
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）
(1)10時00分～21時00分

190,000円～253,320円 (2)11時00分～20時00分
(3)14時00分～ 0時00分

正社員 62歳以下 03030- 2413581
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時15分～17時15分

132,000円～182,000円 (2) 7時00分～16時00分
(3)10時00分～19時00分

正社員 59歳以下 03030- 2415781
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
140,000円～280,000円

正社員 不問 03030- 2417281
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
140,000円～140,000円

正社員 不問 03030- 2418181
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

268,400円～341,600円

正社員 59歳以下 04010-43344681
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

268,400円～341,600円

正社員 59歳以下 04010-43383281
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時30分
140,400円～183,600円

正社員以外 不問 03030- 2405581
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

142,700円～170,000円

正社員 不問 03030- 2408881
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
160,000円～195,000円

正社員 不問 03030- 2409281
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 6時00分～13時45分
145,000円～160,000円 (2) 8時30分～16時30分

(3)13時30分～21時30分

正社員 59歳以下 03030- 2396081
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
180,000円～300,000円

正社員 59歳以下 03030- 2397381
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
180,000円～300,000円

正社員 59歳以下 03030- 2398681
社会福祉主事又は
介護支援専門員 (1) 8時00分～17時00分

160,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03030- 2400181
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
172,500円～184,000円

正社員 64歳以下 03030- 2401081
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～17時00分
130,000円～130,000円

正社員 40歳以下 03030- 2402381
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

150,000円～180,000円

正社員 64歳以下 03030- 2404981
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- 1677481
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 130,200円～217,000円

正社員 不問 03100- 1678781

1

重機オペレーター（岩泉営
業所）

2人

◆産業廃棄物の重機オペレーター
　
・場内においての重機オペレーター業務が主な仕
事になりま　すが、状況に応じて作業員として、
非鉄金属の分別、選別　作業等の軽作業も行って

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

岩手県下閉伊郡岩泉町

作業員（岩泉営業所）

2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

岩手県下閉伊郡岩泉町

研削盤オペレーター及び生
産管理

1人

金型部品をフライス・ＳＧ（研磨機）・ＰＧ（プ
ロファイル研削盤）などの工作機械を操作して行
います。また、パソコンを使って納期や受発注の
データ入力や状況管理を行います。


岩手県宮古市津軽石１０
－１６１－１

株式会社　富士精
工

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード・
エクセル）の出来る方

岩手県下閉伊郡山田町

事務補助≪急募≫

1人

保険代理店において電話、来客対応、書類整理、
事務所内清掃等を行います。その他書類提出等で
外出用務をお願いする場合があります。その際は
社用車を使用していただきます。


岩手県宮古市太田１－３
－１３

あんしんライフサ
ポート　合同会社

雇用期間の定めなし

パソコン（エクセル）基
本操作出来る方 岩手県宮古市

土木作業員又は重機運転手
「建設」

1人

当社請負の各現場において、土木作業員及び重機
オペレーター業務に従事していただきます。重機
オペレーターではバックホー等によるダンプト
ラックへの積込、整地、掘削、運搬などを行いま
す。土木作業員では一般作業、２ｔダンプでの土

岩手県下閉伊郡山田町荒
川第８地割５７番地２

株式会社　斉藤工
業所

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

生活相談員

1人

デイサービス利用者の相談、家族関係機関との相
談業務と介護業務（食事、入浴、排泄介助、レク
リエーション）に従事していただきます。関係機
関と連絡調整のため外出用務もあります。


岩手県宮古市松山第８地
割７１番５

株式会社　福寿草

雇用期間の定めなし

介護員又は生活相談員と
しての経験 岩手県宮古市

配管工「建設」

1人

水道施設設備配管、管設備、土木工事等の配管作
業全般に従事していただきます。一般住宅から公
共工事の上下水道・浄化槽・リフォーム等の工事
に伴う、給排水など衛生配管の設備配管、管工事
を行います。

