
交替制あり
(1) 8時30分～17時15分

158,400円～158,400円 (2)13時00分～21時45分

正社員以外 不問 03010-28804981
介護支援専門員

普通自動車免許ＡＴ (1) 8時30分～17時30分
220,000円～280,000円

正社員 不問 03030- 4124781
大型自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
243,800円～243,800円

正社員 不問 02081- 4135581
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～17時30分
150,000円～250,000円

正社員 40歳以下 03010-28777881
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
220,000円～400,000円

正社員 64歳以下 03010-28572381
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
220,000円～400,000円

正社員 64歳以下 03010-28573681
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～337,500円

正社員 64歳以下 03010-28574981
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時15分
132,430円～164,000円

正社員以外 不問 03030- 4112681

(1) 8時30分～17時15分
132,430円～139,400円

正社員以外 不問 03030- 4113981
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
219,450円～219,450円

正社員 64歳以下 03030- 4114581
土木施工管理技士1級又

は
変形（１年単位）

土木施工管理技士2級 (1) 8時00分～17時00分
普通自動車免許一種 350,000円～360,000円

正社員 64歳以下 03030- 4115481
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 6時00分～13時45分
160,000円～175,000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- 4102181

(1) 8時00分～17時30分
163,000円～265,000円

正社員 64歳以下 03030- 4103081
変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～16時00分

141,200円～158,700円 (2) 9時30分～18時30分
(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030- 4106981

(1) 8時30分～17時15分
126,266円～126,266円

正社員以外 不問 03030- 4094481変形(１週間単位非定型
的)
(1) 8時00分～17時00分

137,192円～143,240円

正社員以外 不問 03030- 4096881
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時30分
173,250円～207,900円

正社員 不問 03030- 4098181
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時30分
207,900円～254,100円

正社員 不問 03030- 4099081

1

     （11月26日時点の内容です）

　　１１月２０日　から　１１月２６日　までに受理した求人です。　＜次回発行日は　１２月６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

一般事務員（テレトラック
宮古）

1人

・電話応対
・来客応対
・ワード、エクセルを使用しての文書作成、及び
データ入力
・出馬表や、競馬開催業務に係る印刷物の印刷業

岩手県盛岡市新庄字上八
木田１０番

一般財団法人　岩
手県競馬振興公社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

パソコン操作（ワード、
エクセル） 岩手県宮古市

居宅介護支援専門員　「介
護」

1人

・介護サービスの計画の策定および相談業務

・要介護認定の申請代行等、ケアマネジメント業
務全般
・その他付随する業務

岩手県下閉伊郡山田町大
沢４－３８－５

有限会社ヘルパー
はうす

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

ダンプ運転手

3人

○１０ｔダンプで砕石場より置き場までの砕石・
砂の運搬作　業。

＊＊＊　急募　＊＊＊


青森県十和田市大字洞内
字豊良１番地３５

株式会社　ウェブ
コーポレーション

雇用期間の定めなし

ダンプ運転歴３年以上必
須

岩手県宮古市、他

営業スタッフ（県内６ヵ所
のいずれか）

2人

トラックやバスの新車及び中古車の販売
・主に事業所を訪問します。
・既存客の訪問が中心となりますが、新規開拓も
行っていた
　だきます。

岩手県盛岡市東見前第５
地割３１

岩手日野自動車
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

工事管理・監督

1人

工事の管理を行っていただきます。
お客様や作業員との打ち合わせ、工事の準備、写
真の撮影、施工した数量の実測、パソコンでの資
料の作成などです。
＊主な工事内容　

岩手県盛岡市本宮７丁目
１２－４１

株式会社　東北工
商

雇用期間の定めなし

建設業に携わった経験が
ある方

岩手県宮古市、他

区画線工（施工管理者及び
作業員）

1人

区画線工として下記の業務を行っていただきま
す。
・路面標示（道路標識・区画線）の施工管理
（工程・品質・安全管理等）
・現場作業

岩手県盛岡市本宮７丁目
１２－４１

株式会社　東北工
商

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

建設工事作業員「建設」

1人

建設工事の作業を行っていただきます。　
主な工事内容
・道路工事（道路標識、道路標示、防護柵など）

・エクステリア工事（フェンス、インターロッキ

岩手県盛岡市本宮７丁目
１２－４１

株式会社　東北工
商

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

介護員／デイサービス「介
護」

1人

通所介護事業所の介護に関する業務全般
・身の回りの世話、食事、入浴、排泄、リハビリ
等の介助や見守りなど
・食事の準備や後片付け、レクリエーション業務
・洗濯、清掃、その他雑務等

