
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時15分～16時45分

144,000円～161,000円

正社員 35歳以下 03030- 2049181
大型自動車免許二種
普通自動車免許一種 (1) 8時30分～17時30分
大型自動車免許一種 200,000円～380,000円

いずれか

正社員 60歳以下 03030- 2050681
普通自動車免許一種

(1) 9時30分～18時30分
197,000円～292,500円

正社員 35歳以下 03030- 2052581
普通自動車免許ＡＴ

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

いずれか

正社員 64歳以下 03030- 2053481
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分
130,000円～223,200円 (2)17時30分～ 8時30分

正社員以外 18歳以上 03030- 2055881
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
150,000円～250,000円

正社員 59歳以下 03100- 1410281
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

130,200円～217,000円

正社員 不問 03100- 1411181
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

128,117円～162,750円

正社員 不問 03100- 1413381
車両系基礎工事用運転 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
216,000円～241,920円

正社員 64歳以下 02020- 8153381
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時15分
250,000円～300,000円

正社員以外 不問 03010-13240681
変形（１年単位）
(1) 9時45分～19時00分

165,000円～200,000円

正社員 35歳以下 04010-35691081
大型自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
250,000円～350,000円

正社員 不問 02030- 5742881
看護師又は 交替制あり
准看護師 (1) 7時00分～16時00分

173,936円～333,800円 (2) 8時00分～17時00分
(3)13時00分～22時00分

正社員 59歳以下 03030- 2040081
介護支援専門員

普通自動車免許ＡＴ (1) 9時00分～17時30分
195,000円～240,000円

正社員 59歳以下 03030- 2041381
調理師 交替制あり

(1) 5時30分～14時15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- 2042681

(1) 9時00分～18時00分
124,575円～124,575円

正社員以外 不問 03030- 2043981
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1) 8時30分～17時15分
157,200円～172,400円 (2) 7時00分～15時45分

(3) 9時45分～18時30分

正社員以外 18歳以上 03030- 2047881
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1)21時00分～ 6時00分
151,900円～189,918円

正社員以外 18歳以上 03080- 2043681

1

夜間警備職【北上市・宮古
市】

4人

◇ＪＲ駅構内における巡回警備業務全般

　・ＪＲ北上駅及び宮古駅において駅の規模に応
じて
　　立入禁止区域等を重点的に巡回警備を行って

岩手県大船渡市大船渡町
字明神前５－１４　ハピ
ネス２階Ｂ号

東洋セキュリティ
株式会社　大船渡
営業所日雇

岩手県宮古市、他

     （5月28日時点の内容です）

　　５月２２日　から　５月２８日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　６月７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

事務

1人

営業事務全般をしていただきます。主な仕事内容
は電話やＦＡＸ等の受注による伝票起票。簡単な
伝票仕訳。書類作成、電話応対、簡単な経理業務
（請求書作成など）、その他付随する業務等を
行っていただきます。

岩手県宮古市小山田四丁
目１－５

株式会社　モリレ
イ宮古営業所

雇用期間の定めなし

パソコン操作（エクセ
ル、ワード） 岩手県宮古市

運転手／宮古

2人

大型バス、中型バス、小型バスでホテルや学校、
葬儀等の　送迎バスの貸切運転業務、小型バスで
の乗合運転業務、車両点検、車両洗車等を行って
いただきます。普通免許、大型１種をお持ちであ
れば応募可能です。

宮古市田老字新田平１６
－１３

東日本交通株式会
社　宮古営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

商品配達及び営業

2人

商品配達及び営業業務となります。注文商品（主
に食品、生活用品等）を１日５０件位配達しま
す。エリアは宮古、下閉伊地域で、コースは曜日
毎に決まっています。１０ｋｇ位の重量物もあり
ます。車両は１．５ｔ～２ｔのパネルトラックを

