平成３０年５月２４日発行
（5月21日時点の内容です）

５月１４日 から ５月２１日 までに受理した求人です。

職種・雇用期間・雇用形態求人数
総合職営業員（宮古事務
局）
雇用期間の定めなし
正社員
一般事務／本社・機材セン
ター
雇用期間の定めなし
正社員
清掃
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）
正社員以外
【急募】セールスドライ
バー職（三陸営業所）宮古
雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）
正社員以外
カーライフアドバイザー
（宮古店）
雇用期間の定めなし
正社員
印刷機械オペレーター
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）
正社員以外
大型バス運転手（本社）
雇用期間の定めなし
正社員
建具取付工事／契約社員／
宮古営業所
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）
正社員以外
事務補助／水産振興セン
ター（期限付臨時職員）
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）
正社員以外
土木施工管理技士（１級又
は２級）
雇用期間の定めなし
正社員
営業販売スタッフ（宮古
店）
雇用期間の定めなし
正社員
販売員（セカンドストリー
ト 宮古店／正社員以外）
雇用期間の定めなし

◇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。
1人
＊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、
44歳以下
主に建設機械のリースを行っております。お客様
（個人の方や企業の方）対応、リース貸出、返却
1人 の際の重機のチェック（様式あり）売上実績の資
料作成、仕入、売上の伝票処理及びパソコン入力
（初級程度）、電話・来客応対、その他一般事務
40歳以下
事務所や個人宅の清掃業務全般（台所、浴室、ト
イレ、フローリング等）から業務を覚えていただ
1人 きます。作業内容は依頼主により異なるので、現
場指導を受けて習得していただきます。その後の
就業場所については相談の上決定します。
不問
＊担当エリアの集配・集金・営業（ルート中心）
等

正社員
看護師／正社員（小山田）
「看護」
雇用期間の定めなし
正社員
２級土木施工管理・河川工
事［下閉伊郡岩泉町］
雇用期間の定めなし
正社員
保育士又は看護師
「保育」「看護」
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）
正社員以外
一般事務
雇用期間の定めなし
正社員

普通自動車免許ＡＴ

＊契約社員での教育期間（６ヶ月）終了後、請負
不問
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
1人 使用してのデータ入力、書類整理、その他、付随
する業務に従事していただきます。

1人

1人

1人

1人

1人

1人

1人

金

就業時間

フレックス
(1)10時00分～17時00分
220,000円～240,000円 (2)14時00分～19時00分
又は 9時00分～22時00分
の間の8時間程度
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

普通自動車免許ＡＴ

128,000円～150,000円

不問
○農地整備工事、道路拡張工事等の現場において
土木施工管理業務のお仕事をしていただきま
す。
・工事代金の積算
・現場の施工管理、現場の測量
不問
「宮古店」において下記業務を行っていただきま
す。
・新車・中古車の販売
・顧客へのアフターフォロー
（点検・車検修理等の誘致活動）
59歳以下
※お客様から様々なお品物をお売りいただき、
リーズナブル な価格で販売する総合リユース
ショップです。
＊販売、買取りに係る業務全般
＊買取り商品のメンテナンス（商品化）展示、
不問
体調不良の児童を保育所の専用スペースにおい
て、看護業務をしながら一時的に保育を行ってい
ただきます。体調不良の児童がいない場合は、通
常保育の補助を行っていただきます。
不問
下閉伊管内の事業所や個人宅を訪問し、自動車・
車検等の営業を行っていただきます。得意先のお
客様と、新規営業もあります。営業には自家用車
を使用をお願いします。（ガソリン代支給あり）
生命保険・損害保険の資格取得もしていただき、
不問
訪問入浴サービス利用者（定員６名／日）のバイ
タルチェック、更衣や入浴介助などの業務に従事
していただきます。現在は１日平均４名の利用が
あり、看護職員と機械オペレター等の介護職員を
併せて、３名体制で業務を行っております。
64歳以下
岩泉町の河川工事の現場管理をしていただきま
す。
・現場管理
・工程管理
・現場測量
64歳以下
平成３０年４月に開所した新設保育園「てってら
んど」（定員２９名）において、おもに保育補助
業務を行っていただきます。保育補助業務や園内
でのケガの手当、発熱対応等になります。