岩手県宮古市大字津軽石
１４－３８－４

有限会社　山舘設
備工事

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木作業員「建設」

1人

土木工事の現場作業全般に従事していただきま
す。一般住宅から公共工事の上下水道工事、浄化
槽工事、リフォーム工事等、幅広く行っていま
す。建設車両系の免許・資格があれば優遇しま
す。

岩手県宮古市大字津軽石
１４－３８－４

有限会社　山舘設
備工事

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ホテルフロント

1人

ホテルに関する業務全般を行っていただきます。
フロント業務、予約受付、確認、精算、部屋・施
設等の説明、パソコン入力や経理伝票、請求書作
成等も行います。またロビー・玄関・外回り等共
用スペースの清掃や客室清掃表作成等も行いま

岩手県下閉伊郡山田町船
越第６地割１４８番地１

株式会社　テル
コーポレーション

雇用期間の定めなし

パソコン（ワード・エク
セル） 岩手県下閉伊郡山田町

自動車整備工員

1人

車検チェーン全国５００店舗以上の「車検のコ
バック」でのお仕事になります。車検・法定点
検・一般整備・オイル交換・タイヤ交換・洗車・
納車・その他付随する業務となります。未経験者
歓迎です。

岩手県下閉伊郡田野畑村
和野１５－２４

有限会社　佐々木
自動車整備工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

金型加工（岩泉）

1人

当社岩泉工場において、金型加工の仕事に従事し
ます。当社は電化製品や自動車で使用されるコネ
クタという電子部品を造っている会社です。コネ
クタ生産に必要な金型や設備パーツを放電加工機
を使って加工するお仕事です。

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根第２地割３１－１

株式会社　エフ
ビー

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

牧場管理／長嶺牧場

2人

長嶺牧場において、育成牛の飼養業務全般と牧草
収穫に従事していただきます。その他、業務報告
として日報記入があります。直行直帰となり現在
２名体制で行っております。


岩手県下閉伊郡田野畑村
尾肝要３９－１

一般社団法人　田
野畑村産業開発公
社雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡田野畑村

土木作業員［盛岡市・釜石
市・宮古市］

10人

主に護岸工事、道路改良、造成などに伴う土木作
業・ダンプ積み込み、吊り作業になります。


＊現場は岩手県（釜石・宮古）です。

宮城県仙台市青葉区北目
町２－３９　東北中心ビ
ル６Ｆ

株式会社　ファー
イーストマネジメ
ント雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

重機オペレーター［盛岡
市・釜石市・宮古市］

10人

主に護岸工事、道路改良、造成などに伴う切盛
土、方面整形、ブロック積み、整地ダンプ積み込
みになります。



宮城県仙台市青葉区北目
町２－３９　東北中心ビ
ル６Ｆ

株式会社　ファー
イーストマネジメ
ント雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木作業員「建設」

5人

住宅やアパートの基礎工事、足場組立、工作物等
解体工事、土砂等の掘削、盛り上げ工事などに従
事していただきます。現場は宮古市、山田町、釜
石市となり、直行直帰となりますが、通勤車がな
い方は乗合も相談可能です。

岩手県宮古市田の神１丁
目２－２６

飯岡興業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木作業員／経験者「建
設」

5人

住宅やアパートの基礎工事、足場組立、工作物等
解体工事、土砂等の掘削、盛り上げ工事などに従
事していただきます。現場は宮古市、山田町、釜
石市となり、直行直帰となりますが、通勤車がな
い方は乗合も相談可能です。

