
中型一種（８ｔ限定） 変形（１年単位）
(1) 7時00分～17時00分

160,000円～180,000円

正社員 18歳～64歳 02020-13065081
土木施工管理技士２級 変形（１年単位）
建築施工管理技士２級 (1) 8時00分～17時00分

建築士（２級） 300,000円～350,000円
いずれか

正社員 不問 03030- 3094281
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
184,800円～207,900円

正社員 59歳以下 03030- 3097381
変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～16時00分

137,500円～154,000円 (2) 8時45分～17時45分
(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030- 3099981
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

133,403円～133,403円

正社員以外 59歳以下 03030- 3101081
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
192,800円～236,000円

正社員 不問 03030- 3102381
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

正社員以外 60歳以上 04010-57945381
変形（１年単位）
(1) 5時00分～20時00分

162,750円～162,750円

正社員以外 不問 04030- 4408581
大型自動車免許一種

(1) 7時30分～17時00分
249,600円～291,200円

正社員 不問 02060- 3223781
車両系基礎工事用運転
車両系整地掘削用運転 (1) 7時30分～17時00分

車両系解体用運転 249,600円～332,800円
いずれか

正社員 不問 02060- 3226181
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

127,872円～138,240円

正社員以外 不問 03030- 3093881
普通自動車免許一種

(1)18時00分～ 3時00分
118,080円～130,626円

正社員 18歳以上 03030- 3085881
普通自動車免許一種

(1)19時00分～ 4時00分
118,080円～130,626円

正社員 18歳以上 03030- 3086281
普通自動車免許二種

(1) 7時00分～16時00分
118,080円～130,626円 (2)10時00分～19時00分

正社員 64歳以下 03030- 3087181
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 9時00分～17時20分
140,000円～160,000円

正社員 59歳以下 03030- 3090581
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～18時00分
200,000円～340,000円

正社員 59歳以下 03010-20997981
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時15分
150,000円～220,000円

正社員 不問 03100- 2238181

(1) 8時00分～17時00分
210,000円～252,000円

正社員 不問 04010-57489081

1

現場作業員

5人

建設工事現場、土木工事現場での作業
・土砂の掘削や埋め戻し、コンクリートの練りや
充てん等の　作業になります。
＊現場エリア：宮城県内
　　　　　　　岩手県内（陸前高田市、宮古市）

宮城県仙台市太白区向山
４丁目２１－２１

新成開発　株式会
社　東北支店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

配管工（見習い可）　「建
設」

2人

◆公共事業・各家庭の現場において、配管業務全
般に従事し　ていただきます。

＊給水管、排水管、給湯の配管作業全般となりま
す。

岩手県久慈市中町２－７ 株式会社　カネヨ
シ水道工業所

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村、他

コンサルティング営業（損
保・生保）（釜石支社）

2人

損害保険および生命保険のコンサルティング営業
を担当して
いただきます。
（主な担当業務）
　・損害保険・生命保険のご案内

岩手県盛岡市上堂３丁目
２－１５　工藤ビル１・
２階

株式会社　東海日
動パートナーズ東
北　岩手支店雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

自動車整備士（見習い可）

1人

自動車の整備全般に従事していただきます。主に
車検整備、点検整備、分解整備の作業となりま
す。車両の引き取りや納車・洗車等付随する業務
があります。


岩手県宮古市田鎖１３－
２６－１

有限会社　丸正
カーサービス

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

タクシー運転手（日勤）

1人

日勤でのタクシー運転手業務で、通常のタクシー
のみでなく介護業務が必要な介護タクシーの２つ
の職種があります。ノルマは一切ありません。
○全車カーナビ付…地理に自信のない方も安心勤
務。

岩手県宮古市保久田４－
８

三社自動車　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

タクシー運転手（夜勤）

1人

タクシー運転手（夜勤）の仕事です。ノルマは一
切ありません。
○全車カーナビ付…地理に自信のない方も安心勤
務。
○普通二種免許ない方…採用前に免許取得となり

岩手県宮古市保久田４－
８

三社自動車　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

運転代行（随伴車）運転手

1人

運転代行の随伴車の運転業務を担当していただき
ます。宮古市内・近郊を中心に行っていただきま
す。



岩手県宮古市保久田４－
８

三社自動車　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

清掃員

1人

請負い先事業所において清掃業務に従事します。
ロビー・フロアー・階段、廊下など施設内全般の
清掃を行います。トイレ清掃もあります。モップ
掛け、掃除機による掃除やゴミの回収、拭き掃除
など。作業内容は現場指導を受けて習得していた

岩手県宮古市実田一丁目
６番６号

有限会社　メンテ
ナンス宮古

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

重機オペレーター（県内・
県外）

2人

○県内・県外の各土木作業現場における重機（ブ
ルドー　　　ザー・バックホー等）運転作業
＊土木作業も行っていただく場合があります。
・一般土木作業（主に道路工事：土砂の掘削や埋
め戻し、コ　ンクリート打ち等）及び木造解体作

