
(1) 8時00分～17時00分
350,000円～550,000円

無期雇用派遣 不問 01010-16737281
変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～15時45分

161,100円～201,400円 (2) 8時30分～17時15分
(3)10時00分～18時45分

正社員 44歳以下 03010-10642381
変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～15時45分

161,100円～201,400円 (2) 8時30分～17時15分
(3)10時00分～18時45分

正社員 44歳以下 03010-10665281
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 9時00分～18時00分
209,600円～265,100円

正社員 59歳以下 03020- 1013681

(1) 8時15分～16時45分
126,276円～146,268円

正社員以外 不問 03030- 1684081

(1) 8時30分～17時15分
135,401円～146,769円

正社員以外 不問 03030- 1685381
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
236,240円～440,640円

正社員 59歳以下 04010-28735881
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

介護福祉士 (1) 9時00分～18時00分
看護師 171,420円～174,850円

正社員 不問 03010-10581681
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
186,400円～233,000円

正社員 39歳以下 03011-  349681
玉掛技能者 変形（１年単位）

普通自動車免許一種 (1) 8時00分～17時00分
233,000円～279,600円

正社員 不問 03011-  350481
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
184,800円～277,200円

正社員 74歳以下 03030- 1681881
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
200,000円～320,000円

正社員 64歳以下 14040- 7870181

(1) 8時30分～17時15分
124,644円～143,208円

正社員以外 不問 03030- 1672781

(1) 8時30分～17時30分
140,000円～150,000円

正社員以外 不問 03030- 1673881
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時15分
129,990円～150,570円

正社員以外 不問 03030- 1674281
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
171,200円～171,200円

正社員以外 不問 03030- 1675181
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
209,700円～302,900円

正社員 不問 03030- 1676081
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 6時30分～15時00分
140,000円～230,000円 (2)13時30分～22時00分

正社員 59歳以下 03030- 1677381

1

     （4月23日時点の内容です）

　　４月１７日　から　４月２３日　までに受理した求人です。　＜次回発行日は　５月１０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

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
当していただきます。
・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（ＣＡ
Ｄ使用）

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
タッフ雇用期間の定めなし

現場経験のある方 岩手県宮古市

施設利用者支援職員（総合
職）

5人

施設を利用される方々に対して生活支援（日中・
夜間）、就業支援（日中）等を行う業務です。具
体的には、食事や入浴の支援、余暇の相談等です
が、施設の種別や配属先により、業務の内容は異
なります。

岩手県盛岡市高松３丁目
７－３３

社会福祉法人　岩
手県社会福祉事業
団雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

施設利用者支援職員（一般
職）

4人

施設を利用される方々に対して生活支援（日中・
夜間）、就業支援（日中）等を行う業務です。具
体的には、食事や入浴の支援、余暇の相談等です
が、施設の種別や配属先により、業務の内容は異
なります。

岩手県盛岡市高松３丁目
７－３３

社会福祉法人　岩
手県社会福祉事業
団雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

ルート営業（宮古・８ｈ勤
務）／短時間

1人

・ルート営業（固定顧客管理）
・定期的にご契約頂いているお客様を訪問し、医
薬品の補充　や健康に関するアドバイスをする仕
事です。
・医薬品約６００アイテムなど、予防医学の観点

岩手県釜石市鵜住居町５
－８－２

株式会社　岩手中
京医薬品

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務補助≪急募≫

1人

宮古商業高等学校内事務室において、就学支援金
事業業務の補助業務を行います。また、資料作
成・整理、文書の収受・発送、電話応対、その他
に指示された業務を行っていただきます。

岩手県宮古市磯鶏三丁目
５－１

岩手県立宮古商業
高等学校

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）の出来る方 岩手県宮古市

４３　調理員

1人

いわいずみこども園等にて、給食・おやつ等の調
理業務をしていただきます。園児数は、およそ１
４０名です。４名体制で１日に約１８０食を配給
します。


岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字惣畑５９－５

岩泉町役場

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

現場監督補助（電気設備分
野）［岩手県］

1人

電気設備工事における管理業務（現場監督）を
行っていただきます。
・工事における写真の撮影及び管理業務
・作業員への作業内容の伝達及び確認・現場での
安全確認業　務・ミーティング