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字森の越４番地１４

社会福祉法人　岩
泉町社会福祉協議
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

調理員／デイサービス

1人

デイサービスでの調理業務を行っていただきま
す。
・献立表により、食材の発注、仕込み、調理、盛
り付け
・食器や調理器具の洗浄・後片付け

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字森の越４番地１４

社会福祉法人　岩
泉町社会福祉協議
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

土木作業員および重機オペ
レーター「建設」

2人

各工事現場において土木作業に従事します。
・道路工事や解体工事の現場が多く、主に山田町
内・宮古市　内の現場となります。
・資格のある方は主に重機を使った作業となりま
すが、現場　の状況により人力での現場作業も行

岩手県下閉伊郡山田町長
崎２－５－１８

有限会社　藤沢組

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町、他

土木施工監理技士「建設」

1人

図面の作成、施工管理及び現場管理に従事しま
す。
・河川や道路工事の現場が多く、主に山田町内・
宮古市内の　現場となります。
・１人１現場を受け持ちます。

岩手県下閉伊郡山田町長
崎２－５－１８

有限会社　藤沢組

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町、他

ホテルフロント≪急募≫

1人

ホテルに関する業務全般を行っていただきます。
・フロント業務では予約受付、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
・ロビー・玄関・外回り等共用スペースの清掃や

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

菌床椎茸の栽培等／正社員

1人

菌床椎茸の栽培、集出荷にかかる作業に従事して
いただきます。
・収穫、箱詰め、パック詰め、箱作り
・菌床の製造、培養にかかる作業


岩手県下閉伊郡岩泉町浅
内字下栗畑６８－１１

株式会社　岩泉き
のこ産業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

介護職／特別養護老人ホー
ム

1人

・施設利用者（特養・短期入所者）への介護サー
ビスの提供
（食事、入浴、排せつ、レクリエーション等）
・採用後おおむね３ヶ月間は日勤のみの勤務


岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
４地割１－２０

社会福祉法人　若
竹会　サンホーム
みやこ雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

一般事務補助／税務課（期
限付臨時職員）

2人

税務課に勤務となります。担当職員の指示のも
と、
・各種資料整備、課税基本簿の整理
・データ入力作業、会計伝票整理
・住民税申告関係事務及び電話、来客対応等をお

岩手県下閉伊郡山田町八
幡町３－２０

山田町役場

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン（ワード・エク
セル）操作が出来ること 岩手県下閉伊郡山田町

惣菜部門

1人

スーパーマーケット玉木屋において、惣菜業務に
従事していただきます。
・簡単な惣菜調理
・パック詰め
・商品の品出し及び陳列

岩手県宮古市板屋１－６
－６

株式会社　玉木屋

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

住宅営業

1人

住まいに関するお客様のニーズに応えられるよ
う、情報収集、企画、営業を行っていただきま
す。お客様の家づくり、暮らしづくりを提案する
お仕事です。
・お客様へのフォロー業務

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

岩手県下閉伊郡山田町

現場管理

1人

新築・リフォームの現場管理・監督をメーカー、
協力関係者さんや当社社員、現場作業員と連携し
以下の業務を行っていただきます。
・安全管理
・品質管理

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

岩手県下閉伊郡山田町

◎ 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１１月２９日発



普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～17時00分

207,900円～231,000円

正社員 不問 03030- 4101281

(1) 8時00分～15時00分
160,000円～200,000円 (2)16時00分～ 1時00分

(3)23時00分～ 8時00分

正社員 18歳以上 03020- 2354581
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
358,548円～566,935円

正社員 64歳以下 04010-78185081
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
358,548円～566,935円

正社員 64歳以下 04010-78189581
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
250,000円～350,000円

正社員 64歳以下 04010-78239281

2

工務（ＣＡＤ技術者）［下
閉伊郡山田町］

2人

※　土木（構造物）現場における管理及び工務の
お仕事になります。

＜主な仕事内容＞
・書類作成、検査対応、安全管理、ＣＡＤ、積算

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

岩手県下閉伊郡山田町

土木施工管理（工務）［下
閉伊郡山田町］

3人

工事竣工までの現場管理をお願いします。
土木施工管理ですが工務中心のお仕事になりま
す。
＜主な仕事内容＞
・書類作成、検査対応、安全管理、積算、ＣＡＤ

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

施工管理経験者 岩手県下閉伊郡山田町

土木施工管理［下閉伊郡山
田町］

3人

工事竣工までの現場管理をお願いします。
土木施工管理になります。
＜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
店雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

施工管理経験者
　ご経験が浅い方も可能
です。ご相談ください。

コンビニ店長候補（山田織
笠店）

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

販売経験 岩手県下閉伊郡山田町

ハツリ工

1人

建築・土木現場においてのハツリ作業に従事。
コンクリートを破砕・切断する作業を担当。
経験のない方の応募も可能ですので、ご相談くだ
さい。


岩手県宮古市小国１４－
９２

合同会社　ボンズ
工業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市