岩手県宮古市田鎖８－１
２－１

いわて生活協同組
合　共同購入事業
部　宮古センター雇用期間の定めなし

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

葬祭施行補助及び打合せ担
当／嘱託職員

2人

葬祭全般にかかわる業務
・葬儀全般にかかわる打合せ
・葬儀式進行
・死亡から葬儀、葬儀後のお手伝い


岩手県宮古市小山田３丁
目３番５号

いわて生活協同組
合　葬祭部　セリ
オホールみやこ雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

経験者 岩手県宮古市

運転手（本社又は山田営業
所）

1人

◆大型ダンプや大型車両の運転業務を行っていた
だきます。

【主な業務内容】
　・工事現場から大型車両にて運搬

岩手県久慈市長内町３７
－１２－８

株式会社　青松

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

現場作業員（本社又は山田
営業所）

2人

＊岩手県内の各解体現場での選別作業が主な業務
です。

【主な業務内容】
　・選別作業（産業廃棄物、鉄くず等）

岩手県久慈市長内町３７
－１２－８

株式会社　青松

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

作業員（本社又は山田営業
所）

1人

＊主な業務は産業廃棄物（廃プラスチック、木、
コンクリー　ト、アルミなど）の分別および選別
作業となります。
　（屋内での作業となります。）
　その他、場内の片づけ作業など付随する業務

岩手県久慈市長内町３７
－１２－８

有限会社　陸中商
会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

重機オペレーター【宮古営
業所】

1人

◇合材プラントにて、アスファルトガラ、コンク
リートガラ　の処理を重機使用にて行っていただ
きます。

＊経験者、ガス・アーク溶接の資格ある方は優遇

青森県八戸市西白山台五
丁目１３－１３

株式会社　大興

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

産学連携コーディネーター
（宮古・大船渡地域担当）

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・大船渡市と
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。


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、他

ａｕショップスタッフ［宮
古市］

1人

　ａｕショップ店内業務全般

・商品説明
・新規申込、機種変更に関わる手続き
・各種料金プラン案内

宮城県仙台市若林区沖野
２丁目５－５

東北テレメディア
開発　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

大型ダンプ運転手

1人

・建設現場において、砕石、残土、廃材合材等を
１０ｔダンプで積込、運搬して頂きます。

※岩手県宮古市を拠点に沿岸地域での仕事です。


青森県弘前市大字真土字
前田１５２ー５

株式会社　光カッ
ター

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

看護師・准看護師「看護」

1人

施設入居者（１２０名）の健康管理業務に従事し
ていただきます。主にバイタルチェック、処置、
投薬、通院、経管栄養管理等を行います。



岩手県宮古市西ヶ丘四丁
目５３－８

社会福祉法人　恵
心会　特別養護老
人ホーム　慈苑雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

居宅介護支援専門員「介
護」

1人

訪問等による介護認定調査、ケアプランの作成、
介護保険申請代行を行います。利用者の状況や環
境に応じたケアプラン（居宅サービス計画）を作
成し、サービス事業者や関係機関との連絡調整等
を行います。

岩手県宮古市宮町二丁目
２番１９号

株式会社　メディ
ケア・システム

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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、盛り付けの仕事を行います。７～８人体制
となります。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

組立及び梱包作業員≪急募
≫

5人

作業手順に沿っての組み立て及び梱包作業を行っ
ていただきます。受注内容によって組立部品の箇
所が変わる可能性があります。簡単な作業なの
で、未経験者でも安心して働くことが出来ます。

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根２－１０５－４

有限会社　八千代
ＴＥＣ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

生活指導員／松山荘

1人

心身に障害を持つ方や高齢者の方（約１００名）
の生活支援を１０名の職員で行います。食事提
供、入浴、排せつ介助、施設車での通院介助、作
業活動（木工など）、健康活動、趣味活動、奉仕
活動の支援、パソコンを使用し業務報告等を行い

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（ワードに

よる文書入力） 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５月３１日発行  



普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～17時00分

315,800円～558,140円

正社員 59歳以下 04010-35755381
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
235,750円～258,175円

正社員 18歳～64歳 02020- 8061881
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分
160,000円～220,000円

正社員以外 不問 03010-13105581
電気工事士（第２種）
高所作業車運転技能者 (1) 7時00分～16時30分
普通自動車免許一種 432,000円～648,000円

正社員 不問 03030- 2039781
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
198,000円～352,000円

正社員 64歳以下 04010-35251181
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
小型移動式クレーン 242,000円～352,000円

正社員 64歳以下 04010-35278181
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
264,000円～385,000円

正社員 64歳以下 04010-35299581
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
187,050円～187,050円

正社員以外 不問 03030- 2035681
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
準中型自動車免許 (1) 8時00分～17時00分

150,000円～150,000円

正社員 30歳以下 03030- 2036981
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
315,800円～558,140円