不問
本社事務所での一般事務作業を担当していただき
ます。ＰＣによる書類作成・データ入力作業、電
1人 話・来客応対、書類の整理・ファイリング等、簡
易的な事務所等の清掃を行っていただきます。郵
便局等への外出用務もお願いします。
59歳以下

TEL 0193－63－8609

フルタイム
所在地
就業場所

事業所名
求人番号

岩手県盛岡市開運橋通５ 株式会社 ＫＡＴ
－６ 第五菱和ビル２Ｆ ＥＫＹＯグループ
岩手県家庭教師協
会 盛岡事務局
岩手県宮古市
03010-12813181
岩手県宮古市板屋一丁目 株式会社 イブキ
２番７号
産業
岩手県宮古市

変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

127,872円～138,240円

03030- 2030881
岩手県宮古市実田一丁目 有限会社 メンテ
６番６号
ナンス宮古
岩手県宮古市

準中型自動車免許

変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時30分

03030- 2033081
東京都江東区新砂２－１ 佐川急便株式会社
－１７
岩手県宮古市

普通自動車免許ＡＴ

変形（１ヶ月単位）
(1) 9時00分～17時50分

150,000円～200,000円

13130-16430081
岩手県盛岡市三本柳５地 日産チェリー岩手
割２９ー２５
販売 株式会社
岩手県宮古市

(1) 9時00分～17時30分

120,000円～120,000円

03010-12715881
岩手県宮古市新川町１－ 花坂印刷工業株式
２
会社
岩手県宮古市

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

170,000円～330,000円

03030- 2021781
岩手県宮古市根市第２地 リアス観光 株式
割３４－１
会社
岩手県宮古市

普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時15分

220,000円～220,000円

1人

2人

賃

160,000円～210,000円

＊入社後約３ヶ月は準社員（契約社員）となり、
独り立ち後に正社員として労働契約を締結しま
不問
新車および中古車の販売
・既納先のお客様の対応、店頭でのお客様対応が
2人 主な仕事に
なります。
・車選びや車生活のアドバイス
40歳以下
各種印刷機械の操作をしていただきます。土日祝
完全休みの他、月１日の特別有休を付与します。
1人 ※６ヶ月毎更新（正社員登用制度あり）仕事内容
は、印刷物・同関連商品作成における機械の操作
と、それに付随する業務（製本・断裁・梱包等）
不問
観光バス・送迎バスの運転業務を行います。宮古
近郊～全国各地、お客様のプランや予約などに応
1人 じ、各方面への運転を行います。送迎バスでは、
お客様の人数等により２５人乗りの小型マイクロ
バス～大型バスの運転となり、スクールバスも含
不問
シャッター、ドアの取付工事及び自主検査。
当社独自の教育システムにより、短期間で責任
をもって育 成・指導します。

正社員以外
営業
雇用期間の定めなし

必要な免許資格
必要な経験など

2人

正社員以外
看護師「看護」
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

仕事の内容
年
齢

宮古公共職業安定所

＜次回発行日は ５月３１日です＞

◎
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。 ◎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
◎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。
◎
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
さい。

ハローワーク 宮古

03030- 2023281
東京都文京区西片１丁目 文化シヤッター
１７番３号
株式会社
岩手県宮古市

(1) 8時30分～17時15分

128,940円～149,520円
パソコン（ワード・エク
セル）の基本操作ができ
ること

13010-61499381
岩手県宮古市五月町１番 岩手県沿岸広域振
２０号 宮古地区合同庁 興局
舎内
岩手県宮古市

土木施工管理技士１級
(1) 8時00分～17時00分
土木施工管理技士２級
いずれか
350,000円～500,000円 (2) 7時30分～16時30分

03030- 2015281
福島県南相馬市原町区上 株式会社 ティ・
北高平字西高松６－６
エム・ケー
岩手県下閉伊郡岩泉町、他

現場経験３年以上

普通自動車免許ＡＴ

変形（１年単位）
(1) 9時30分～18時00分

159,000円～173,500円

07120- 1826881
岩手県盛岡市東仙北２丁 ネッツトヨタ岩手
目１３－３５
株式会社
岩手県宮古市

普通自動車免許ＡＴ

交替制あり
(1) 9時30分～18時30分
134,780円～146,880円 (2)11時00分～20時00分
又は 9時30分～20時00分
の間の8時間

看護師又は
准看護師
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分

179,600円～179,600円

03010-12519581
岩手県釜石市上中島町２ 株式会社 トータ
－２－３３
ル・リユース（セ
カンドストリー
ト・ドキドキ）
岩手県宮古市
03020- 1169981
岩手県下閉伊郡山田町織 社会福祉法人 三
笠１１－３０
心会 織笠保育園
岩手県下閉伊郡山田町

