
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

140,000円～155,000円

正社員 40歳以下 03010-26341981
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～18時30分

140,000円～150,000円

正社員 不問 03030- 3813081
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時00分

148,000円～148,000円

正社員 59歳以下 03030- 3814381
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 不問 03030- 3815681
普通自動車免許ＡＴ

介護福祉士又は (1) 8時30分～17時30分
介護職員初任者研修 165,000円～200,000円

正社員 64歳以下 03030- 3818481
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 7時00分～16時00分
134,940円～204,140円 (2) 8時30分～17時30分

(3)16時00分～ 9時00分

正社員 63歳以下 03030- 3820081
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 7時00分～16時00分
128,428円～148,320円 (2) 8時30分～17時30分

(3)16時00分～ 9時00分

正社員以外 不問 03030- 3821381
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

193,600円～268,750円

正社員以外 不問 04080- 4177781
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

193,600円～268,750円

正社員 不問 04080- 4162081
変形（１ヶ月単位）
(1)14時00分～22時00分

170,000円～181,000円

正社員 59歳以下 03010-26285381
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時15分
198,000円～500,000円

正社員 33歳以下 03010-26201081
自動車整備士（３級） 交替制あり

172,000円～242,000円

正社員 59歳以下 03010-26215781
看護師又は
准看護師 (1) 8時30分～17時15分

普通自動車免許ＡＴ 166,872円～270,504円

正社員以外 不問 03030- 3804181

(1) 8時30分～17時15分
125,657円～145,551円

正社員以外 不問 03030- 3806381
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時00分
160,000円～160,000円

正社員 64歳以下 03030- 3808981
電気工事士（第２種）
高所作業車運転技能者 (1) 7時00分～16時30分
普通自動車免許一種 432,000円～648,000円

正社員 64歳以下 03030- 3810881
変形（１ヶ月単位）
(1) 6時30分～15時30分

130,100円～154,000円 (2) 8時00分～17時00分
(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030- 3799281
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時00分
151,280円～244,000円

正社員 不問 03030- 3801781

1

配管工・土木作業員（正社
員）「建設」

1人

各現場において、配管作業および土木作業に従事
していただきます。下水道工事、給排水工事、関
連器具の取り付け、水回りの修理などの業務で
す。現場は主に宮古市内となります。


岩手県宮古市宮町四丁目
６－３

サカミ水道

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理員／紫桐苑

1人

当法人が運営する特別養護老人ホームやデイサー
ビスセンターにおいて、調理業務に従事していた
だきます。朝夕９０食程度、昼１１０食程度の調
理となります。調理は４～５名体制で行います。

岩手県宮古市茂市１－１
１５－１

社会福祉法人新里
紫桐会　特別養護
老人ホーム紫桐苑雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

電気工事士

1人

トンネル工事中の坑内及び坑外にて、電線及び通
信線延伸、照明取付、分電盤取付他電気トラブル
等に対応していただきます。現場は昼夜作業して
いる為、夜勤のトラブル解決に出勤する場合あ
り。

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

電気工事経験者 岩手県宮古市、他

事務員

1人

事務全般。建設関係の提出書類作成、給与・収支
等の帳簿への記帳。役場等への書類提出、銀行用
務。パソコンを使用しての入札・書類作成、その
他、電話・来客応対等を行っていただきます。


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

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

一般事務／教育委員会事務
局

1人

教育委員会事務局にて、文書管理、学校管理等に
係る事務補助をおこなっていただきます。業務で
は、パソコン（ワード・エクセル）を使用し、文
書作成・印刷・フォームの入力を行います。


岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字松橋２１－１

岩泉町教育委員会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン操作（ワード・
エクセルを使って文書作
成・印刷・フォームへの
入力ができること） 岩手県下閉伊郡岩泉町

看護師／新里診療所（期限
付臨時職員）「看護」

1人

宮古市国保新里診療所（茂市）での勤務となりま
す。医科での受診看護などを行っていただきま
す。その他、指示された業務に従事していただく
場合があります。（特記事項欄参照。）

岩手県宮古市宮町一丁目
１－３０

宮古市役所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

自動車整備士（宮古店）

2人

オートバックス宮古店において以下の業務を担当
していただきます。
・自動車の車検整備、点検等、タイヤ交換などの
一般作業、　ほか店長が指示する業務


岩手県盛岡市みたけ３丁
目３１－３８

北映商事　株式会
社（オートバック
ス）雇用期間の定めなし

自動車整備経験者
又は 9時30分～19時20分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

営業員（宮古出張所）

1人

当社取扱商品のルート販売営業（社用車による）
・現場打合せ
・商品取付のための実測
・見積書作成
・商品手配、納品管理

岩手県盛岡市向中野２－
２－２０【郵送先指定あ
り】

三和シャッター工
業株式会社　東日
本事業本部東北
盛岡統括営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

