
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～16時45分

129,360円～129,360円 (2)12時00分～20時45分
(3)15時45分～ 0時30分

正社員以外 18歳以上 03010-23073781
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～18時00分
148,000円～204,000円 (2)10時15分～19時00分

正社員 35歳以下 03010-23002681

(1)22時00分～ 7時00分
132,440円～137,600円

正社員以外 18歳以上 03020- 1986781

(1)22時00分～ 7時00分
132,440円～137,600円

正社員以外 18歳以上 03020- 1987881
車両系整地掘削用運転 変形（１年単位）
普通自動車免許一種 (1) 8時00分～17時00分

216,000円～216,000円

正社員 不問 03060- 5861381
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時30分
184,800円～207,900円

正社員 不問 03030- 3429981
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時30分
169,900円～174,040円

正社員以外 不問 03030- 3430781
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
141,050円～184,450円

正社員 不問 03100- 2503081
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
132,284円～160,000円

正社員 不問 03100- 2504381
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時00分
150,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03080- 3576281
土木施工管理技士1級又

は
土木施工管理技士2級 (1) 8時30分～17時30分
普通自動車免許ＡＴ 400,000円～449,600円

正社員以外 不問 04010-63366481
土木施工管理技士２級

(1) 8時30分～17時30分
350,000円～480,000円

正社員 59歳以下 04010-63518581
普通自動車免許ＡＴ 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～64歳 04020- 7780181
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
177,500円～217,000円

正社員以外 65歳以上 04020- 7781081
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分
160,000円～199,500円

正社員以外 18歳以上 03010-22773281

(1) 8時15分～16時45分
144,000円～161,000円

正社員 35歳以下 03030- 3423881
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
143,500円～225,500円

正社員以外 不問 03030- 3426081
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
161,700円～300,300円

正社員 不問 03030- 3428681

1

     （9月21日時点の内容です）

　　９月１８日　から　９月２１日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　１０月４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

クリーンスタッフ（ウイン
ズ宮古）

1人

『ウインズ宮古』においてのクリーンスタッフ業
務。
弊社パチンコ店にて店舗内外の清掃業務全般に従
事していただきます。
　

岩手県盛岡市上堂４丁目
１－２０

株式会社　公楽

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

営業（宮古店）

1人

宮古店における営業を担当していただきます。
・新車、中古車の営業販売（外販含む）
・自動車保険の契約等
・お客様の車の納車、引取り（実車運転あり）
・登録に関する手続き業務（パソコン入力あり）

岩手県盛岡市津志田町１
丁目１－２０

日産プリンス岩手
販売　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

コンビニエンススタッフ深
夜（山田町織笠店）

2人

＊売上情報を自動的に記録できるＰＯＳレジを使
用し、
　商品のバーコードを読み取って商品を販売しま
す。
＊受入れ商品の検品、商品棚への品出し、補充、

岩手県上閉伊郡大槌町小
鎚２７地割花輪田３番１

有限会社　たなか

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

コンビニエンススタッフ深
夜（宮古本町店）

1人

＊売上情報を自動的に記録できるＰＯＳレジを使
用し、
　商品のバーコードを読み取って商品を販売しま
す。
＊受入れ商品の検品、商品棚への品出し、補充、

岩手県上閉伊郡大槌町小
鎚２７地割花輪田３番１

有限会社　たなか

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

重機運転手　「建設」

2人

　木材伐採後の根株の小割、破砕作業となりま
す。
その他、付随する業務
※　宮古市箱石地内での就業となります。
宿舎あり（温泉）　食事付き（２食：朝・夕）

岩手県奥州市水沢佐倉河
字向川原９０

有限会社　昆野建
設

雇用期間の定めなし

　建設機械の運転（１年
程度）「建設」

岩手県宮古市

配管工（給排水工事）「建
設」

1人

新築住宅の水道工事を行っていただきます。給排
水設備の修理や水まわりを中心とする住宅リ
フォーム工事もしていただきます。住宅の基礎工
事、擁壁工事も行っていますので、作業補助をし
ていただく事もあります。主に山田町の現場が中