普通自動車免許一種
(1) 9時00分～17時00分

120,000円～150,000円

03030- 2010981
岩手県宮古市磯鶏１丁目 株式会社 アル
１－２８
ティメットプラン
ニング
岩手県宮古市

看護師又は
准看護師

(1) 8時15分～17時15分

138,800円～237,100円

03030- 2011581
岩手県宮古市小山田２丁 社会福祉法人 宮
目９番２０号
古市社会福祉協議
会
岩手県宮古市

土木施工管理技士２級
普通自動車免許ＡＴ

変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

350,000円～450,000円

03030- 2014881
宮城県名取市植松４丁目 合同会社 カン
１２－２６ コンフォー キョウ
ル弐番館２０６号
岩手県下閉伊郡岩泉町

現場管理の経験５年以上

看護師又は
保育士

(1) 7時20分～16時20分

162,080円～162,080円 (2) 7時45分～16時45分

04010-34118781
岩手県宮古市上鼻２－６ 学校法人 宮古泉
－６
学園

(3) 8時00分～17時00分

岩手県宮古市

普通自動車免許ＡＴ

変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

140,000円～180,000円

03030- 2006881
岩手県下閉伊郡田野畑村 県北運輸有限会社
和野１５－２４
岩手県下閉伊郡田野畑村

03030- 2008181
1

技術職／整備職（宮古）
雇用期間の定めなし

2人

正社員
現場担当責任者（候補）
雇用期間の定めなし
正社員
水産加工員／正社員（宮古
工場）
雇用期間の定めなし

1人

5人

正社員
一般事務［宮古市］
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

1人

正社員以外
電話交換業務
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）
正社員以外

1人

●機械のメンテナンス●
各種機械（バックホウやブルトーザ等）の出荷前
／返却後 点検がメインの仕事です。
故障箇所がある場合は、修理も実施しています。
●機械の荷積み、荷降ろし●
59歳以下
フカヒレの加工作業に従事していただきます。原
料のフカヒレを乾燥、選別、梱包、加工の準備を
行います。原料は冷凍品と乾燥品があり、冷凍品
の入出庫の為、冷凍庫内作業も行います。初めは
現場作業を覚えながら、将来は現場担当責任者を
35歳以下
水産物の加工業務、主にわかめや昆布の塩蔵加工
を行っていただきます。それに伴う加工品の選
別、計量、袋詰め、ラベル貼り、箱詰め、出荷準
備などで立ち作業となります。加工は手作業が多
いですが、梱包などは機械も使用します。
64歳以下
工事事務所での一般事務作業を担当していただき
ます。
・ＰＣによる書類作成
・電話・来客応対
・簡易な清掃（事務所・玄関）
不問
当社請負先において電話交換業務等を行います。
代表番号にかかってきた電話の内容を把握し、お
客様の要望担当課や担当者への取次ぎ、電話発信
代行、並びに館内放送等の業務を担当していただ
きます。
不問

普通自動車免許一種

変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時00分

170,000円～250,000円

東京都港区芝大門１－７ 株式会社
－７
ト

カナモ

岩手県下閉伊郡山田町

普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分

165,000円～190,000円

13040-58129081
岩手県下閉伊郡山田町豊 株式会社 萬平
間根１３－８０－２１
東北工場
岩手県下閉伊郡山田町

変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

125,502円～125,502円

03030- 2000381
岩手県下閉伊郡山田町境 株式会社 川秀
田町２－１
岩手県宮古市

普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時30分

135,000円～150,000円

03030- 2004481
宮城県仙台市青葉区二日 五洋建設 株式会
町１６－２０ 二日町
社 東北支店
ホームプラザビル２階
岩手県宮古市

(1) 8時30分～17時30分

128,000円～144,000円

04010-33601381
岩手県宮古市長町１丁目 リアス環境管理
９－１７
株式会社
岩手県宮古市

03030- 2027681

2