学習塾講師（正社員）（宮
古市）

1人

学習塾での小中学生への指導。
新規入会希望者への対応、各種イベントの企画、
運営、掲示物の作成、月謝管理などを行っていた
だきます。
その他学習塾運営に関する業務の補助業務。

岩手県盛岡市本宮３－３
４－８

株式会社　ＭＤＳ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般土木作業員

2人

○現場内にて土木作業全般の業務に従事して頂き
ます。
　

　現場：宮古市・山田町・大船渡市

宮城県気仙沼市本郷１６
－１

株式会社　煌輝

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

一般土木作業員

1人

○現場内にて土木作業全般の業務に従事して頂き
ます。
　

　現場：宮古市・山田町・大船渡市

宮城県気仙沼市本郷１６
－１

株式会社　煌輝

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市、他

介護職員／（土日祝休日）
「介護」

1人

グループホーム入所者の介護業務全般を行いま
す。入所者９名の身の回りの世話、食事、入浴、
排泄、リハビリ等の介助や見守りなどを行いま
す。また、食事の準備や後片付け、洗濯、清掃、
その他雑務等行います。未経験者でも歓迎しま

岩手県宮古市中里団地４
－１１

グループホーム愛
宕の丘（有限会社
川崎タクシー）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員／正社員「介護」

1人

グループホーム入所者の介護業務全般を行いま
す。入所者９名の身の回りの世話、食事、入浴、
排泄、リハビリ等の介助や見守りなどを行いま
す。また、食事の準備や後片付け、洗濯、清掃、
その他雑務等行います。

岩手県宮古市中里団地４
－１１

グループホーム愛
宕の丘（有限会社
川崎タクシー）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

デイサービス介護職員「介
護」

1人

デイサービスの介護業務を行います。デイサービ
スの利用者おおよそ３０名の介護業務（入浴、食
事、排泄介助等の身体介護）、レクリエーション
の実施、ワンボックス車での送迎業務、簡単なパ
ソコン入力、その他清掃業務があります。

岩手県宮古市山口５丁目
８番２号

株式会社　かがや
きライフ

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

大型ダンプの運転業務に従事していただきます。
砕石・土砂等の運搬となり、車両の点検・洗車
等、その他付帯する業務をお願いします。主に宮
古市内の公共工事を行っています。


岩手県宮古市長沢第９地
割２８８番地

株式会社　金丸組

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

食品加工

1人

主に、加工食品（おつまみ、茎わかめ、きくらげ
等の珍味）の開発・製造及び商品管理を行ってい
ただきます。この他に機械オペレーターの業務も
あります。操作方法については入社後指導しま
す。また、手作業及びフォークリフト使用によ

岩手県宮古市津軽石第１
３地割３１６番地１

フードパック　株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

歯科助手

1人

歯科外来患者様の診療補助業務に従事していただ
きます。患者様の案内、診療器具の準備、使用後
の消毒、院内の清掃等を行っていただきます。経
験の有無は問いませんが、パソコン操作ができれ
ば尚可です。

岩手県宮古市田老三王１
丁目１番３－２号

山本歯科医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

一般事務（宮古営業所）

1人

・電話応対
・伝票整理
・パソコン操作（ワード・エクセル）による見積
書等作成
・小口現金管理

岩手県盛岡市東見前９－
７２

株式会社　セント
ラルオートガラス

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

     （10月29日時点の内容です）

　　１０月２３日　から　１０月２９日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は　１１月８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１１月１日発行  



普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）
介護福祉士又は (1) 8時30分～17時30分

介護職員初任者研修 135,200円～154,880円 (2)11時00分～20時00分
(3)16時00分～10時00分

正社員 64歳以下 03030- 3802881
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時20分
133,000円～140,000円

正社員 不問 03030- 3803281
土木施工管理技士１級 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

400,000円～460,000円

正社員 68歳以下 04020- 8820281
変形（１年単位）
(1) 8時00分～16時50分

130,873円～134,652円 (2)17時00分～ 1時50分

正社員 59歳以下 03030- 3794981
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～345,000円

正社員 64歳以下 03030- 3796481
看護師又は
准看護師 (1) 8時00分～17時00分

普通自動車免許ＡＴ 179,600円～179,600円

正社員以外 不問 03030- 3789881
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
184,000円～253,000円

正社員 59歳以下 03030- 3790181
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- 3793681
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分
170,000円～220,000円