岩手県下閉伊郡山田町織
笠第１２地割１－１

上林建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

経験３年以上 岩手県下閉伊郡山田町

自動販売機オペレーター補
助

1人

ルート担当者（自動販売機の補充、売上管理者）
の助手業務を行っていただきます。主な業務は製
品仕訳、補充、売上金、空容器の回収、自動販売
機の清掃活動となり、徐々にルート車３ｔトラッ
クの運転も行っていただきます。ユニフォーム、

岩手県宮古市田鎖第９地
割６０－６

みちのくコカコー
ラボトリング株式
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

運転手（山田営業所）

1人

＊産業廃棄物（木・コンクリートなど）の収集、
運搬業務を　行っていただきます。
　範囲は主に岩手県内となり、泊まりはありませ
ん。
　運転業務が主な業務ですが、仕事の状況によっ

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

岩手県下閉伊郡山田町

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

養豚作業員（宮古農場）

2人

当社の宮古農場にて、下記の業務を担当して頂き
ます。

・豚の飼育及び管理
　　（豚の移動、餌の量の設定、豚舎の清掃等）

岩手県気仙郡住田町上有
住字新田３５６

有限会社　ありす
畜産

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

（請）施工監理担当［宮古
市］

2人

道路整備に伴う事業促進業務の施工監理担当とし
て従事していただきます。
１．担当工事を円滑に進めるため支援・指導をし
ていただき　　ます。
２．段階確認の現場立会を行います。

宮城県仙台市若林区東七
番丁１６１番

株式会社エイト日
本技術開発　東北
支社雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県宮古市

発注者支援業務［宮古市］

3人

国土交通省東北地方整備局による公共工事の発注
者支援、
施工管理、工事関係資料作成、積算等の補助業務
に従事して頂きます。


宮城県仙台市青葉区小田
原５丁目２－５６　スタ
ジオサイキビル２階

株式会社　エム
エーシー　仙台支
店雇用期間の定めなし

国交省発注土木工事の施
工管理経験者 岩手県宮古市

綜合警備業務【岩手県宮古
市】

13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

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

（臨）綜合警備業務【岩手
県宮古市】（６５歳以上）

13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

宮城県石巻市双葉町１番
１９号

ＡＳＰ　株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

交通誘導警備員（宮古警備
センター）

1人

交通誘導警備業務
（株）ユアテック各営業所配電部門の現場
　（主たる勤務地はユアテック宮古営業所エリ
ア：主に久慈
　市）

岩手県滝沢市牧野林８３
７番地１

株式会社　トーク
ス　岩手支社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

事務【急募】

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

建設作業員（短期）「建
設」

4人

港湾工事におけるテトラポット製造作業に従事し
ます。主に
生コンクリート打設や、型枠の解体作業、現場で
の残材処理や掃出しなどを行います。


岩手県下閉伊郡山田町織
笠第１６地割３番地３１

株式会社　宇野ビ
ルド

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

土木作業員「建設」

1人

各現場において土木作業に従事していただきま
す。屋外作業となります。当社では社員との連携
やコミュニケーション、協調性を大切にする方を
希望します。


岩手県宮古市根市第６地
割７番地１

有限会社　伊藤総
業

雇用期間の定めなし

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９月２７日発行  



中型自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分

207,900円～231,000円

正社員 20歳以上 24050- 7138481
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
220,000円～300,000円

正社員 不問 24050- 7140081

2

現場管理者

3人

＊一般土木施工管理のお仕事です。
　有資格者のもとで、現場管理などの業務を
　していただきます。

　未経験者も歓迎！

三重県桑名市下深谷部８
０８番地３

ＴＯＴＡＬＭＡＳ
ＴＥＲＳ　株式会
社雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

現場作業員

2人

＊現場作業員のお仕事です。
　未経験者歓迎します。


※詳しい内容は、面接時にご説明いたします。

三重県桑名市下深谷部８
０８番地３

ＴＯＴＡＬＭＡＳ
ＴＥＲＳ　株式会
社雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他