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

岩手県宮古市、他

福祉用具専門相談員（宮
古）

1人

お客様のお宅を訪問しての仕事になります。
・福祉用具に関する相談業務
・営業
・福祉用具の納品
・フィッテング

岩手県盛岡市盛岡駅西通
２－９－１　マリオスビ
ル　１２Ｆ

株式会社　ニチイ
学館　盛岡支店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

型枠大工（職人見習い）
「建設」

2人

ビル・マンション等の集合住宅の型枠工事

入社後は現場の準備・片付け、資材運搬など型枠
大工職人の全体的なサポートをしながら、型枠加
工・取り付け作業等のノウハウを覚えていただき

岩手県岩手郡葛巻町葛巻
第２８地割６３番地２３

株式会社　集和建
工

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

型枠大工（職人）「建設」

2人

ビル・マンション等の集合住宅の型枠工事

型枠を作製し、現場に搬入・設置し工事を行いま
す。


岩手県岩手郡葛巻町葛巻
第２８地割６３番地２３

株式会社　集和建
工

雇用期間の定めなし

型枠大工経験がある方
（必須） 岩手県宮古市、他

土木作業員（見習い可）
「建設」

3人

主に道路の土工、側溝のすえ付け等土木作業全般
に従事します。現場へは会社より乗合で移動しま
す。未経験者は先輩社員の補助作業から始めま
す。土木作業経験、車両系建設機械免許があれば
採用面で優遇します。

岩手県宮古市川井８－７
６

有限会社　西澤組

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業【建設】

3人

道路拡幅工事における受注営業
営業エリア：岩手県内

川崎市川崎区藤崎４－１
３－１

大成興業有限会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

事務補助員／産業支援セン
ター（期限付臨時職員）

1人

産業支援センターに勤務となります。主な仕事内
容は、書類整理や来客対応、パソコンを使用した
データ入力等の業務となります。その他庶務等、
職員補助業務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）

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

事務≪急募≫

1人

主に灯油や軽油など石油製品販売に係る事務を行
います。パソコンを使用しての作業（主に専用シ
ステム入力、書類作成）、電話応対による商品の
受発注等、その他来客対応等の業務となります。

岩手県宮古市港町２番２
２号

カメイ株式会社
宮古支店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン基本操作（エク
セル・ワード） 岩手県宮古市

事務補助（期限付臨時職
員）／保健課

1人

特定疾病等医療費助成に係る事務の補助に関する
事や保健課スタッフの事務補助を行います。主に
申請書類のチェック、パソコン入力、書類作成、
整理等、ほかにイベントの手伝いなどを行いま
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

ダンプ運転手

1人

ダンプの運転となります。範囲は宮古市内・山田
地区となり、プラント（生コンクリート製造工
場）までの現場間の運搬です。未経験の方も指導
しますので、安心して応募下さい。


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

大型トラック運転手≪急募
≫

1人

大型ダンプトラック（１０ｔ級）を運転し、建設
現場などに土砂などの資材を運んでいただいま
す。建設現場は市内が中心となります。車両系建
設機械などの資格があれば尚歓迎します。

岩手県宮古市八木沢三丁
目１１－５

株式会社　菊地建
設

雇用期間の定めなし

大型自動車の運転経験 岩手県宮古市

調理員（洋食担当）

2人

ホテル厨房（メイン厨房及びダイニングキッチ
ン）で、洋食を担当していただきます。朝食は
ビュッフェメニ－、昼食はランチメニュー、夕食
はビュッフェ及び部屋食メニューです。食材の仕
込み・調理・盛り付け等・その他付随する業務全

岩手県宮古市日立浜町３
２－４

株式会社　浄土ヶ
浜パークホテル

雇用期間の定めなし

洋食経験者
又は 6時30分～21時00分
の間の7時間程度

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。 

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 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。 

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 フルタイム 

平成３０年４月２６日発行  



普通自動車免許一種 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時30分

219,450円～219,450円

正社員 不問 03030- 1678681

(1) 9時00分～18時00分
129,600円～129,600円

正社員以外 不問 03030- 1669381
保育士

(1) 8時30分～17時15分
156,060円～172,380円

正社員以外 不問 03030- 1670581
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時30分～18時00分
135,000円～135,000円