正社員 40歳以下 03020- 2169681
土木施工管理技士１級 変形（１年単位）
又は技術士（建設） (1) 8時00分～17時00分

300,000円～450,000円

正社員 不問 03060- 6563581
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

204,300円～272,400円

正社員 不問 03060- 6564481
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～18時00分
197,000円～211,500円

正社員 59歳以下 35020-13285981

2

介護職員／山田「介護」

2人

グループホームでの介護業務を行っていただきま
す。主な仕事内容は、利用者の方の日常生活支
援、レクリエーション、介護（食事、入浴、排せ
つ介助等）となります。


岩手県宮古市向町２番３
４号

有限会社　介護施
設　あお空

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

配送係

1人

配送と社内工程を兼務していただきます。配送車
（キャラバン・バネット）で近隣の取引先工場へ
納品・引取りおよび内職者（個人宅）へ引取り・
配送、社内工程、その他付随する業務を行いま
す。

岩手県下閉伊郡岩泉町袰
野字赤鹿１２１－２

有限会社　岩泉ゴ
ム工業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

現場管理

3人

◎一般土木工事の現場管理をおこなっていただき
ます。

＊工事内容は、下水道工事、道路整備や防潮堤工
事等です。

宮城県石巻市南光町２丁
目１－５９

光輪株式会社

雇用期間の定めなし

土木経験者 岩手県宮古市、他

金具接着剤塗布の補助（岩
泉）

1人

岩泉工場において、工業製品に使用される金具
に、接着剤を塗布する工程の補助作業になりま
す。他１名の作業員がおります。その他金具の整
列、在庫確認等の仕事になります。


岩手県下閉伊郡山田町大
沢４－２０－１４０

ツインスターテク
ノロジー株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

電気設備現場作業員、現場
管理

1人

電気設備工事設計施工。一般住宅、ビル、工場、
官庁工事の電気設備工事全般（電気配線、照明器
具設置取付、冷暖房器具設置取付など）となりま
す。１現場２～３名で作業しています。※未経験
者でも電気工事業に興味がある方は大歓迎いたし

岩手県下閉伊郡山田町織
笠１１－１－４１

有限会社　沼崎電
気

雇用期間の定めなし

建設現場経験者 岩手県下閉伊郡山田町、他

看護師「看護」

1人

体調不良の児童を保育所の専用スペースにおい
て、看護業務をしながら一時的に保育を行ってい
ただきます。体調不良の児童がいない場合は、通
常保育の補助を行っていただきます。

岩手県下閉伊郡山田町織
笠１１－３０

社会福祉法人　三
心会　織笠保育園

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

鉄筋工「建設」

1人

鉄筋の加工および組立業務に従事していただきま
す。鉄筋加工場にて鉄筋を切断し、曲げ加工した
ものを建築現場や土木工事現場にて組み立ておよ
び取付作業を行っていただきます。現場間の移動
は社用車を使用します。

岩手県宮古市松山５－１
７－１

有限会社　因幡鉄
筋工業所

雇用期間の定めなし

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

福祉用具専門相談員「介
護」（宮古市）

1人

※介護保険制度に係るサービス事業
　・福祉用具の貸与（レンタル）用品の納品、回
収、集金、
　　点検業務および介護用品の販売（入浴用品、
ポータブル

釜石市中妻町１－１８－
１７

有限会社　ツカサ
介護サービス

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

簡単なパソコン操作可能
な方（文字・数字入力程

度）

土木技術者（盛岡市・岩泉
町）（砂防・治山）

2人

＊土木工事現場、主に砂防・治山工事の施工管理
全般
　安全管理・品質管理・工程管理・出来形管理・
原価管理・　積算


岩手県胆沢郡金ケ崎町西
根矢来１９番地

株式会社　板宮建
設

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

土木業務（地元建設会
社、ゼネコン、役所Ｏ

Ｂ）

大型ダンプ・ミキサー車
（金ヶ崎町・岩泉町）「建

2人

建設現場において、
　大型ダンプ、ミキサー車（生コン）を運転する
仕事です。

※各種資格の取得についても、会社負担で積極的

岩手県胆沢郡金ケ崎町西
根矢来１９番地

株式会社　板宮建
設

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

フラワーコーディネーター
（フラワー愛　宮古）

1人

○典礼会館で使用する供花、法要花の作成、祭壇
の装飾、管理、配送等
初めは皆、知識ゼロからスタートしたスタッフば
かりなので生花やお花の知識がなくても働きやす
い環境です！

山口県下関市王喜本町６
丁目４番５０号

株式会社　トレー
ダー愛

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市