青森県五所川原市大字梅
田字福浦４番地２

株式会社　平成産
業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

大型ダンプ運転手（県外）

3人

・県外の各土木作業現場での土砂等の運搬作業と
　なります（１０ｔダンプ）。

＊岩手県（山田町、宮古）または福井県（あらわ
市）での就　業となります。

青森県五所川原市大字梅
田字福浦４番地２

株式会社　平成産
業

雇用期間の定めなし

経験者（２年以上） 岩手県宮古市、他

調理〔宮古市茂市〕

1人

◇現場宿舎にて調理業務に従事していただきま
す。

　１３名程度の３食作りを行います。


宮城県多賀城市笠神４丁
目３－３７

有限会社　三山食
品

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

土木施工管理補助［上閉伊
郡大槌町・下閉伊郡山田

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、
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
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上） 施工管理経験がある方希
望

　実務経験者向きです 岩手県下閉伊郡山田町、他

運転手

1人

重機の運転業務及び１０ｔ車を使用し原石、砂
利、埋め戻し等の運搬作業に従事していただきま
す。その他に車両の洗浄、簡単な整備作業、プラ
ント内修理業務等もお願いします。現場は主に豊
間根・宮古市内になります。

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根第２地割３６‐１

有限会社　高橋建
材

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

水産加工員

3人

魚類の加工食品等の処理を行います。選別ライン
に沿った製造及び梱包作業を行います。内容は、
イカの冷凍食品加工及び秋サケの加工やスケソウ
ダラ・サバ等の前浜魚の処理作業です。未経験の
方でも丁寧に指導します。

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

介護員「介護」

1人

施設内での介護サービスに従事していただきま
す。食事、入浴、排せつ、移動などの介助、レク
レーション等生活支援全般となります。対応する
入居者は８５名程度です。


岩手県下閉伊郡岩泉町乙
茂字上９－１２

社団医療法人　緑
川会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

大型ダンプ運転手

1人

大型ダンプ車（１０トン）の運転業務に従事して
いただきます。運搬する物は、砂利、砕石、合材
などとなります。就業場所は、主に岩泉地区、田
野畑地区、宮古地区となります。


岩手県下閉伊郡田野畑村
真木沢８６－１５

株式会社　岩手企
業

雇用期間の定めなし

経験１年以上 岩手県下閉伊郡田野畑村

土木、建築現場管理「建
設」

1人

土木は公共工事の施工管理業務に従事していただ
きます。建築は見積りから図面作成（ＣＡＤ）、
施工管理を行っていただきます。主な現場は田野
畑、岩泉、宮古となります。


岩手県下閉伊郡田野畑村
浜岩泉２１６－８

有限会社　熊谷住
建

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村、他

事業所名
求人番号

発泡スチロール製品の配達
業務

1人

◇発泡スチロール製品（製箱等）の配達業務
・２ｔ、４ｔトラックを使用します。
・配達先で、鮮魚の箱詰め作業に伴う氷を詰める
等、多少
　手伝うこともあります。

青森県八戸市大字新井田
字林ノ上４－５

ホクト化学工業株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

     （8月31日時点の内容です）

　　８月２８日　から　８月３１日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　９月１３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９月６日発行  



普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）
(1) 7時00分～16時00分

135,680円～169,600円 (2) 9時00分～18時00分
(3)10時30分～19時30分

正社員以外 不問 03030- 3072681
中型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分

173,250円～231,000円

正社員以外 不問 03030- 3074581
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分

138,600円～138,600円

正社員以外 不問 03030- 3075481
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分

184,800円～277,200円

正社員以外 不問 03030- 3076781

(1) 6時30分～15時30分

140,000円～150,000円 (2) 7時00分～16時00分
(3) 8時00分～17時00分

正社員 59歳以下 03030- 3078281

(1) 8時30分～17時00分

126,000円～126,000円

正社員以外 不問 03030- 3080681

2

介護職員「介護」

2人

施設入所者数１８名（認知症の方）を対象とした
入所者の身の回りの世話、食事、排泄、入浴の介
助、移動介護、掃除、調理、洗濯などが主な仕事
になります。入居者を、受診のため病院へ社用車
で送迎する場合があります。

岩手県下閉伊郡田野畑村
机２９９

中城興産株式会社

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

トラック運転手／田老工場

1人

トラックを運転し、釜石市～宮古市間の水産加工
工場やスーパーでの廃棄物を回収し、当社工場ま
で運搬をしていただきます。

大型自動車免許や、フォークリフト技能資格があ

岩手県宮古市田老字西向
山１０－２

株式会社　丸才
丸才田老工場

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

一般事務／宮古営業所

1人

宮古営業所において、一般事務を担当していただ
きます。パソコンを使用して、請求書他各種書類
作成、電話・来客応対、社内外清掃等を行いま
す。田老工場他宮古市内への配達をお願いするこ
ともあります。外出用務の際は社用車を使用しま

岩手県宮古市田老字西向
山１０－２

株式会社　丸才
丸才田老工場

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

大型運転手／田老工場

2人

大型トラック１０ｔ車を運転し、石巻～宮古間か
ら魚あら等を回収し、当社宮古営業所に運搬する
業務となります。運転手１名乗務での運行になり
ます。


岩手県宮古市田老字西向
山１０－２

株式会社　丸才
丸才田老工場

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

鮮魚・加工品販売／正社員

1人

鮮魚・加工品の店頭販売を行っていただきます。
品出し、レジ操作接客の仕事です。対面販売とな
りますので、たくさんのお客様を接客できて、や
りがいのある仕事です。

岩手県宮古市近内２丁目
８－８

有限会社　後藤商
店

雇用期間の定めなし

又は 6時30分～17時00分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

事務／フルタイムパート

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

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン操作（エクセル、
ワード） 岩手県宮古市