正社員 40歳以下 03010-10390781

(1) 8時00分～17時00分
184,000円～230,000円

正社員 不問 01230- 8966081
看護師又は 変形（１ヶ月単位）
准看護師 (1) 7時00分～16時00分

普通自動車免許ＡＴ 150,400円～277,900円 (2) 9時00分～18時00分
(3)10時00分～19時00分

正社員 59歳以下 03030- 1688581
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 7時00分～16時00分
147,100円～171,000円 (2) 8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030- 1689481

(1) 8時30分～17時15分
128,940円～149,520円

正社員以外 不問 03030- 1690281

(1) 8時30分～17時30分
165,000円～207,000円

正社員 40歳以下 03030- 1691181
変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～16時00分

133,760円～140,800円

正社員 不問 03030- 1693381

2

大工「建設」

1人

木造建築大工、注文住宅新築工事、各種リフォー
ム等に従事していただきます。現場は主に田野畑
村や岩泉町となり、乗合で行っていただきます。
（直行直帰の時もあり）即戦力として働ける方を
希望します。

岩手県下閉伊郡田野畑村
羅賀２４７－２

小松山建工　小松
山　久男

雇用期間の定めなし

大工経験 岩手県下閉伊郡田野畑村

観光施設管理

1人

タイマグラ観光施設において施設管理を行いま
す。宿泊される方やキャンプ場・バンガローの受
付やご案内、キャンプ調理場やトイレなど施設の
清掃、草刈りなどを行います。業務終了後、日報
（手書き）を記入していただきます。

岩手県宮古市鈴久名４－
５－４

特定非営利活動法
人かわい元気社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

　保育士／こども課（期限
付臨時職員）「保育」

5人

宮古市内保育所（公立保育所、へき地保育所）１
２か所のいずれかでの勤務となります。園児の日
中活動の保育や記録などを行います。また、園内
清掃や備品消毒などもお願いします。担当クラス
や児童数は、勤務する保育所によって変わりま

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

事務（宮古店）

1人

宮古店において下記の業務を担当していただきま
す。
・来客対応及び電話対応
・パソコン操作による請求書、見積書等の作成
・車検、点検、整備に関する入庫～精算等の業務

岩手県盛岡市津志田町１
丁目１－２０

盛岡日産モーター
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） 岩手県宮古市

土木作業員（岩手県下閉伊
郡）

2人

外構工事・造成工事他に伴う一般土木作業全般

＊週４０時間勤務



北海道札幌市豊平区平岸
４条７丁目１１番７号

株式会社　ジェイ
エムシー

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

看護師・准看護師「看護」

2人

特別養護老人ホーム紫桐苑（長期入所５０名、短
期入所１０名）、地域密着型特別養護老人ホーム
桐の花（長期入所２９名）における看護業務全般
に従事していただきます。主な仕事として利用者
の健康管理、医療的処置、通院対応等になりま

岩手県宮古市茂市１－１
１５－１

社会福祉法人新里
紫桐会　特別養護
老人ホーム紫桐苑雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護員「介護」／あすなろ

1人

小規模多機能型居宅介護事業の介護業務に従事し
ていただきます。１日利用定員１５名（宿泊利用
定員６名）の方への生活を支援するための入浴や
食事などの生活に係る介護サービスの仕事です。
夜勤に対応できる方を希望いたします。

岩手県宮古市茂市１－１
１５－１

社会福祉法人新里
紫桐会　特別養護
老人ホーム紫桐苑雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

事務補助／水産振興セン
ター（期限付臨時職員）

1人

宮古水産振興センターにおいて、職員の指示のも
と、資料作成、パソコン（ワード・エクセル）を
使用してのデータ入力、書類整理、電話対応、来
客対応等に従事していただきます。

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）

岩手県宮古市

パソコン（ワード・エク
セル）の基本操作ができ

ること

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

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

廃棄物収集車の助手

1人

廃棄物・一般廃棄物の収集と分別作業を行いま
す。廃棄物の収集先は、旧宮古市内の取引先とな
ります。また、収集時等の収集車の車両誘導も
行っていただきます。運転業務はありません。


岩手県宮古市長町１丁目
９－１７

リアス環境管理
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市


