
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分

213,000円～228,000円

正社員 59歳以下 03010-23424581
変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～15時45分

161,100円～201,400円 (2) 8時30分～17時15分
(3)10時00分～18時45分

正社員 44歳以下 03010-23427881
変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～15時45分

161,100円～201,400円 (2) 8時30分～17時15分
(3)10時00分～18時45分

正社員 44歳以下 03010-23430681
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
187,500円～297,000円 (2) 8時00分～16時00分

正社員以外 不問 03010-23373181
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～300,000円

正社員以外 不問 03030- 3463581
普通自動車免許ＡＴ

(1) 7時00分～16時30分
200,000円～400,000円

正社員 不問 03030- 3464481
普通自動車免許ＡＴ

(1) 7時00分～15時45分
138,880円～156,240円 (2) 9時45分～18時30分

正社員以外 不問 03030- 3461681
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- 3459281
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
土木施工管理技士２級 (1) 8時30分～17時15分

測量士補 180,000円～220,000円

正社員以外 不問 04010-64439681
交替制あり
(1)10時00分～18時00分

180,000円～180,000円 (2)12時00分～21時00分

正社員 不問 02080- 2933581
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

138,600円～190,575円

正社員以外 不問 03030- 3444681
土木施工管理技士１級 変形（１年単位）
普通自動車免許一種 (1) 8時00分～17時00分

230,000円～270,000円

正社員 59歳以下 03030- 3445981
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時15分～17時15分
132,000円～142,000円 (2) 9時00分～18時00分

(3)17時00分～ 9時00分

正社員 64歳以下 03030- 3446581
変形（１ヶ月単位）

142,760円～151,360円

正社員以外 18歳以上 03030- 3448781
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時15分
140,000円～160,000円

正社員以外 不問 11100- 9120981
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     （9月28日時点の内容です）

　　９月２５日　から　９月２８日　までに受理した求人です。　　　 ＜次回発行日は　１０月１１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

フューネラルディレクター
（宮古典礼会館）

1人

典礼会館にてお迎えから内容のお打合せまで、心
に寄り添うご提案を行なって頂きます。具体的に
は、ご連絡の受付、儀式内容のご提案、通夜・葬
儀の運営、アフターフォロー等になります。故人
様・ご遺族様についてのヒアリングを行ない、故

岩手県盛岡市津志田南３
丁目１４番６５号【求人
票郵送先指定あり】

株式会社　サン
ファミリー　（愛
グループ）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

施設利用者支援職員（総合
職）

2人

施設を利用される方々に対して生活支援（日中・
夜間）、就業支援（日中）等を行う業務です。具
体的には、食事や入浴の支援、余暇の相談等です
が、施設の種別や配属先により、業務の内容は異
なります。

岩手県盛岡市高松３丁目
７－３３

社会福祉法人　岩
手県社会福祉事業
団雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

施設利用者支援職員（一般
職）

2人

施設を利用される方々に対して生活支援（日中・
夜間）、就業支援（日中）等を行う業務です。具
体的には、食事や入浴の支援、余暇の相談等です
が、施設の種別や配属先により、業務の内容は異
なります。

岩手県盛岡市高松３丁目
７－３３

社会福祉法人　岩
手県社会福祉事業
団雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木工事作業員（宮古市田
老）

4人

作業現場において土木工事全般を行っていただき
ます。
土木作業が未経験でも丁寧に指導致します。
宮古での作業となります。

岩手県盛岡市本宮５－５
－５

株式会社　タカヤ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

配電工事員　通信工事員
内線工事員「建設」

1人

配電・通信・内線工事全般
○配電工事…東北電力様発注、ユアテック様一次
下請として電柱を建て架線・装柱等の業務
○通信工事…元請け発注に基づき、光ファイバー
の架線・布設・接続の屋外工事および光ファイ

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字合の山１４－１

株式会社　岩泉電
工

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

事務

1人

トンネル工事現場の給料計算他雑用全般をを担当
していただきます。パソコンを使用して給料計算
から支払、書類作成、現場資材管理等関係書類の
作成をしていただきます。その他、来客・電話対
応等付随する業務を行っていただきます。

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

パソコン操作（ワード、
エクセル）出来る方 岩手県宮古市

世話人

1人

グループホームにおいて、入居者１９名の生活支
援を行います。知的、精神障がいがある入居者へ
の食事作り、通院介助、買い物支援を行っていた
だきます。外出の際は社用車を使用していただき
ます。

岩手県宮古市田老字西向
山１２１－６

社会福祉法人　翔
友　みやこライフ
ステーション雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

水産加工員

1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

（請）道路巡回［宮古市／
釜石市］

2人

陸前高田市から宮古市管内の国道４５号（自動車
専用道路含む）をスケジュールに従ってパトロー
ル車で巡回又は運転を行うものです。
（釜石管内が７割程度、近隣が３割程度で勤務配
置を予定し　ています）

宮城県仙台市青葉区八幡
１丁目４－１６

みちのくコンサル
タント　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

店舗スタッフ：正社員（え
ちご家宮古店）

1人

えちご家宮古店でのホール・キッチン業務です
＊ホールスタッフ
　お客様からご注文を頂き、オーダーシートに記
入しお会計　をしドリンクを提供する事が中心で
す

青森県上北郡おいらせ町
洗平６番地３

株式会社　ルート
スリー

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

水産加工員（１）≪急募≫

2人

鮮魚やサケ等の選別、切断を手作業・手捌きによ
り行います。９月頃からは鮭の加工が主になり、
衛生工場での作業となる事があります。作業内容
は入社後に指導しますので、未経験者歓迎しま
す。

岩手県宮古市田老字古田
７５－２１

まるいち　沼田商
店　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木施工管理技士「建設」

1人

土木工事現場においての、工事の監督・指導全
般。主に公共工事を請負っており、施工計画の立
案、工事監理、打ち合わせなどを行います。また
使用する資材、機械の手配や管理も行います。図
面や計画書、報告書などの作成にはパソコンを使

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字村木７４

横屋建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

介護員または介護補助員
「介護」≪急募≫

2人

「グループホームひなた」（入居定員９名）にお
いて、介護業務全般（食事・入浴・排泄の支援、
見守り、介助、レクリエーション、病院受診時の
同行等）に従事していただきます。平成３０年３
月開設しました。

岩手県宮古市津軽石第１
３地割２０８番地１６０

株式会社　風和璃

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ハンバーガー類の製造・販
売

3人

【販売】・お客様の注文の承りとお会計
　　　　・注文品を取り揃えてお渡し
　　　　・客席、トレイの清掃
　　　　・ハンバーガーの販売、接客
　　　　・ピーク時に備えるための仕込み、準備

岩手県宮古市宮町１－１
－３８

ヒロフーズ株式会
社　マクドナルド
１０６宮古店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は 6時00分～ 2時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

一般事務（岩手県下閉伊
郡）

1人

◇建設機械等を扱う営業所の事務全般
　・電話、接客応対
　・部品発注、手配
　・システム入力
　・営業事務補助

埼玉県草加市弁天５－３
３－２５

日立建機日本　株
式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

◎ 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１０月４日発行  