岩手県宮古市田の神１丁
目２－２６

飯岡興業　株式会
社

雇用期間の定めなし

建設業で働いた経験があ
る方「建設」

岩手県宮古市

介護員「介護」

2人

小規模多機能ホームあすも・グループホームあす
もにおいて、入浴、排せつ、調理業務、食事等の
介護、その他の日常生活上のお世話をしていただ
きます。


岩手県宮古市田の神２－
４－２８

小規模多機能ホー
ム　あすも　グ
ループホームあす
も

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

調理及び接客／正社員

1人

各店舗において、調理補助（洗い場担当、仕込み
等）接客（お客様ご案内、注文、配膳、片付け、
会計）清掃等全般に従事していただきます。安心
して業務に取り組んで頂けるように社内教育・研
修の場でサポートしながら進めていきます。第一

岩手県宮古市鴨崎町１－
５８

アンドーコーポ
レーション　有限
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

     （6月25日時点の内容です）

　　６月１９日　から　６月２５日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　７月５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。 

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６月２８日発行  



普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～17時00分

128,117円～160,000円

正社員 不問 03100- 1679881
変形（１ヶ月単位）
(1) 9時30分～18時15分

146,475円～185,535円 (2)10時30分～19時15分
(3)12時15分～21時00分

正社員以外 不問 04010-42707481
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
236,240円～433,300円

正社員 59歳以下 04010-42857181
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
足場組立て作業主任者 (1) 8時00分～17時00分
車両系基礎工事用運転 215,100円～215,100円

正社員以外 不問 03030- 2386281
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時30分
135,000円～155,000円 (2) 5時00分～17時00分

正社員 43歳以下 03030- 2387181
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

179,250円～179,250円

正社員以外 不問 03030- 2389381
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- 2390581
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1)14時00分～22時30分
140,000円～230,000円

正社員 59歳以下 03030- 2392781
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

自動車検査員 (1) 8時30分～17時30分
200,000円～212,500円

正社員 不問 03030- 2394281
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
自動車整備士（２級） (1) 8時30分～17時30分

184,800円～200,000円

正社員 不問 03030- 2395181
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
328,261円～526,343円

正社員 64歳以下 04010-42442281
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

土木施工管理者１級又は (1) 8時00分～17時00分
土木施工管理者２級 328,261円～526,343円

正社員 64歳以下 04010-42444081
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
236,240円～433,300円

正社員 59歳以下 04010-42517181

(1) 8時30分～17時30分
165,000円～207,000円 (2) 9時00分～18時00分

正社員 35歳以下 03030- 2383481
大型自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
195,300円～195,300円

正社員 不問 04080- 2552281

2

事務員（岩泉営業所）

1人

◆岩泉営業所にて、事務全般の仕事を行っていた
だきます。
【主な仕事内容】
＊パソコンを使用した各種文書作成
＊帳票管理

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

岩手県下閉伊郡岩泉町

ジュエリー販売スタッフ
［宮古市／エステール宮古

2人

宝石の店舗販売専門店「エステール」の店内で
ジュエリー・アクセサリーを販売するお仕事で
す。
まずは誕生石を覚えたり、ジュエリーに触れる事
から始めます。ＯＪＴ教育をしっかりと行います

宮城県仙台市青葉区木町
通２－１－１８　ノー
ス・コアビル８階

Ａｓ－ｍｅエス
テール　株式会社
仙台オフィス雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は 9時30分～21時00分
の間の7時間以上

岩手県宮古市

施工管理補助（電気設備
課）［岩手県］

1人

未経験の方でも歓迎致します。建設現場での現場
監督の補佐（電気設備）に従事して頂きます。
・デジカメ等を使用した写真の管理・整理
・ＰＣを操作（Ｅｘｃｅｌ・Ｗｏｒｄ）し、書類
の作成