正社員 59歳以下 04010-35006481
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～18時30分
146,200円～146,200円

正社員以外 不問 13130-16507581
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

146,200円～146,200円

正社員以外 不問 13130-16513981

2

電気設備施工管理技士［岩
手県］

1人

各建設現場に伴う電気設備施工管理業務に従事し
て頂きます
・工事現場の写真整理、品質管理
・協力会社に対し、連絡指示、工程の進捗確認
・経験が豊富な方は施主対応、定例会対応も行っ

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 岩手県宮古市、他

大型ダンプ運転手【宮古営
業所】

2人

◇大型ダンプによる合材・骨材を中心とした運搬
業務を行って頂きます。基本的には営業所周辺を
エリアとしていますが、他営業所の応援で長距離
運行する場合もあります。
・合材・骨材・ガラ（コンクリ等の砕石）運搬が

青森県八戸市西白山台五
丁目１３－１３

株式会社　大興

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

相談員（宮古市）

1人

宮古圏域くらしサポートセンターにおいて、下記
の業務を行っていただきます。（自立相談支援事
業）
・生活全般等、困り事に関する相談業務及び付随
する業務

岩手県盛岡市大通３丁目
２番８号　岩手金属工業
会館２Ｆ

キャリアバンク
株式会社　盛岡オ
フィス雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

電気工事士

1人

トンネル工事中の坑内及び坑外にて、電線及び通
信線延伸、照明取付、分電盤取付他電気トラブル
等に対応していただきます。現場は昼夜作業して
いる為、夜勤のトラブル解決に出勤する場合あ
り。

岩手県宮古市川井第１地
割６０－１４

吉田西豊建設株式
会社　川井出張所

雇用期間の定めなし

一般及びトンネル工事の
電気工事経験者 岩手県宮古市

土木現場作業員・重機運転
手［宮古市／釜石市／岩泉

5人

道路の新設、住宅造成、改良や災害復旧工事の現
場でのバックホー等重機作業・その他、土木工事
に付随した作業に従事していただきます。

※経験と能力に応じた現場での作業をお願いしま

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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

重機運転手［宮古市／釜石
市／下閉伊郡岩泉町］

5人

道路の新設、住宅造成、改良や災害復旧工事の現
場でのバックホー等重機作業・その他、土木工事
に付随した作業に従事していただきます。

※経験と能力に応じた現場での作業をお願いしま

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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

現場世話役［宮古市／釜石
市／下閉伊郡岩泉町］

5人

道路の新設、住宅造成、改良や災害復旧工事の現
場でのバックホー等重機作業・その他、土木工事
に付随した作業を施工する作業員の現場世話役業
務です。


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

雇用期間の定めなし

現場世話役業務の経験 岩手県宮古市、他

生コン車運転手≪急募≫

1人

生コン車の運転をしていただきます。現場は宮古
市内または山田町内がメインとなります。生コン
車未経験の方は、研修を予定しており、経験者が
同乗いたします。


岩手県宮古市大字津軽石
第１０地割字向川原３５
－３７

岩手三八五流通株
式会社宮古支店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

大型運転経験 岩手県宮古市

運搬および水産加工

1人

２ｔトラックでの運搬作業。魚市場から当社工場
や田老工場へ鮮魚等を運搬します。工場内での出
荷作業や選別、包装など水産加工及び鮮魚業務に
も従事していただきます。出荷は手摘みや、
フォークリフトの運転をしていただきます。

岩手県宮古市日立浜町８
番２３号

株式会社　おがよ
し

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

空調・衛生設備施工管理技
士［岩手県］

1人

各建設現場に伴う空調・衛生設備施工管理業務に
従事して頂きます。
・工事現場の写真管理、品質管理
・協力会社に対し、連絡指示、工程の進捗確認
・経験が豊富な方は施主対応、定例会対応も行っ

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 岩手県宮古市、他

急募／軽四セールスドライ
バー（三陸営業所）宮古市

2人

＊軽四自動車（会社所有）で小口荷物を配達する
お仕事です

東京都江東区新砂２－１
－１７

佐川急便株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

カスタマーサービス職（三
陸営業所）宮古市（長期）

2人

※お客様からのお問い合わせや集荷依頼などの受
付
　その他パソコンの簡単な入出力。

※Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌできる方、歓迎致します

東京都江東区新砂２－１
－１７

佐川急便株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市


