理施設「宮古市民文化会館」にて以下の業
務を行っていただきます。・文化会館の管理運
営、利用受付、金銭授受・一般事務、経理事務、
総務事務全般・その他、付随する業務及び指示さ
れた業務※最寄りの岩手銀行宮古支店（会館より

岩手県盛岡市南大通１丁
目１５－７　盛岡南大通
ビル３階

特定非営利活動法
人　いわてアート
サポートセンター雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
ＰＣ基本操作（ＷＯＲＤ・
ＥＸＣＥＬの基本操作、イ
ンターネット検索等ができ

ること） 岩手県宮古市

営業事務（宮古中央店）

1人

スズキアリーナ宮古中央店において、営業事務を
行います。来店客お出迎え・お見送り・湯茶サー
ビス・商品の簡単な説明・営業所の事務処理・そ
の他、上記に付随する業務＊女性は制服貸与

岩手県盛岡市南仙北１丁
目２２－７０

株式会社　スズキ
自販岩手

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

ホールスタッフ・カウン
タースタッフ（山田店）

2人

パチンコ店「ユニオン山田店」において、ホール
及びカウンターの一般業務。その他、付随する業
務および指示された業務を行っていただきます。
＊長時間（約７時間）の立ち仕事なので、一定の
持久力、体力が必要です。

岩手県盛岡市東見前５地
割５７－１－２Ｆ

株式会社　飛鳥商
事

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

     （3月16日時点の内容です）

　　３月１２日　から　３月１６日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　３月２９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３０年３月２２日発行  



変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

133,920円～146,880円 (2)20時30分～ 5時30分

正社員以外 18歳以上 03030- 1225081
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

133,920円～146,880円

正社員以外 不問 03030- 1226381
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

133,920円～146,880円 (2)20時30分～ 5時30分

正社員以外 18歳以上 03030- 1227681
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

雇用期間の定めなし 195,500円～368,000円

正社員 40歳以下 03030- 1228981
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

車両系整地掘削用運転 (1) 8時00分～17時00分
161,700円～346,500円

正社員 不問 03030- 1229581
車両系基礎工事用運転 変形（１年単位）
車両系整地掘削用運転 (1) 8時00分～17時00分

車両系解体用運転いずれか 200,000円～300,000円
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可）

正社員 不問 03030- 1230881
準中型自動車免許以上 変形（１年単位）

（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分
162,000円～285,000円

正社員 59歳以下 03080- 1228881
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
315,800円～558,140円

正社員 不問 04010-20461581
普通自動車免許一種

(1) 9時00分～18時00分
雇用期間の定めなし 290,000円～303,600円

正社員 18歳～59歳 04010-20536881
車両系整地掘削用運転 変形（１年単位）

車両系解体用運転 (1) 8時00分～17時00分
普通自動車免許一種 218,500円～218,500円

正社員 64歳以下 03030- 1232181
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- 1235681
保育士 変形（１年単位）

(1) 7時00分～16時00分
165,000円～180,000円 (2) 8時00分～17時00分

(3)10時00分～19時00分

正社員以外 59歳以下 03030- 1240081
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～16時45分

社会福祉士 129,000円～133,000円
精神保健福祉士

介護福祉士のいずれか
正社員 64歳以下 03030- 1241381

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 341,000円～561,000円

正社員 64歳以下 04010-20687981
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 276,000円～452,000円

正社員 64歳以下 04010-20692081

2

職業指導員兼生活支援員

1人

知的障がい者や身体障がい者、精神障がい者であ
る利用者に対し作業支援（作業所内における養鶏
作業や、ハイエースを運転しリサイクル回収等）
を一緒に行う他、日常の生活支援にあたります。
また、ハイエースで利用者の送迎を行います。

岩手県下閉伊郡山田町山
田１６－９－１０

社会福祉法人やま
だ共生会やまだ共
生作業所雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

建設総合職［宮古市／釜石
市］

2人

現場管理、お客様対応、書類作成等のお仕事全般
を担当をして頂きます。赴任・帰任・帰省旅費を
実費支給。遠隔地の方には宿舎をご用意いたしま
す。第２・４土曜日休み充実。

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

建設総合職［宮古市／釜石
市］

2人

現場管理、お客様対応、書類作成等のお仕事全般
を担当をして頂きます。赴任・帰任・帰省旅費を
実費支給。遠隔地の方には宿舎をご用意いたしま
す。第２・４土曜日休み充実。

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

保育士「保育」

1人

保育所に入所している乳幼児（０～６歳）の保育
業務となります。現在入所児童３５名を９名で保
育しております。日常の遊び、保育記録、年行事
等も行います。正社員登用制度あり。新卒者応募
可能。