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

鳶工及び土工／経験者「建
設」≪急募≫

3人

各現場において、工事作業全般に従事していただ
きます。鳶土工工事作業員を主としています。主
な現場は沿岸地域となり、現場へは会社より社用
車での移動となります。


岩手県宮古市山口一丁目
４－２５

株式会社　オガサ
ワラ産業

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

建設経験者 岩手県宮古市

野菜栽培スタッフ（正社
員）

1人

トマト、ピーマン、イチゴ、キャベツ、ブロッコ
リー、白菜、ネギ、ほうれん草、小松菜、さつま
芋、カボチャ、アスパラガス、トウモロコシ、米
などの栽培、管理、収穫、出荷調整作業や産直、
スーパーへの出荷業務となります。季節により就

岩手県宮古市花輪第１１
地割１０番地

上山農園

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

道路清掃作業員

4人

当社の契約社員として、次の業務に従事していた
だきます。刈り取った草の除去、掃出し、トラッ
クへの積込み作業等を行っていただきます。



岩手県宮古市舘合町４－
９

眞木建設　株式会
社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

サービススタッフ

2人

ホテルおいて利用客に対する接客業務全般（フロ
ント、客室、レストラン等）に従事していただき
ます。
【フロント】チェックイン・チェックアウト時の
受付、清

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

パソコンの基本操作
又は 6時30分～21時00分
の間の7時間程度

岩手県宮古市

調理員（寿司業務）

1人

ホテル厨房（メイン厨房及びダイニングキッチ
ン）で、寿司の業務を担当していただきます。食
材の仕込み・調理・盛り付け等・その他付随する
業務全般に従事していただきます。

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

寿司業務経験者 岩手県宮古市

自動車検査・自動車整備

2人

自動車検査員業務を中心に行っていただくほか、
自動車整備全般（車検・点検・一般整備）を行い
ます。また、車両の引取り及び納車、洗車、その
ほか指示された業務を行っていただきます。


岩手県下閉伊郡山田町織
笠１２－２－７１

三陸自動車商会
有限会社

雇用期間の定めなし

自動車検査員経験
岩手県下閉伊郡山田町

フロント及び自動車整備

1人

主にフロント業務に従事します。入庫車両の受付
及び受入業務、見積書、請求書、指示書の作成
（専用ソフトを使用）、部品発注等の手配、お客
様対応、整備士への指示などを行います。また車
検・点検・一般整備などの自動車整備も行ってい

岩手県下閉伊郡山田町織
笠１２－２－７１

三陸自動車商会
有限会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

パソコン操作(基本入力)
自動車整備経験

土木施工管理補助［宮古
市・釜石市］

2人

工事竣工までの現場管理をするお仕事です。
土木現場施工管理補助になります。

＜主な仕事内容＞
現場管理、測量、丁張り、写真管理、安全管理、

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
店雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

施工管理経験ある方希望
現場経験が浅い方も可能
です。ご相談下さい。

土木技術者補助（発注者支
援）［宮古市・北上市］

2人

◎工事竣工までの現場管理補助をするお仕事で
す。
　＜主な仕事内容＞
土木工事の発注者側に立って、施行業者との打合
せ、検査立会い、積算業務、書類作成等。

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
店雇用期間の定めなし

パソコン操作（エクセ
ル、ワード） 岩手県宮古市、他

施工管理補助（建築課）
［盛岡市、釜石市、宮古

1人

未経験の方でも歓迎致します。
建設現場での現場監督の補佐（建築）に従事して
頂きます。
・デジカメ等を使用した写真の管理・整理
・ＰＣを操作（エクセル・ワード）し、書類の作

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

在庫管理業務

1人

金型用部品の材料の補充・発注や品質管理を行う
業務です。データ入力などパソコンを使った操作
となります。専用ソフトを使用しての作業になり
ますが、エクセルでの簡単な集計業務もありま
す。

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

大型ダンプ運転手

1人

〇大型ダンプによる運搬業務に従事して頂きま
す。

　・大型ダンプ（１０ｔ）で土砂や砕石等の運搬
業務

宮城県気仙沼市最知北最
知１９７－９

株式会社　ナダベ

雇用期間の定めなし

運転経験者 岩手県下閉伊郡田野畑村、他