岩手県下閉伊郡山田町八
幡町７－１

社会福祉法人光明
福祉会　山田第二
保育所雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

生産管理（購買事務）／正
社員

2人

生産管理部門において購買事務に従事します。材
料・副資材の注文書作成、入出荷処理、在庫管理
などを行います。パソコンでの入力処理や伝票処
理の他、フォークリフトやハンドリフトを使って
の移動や搬入作業があります。

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

土木作業員および重機オペ
レーター「建設」

2人

各工事現場において土木作業に従事します。道路
工事や解体工事の現場が多く、主に山田町内・宮
古市内となります。主に重機を使った作業となり
ますが、現場の状況により人力での現場作業も行
います。作業場（織笠）に集合後、各現場へ移動

岩手県下閉伊郡山田町長
崎２－５－１８

有限会社　藤沢組

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町、他

コネクター製造オペレー
ター

2人

コネクターの一貫生産を業務としており、各部品
のプレス機、射出成形機、自動組立機などのオペ
レーター業務です。自動で動きますので、停止が
発生した際の対応や材料補給などの軽作業となり
ます。＊現在女性も活躍中です。＊日勤のみや

岩手県宮古市田鎖９地割
５５番地１

株式会社　エム・
アイ・テイー　東
北工場雇用期間の定めあり（4ヶ月

以上）

岩手県宮古市

精密部品の検査

2人

拡大鏡や顕微鏡を使用し、製品検査を主に行う仕
事です。携帯電話やデジタルカメラなどに用いら
れる、精密電子部品を扱います。小さな部品類を
扱うので、業務に対応できる視力が必要になりま
す。勤務状況により、正社員登用の可能性あり、

岩手県宮古市田鎖９地割
５５番地１

株式会社　エム・
アイ・テイー　東
北工場雇用期間の定めあり（4ヶ月

以上）

岩手県宮古市

精密機械加工

2人

フライス盤、平面研磨機、ＮＣプロファイルグラ
インダー、ワイヤー放電加工機などを使用し精密
金型部品等を製作するお仕事となります。資格な
ど必要なく未経験者でもＯＪＴ・ＯＦＦＪＴの教
育訓練にてスキルアップ可能です。＊現在女性も

岩手県宮古市田鎖９地割
５５番地１

株式会社　エム・
アイ・テイー　東
北工場雇用期間の定めあり（4ヶ月

以上）

岩手県宮古市

営業職

1人

官公庁工事に関わる入札関係業務全般。民間工事
の見積書・請求書等のパソコンを使っての作成、
及び工事完了後の集金。その他、発注者・お客様
等へのご挨拶廻りなど付随する業務。

岩手県宮古市小山田四丁
目１－３０

小山田電業　株式
会社

パソコン操作（エクセル・
ワード）

岩手県宮古市

オペレーター（土木工事・
採石・森林業務）

3人

各現場において、森林業務、採石業務、土木工事
業の重機オペレーター、掘削作業、製品の製造、
積込等となります。宮古市管内の各現場での仕事
となります。＊やる気のある方を希望します。＊
経験者の方は優遇します。

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

岩手県宮古市

重機オペレーター「建設」

1人

建設現場において、車両系機械操作をしていただ
きます。大型ダンプへの積み込みなどの業務を
行っていただきます。現場は沿岸地区となり、現
場により直行直帰の場合もあります。経験がない
方は土木作業から覚えていただきます。＊重機オ

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

営業職【宮古支店】

1人

○営業に関わる以下の業務を行っていただきま
す。建築会社や製造工場への営業活動・受注した
商品やお客様が必要な時に必要な場所への納品・
用途に合わせた最適な商品の提供・お客様から
ニーズをくみ取り新しい技術や商品の提案

岩手県大船渡市大船渡町
字砂森２－２０

橋爪商事　株式会
社

雇用期間の定めなし

営業業務経験がある方 岩手県宮古市

管理職［盛岡市／宮古市／
釜石市］

1人

警備関係営業・業務・管理全般・新規顧客の開拓
・各種契約書の作成、契約の締結・顧客ニーズに
合わせた各種提案・営業所の売上等数値管理・社
員のケア他

宮城県仙台市青葉区国分町
１丁目７－１８　白蜂広瀬
通ビル２階

東洋ワークセキュ
リティ　株式会社

岩手県宮古市、他

現場監督（土木部門）［岩
手県］

1人

造成、舗装、橋梁、トンネル、護岸等、様々な物
件での土木施工管理を行っていただく仕事です。
多種多様な物件に携わることも可能ですので、就
業環境に関してのご相談はお気軽にどうぞ。※配
属現場は経験やスキル、本人の希望等を考慮しま

宮城県仙台市青葉区本町
２丁目１０－３３　第２
日本オフィスビル７階

株式会社　オンサ
イト

雇用期間の定めなし

施工管理経験３年以上
ＣＡＤ操作経験１年以上

岩手県宮古市、他


