
建築施工管理技士２級 変形（１年単位）
土木施工管理技士２級 (1) 8時00分～16時30分
車両系基礎工事用運転 153,680円～226,000円

いずれか

正社員 不問 03030- 4468281
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時00分

141,200円～141,200円 (2) 5時30分～13時45分
(3)10時00分～18時30分

正社員以外 不問 03030- 4471981
介護職員初任者研修
普通自動車免許ＡＴ (1) 8時30分～17時30分

140,000円～200,000円

正社員 64歳以下 03030- 4472581
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～18時00分
180,000円～250,000円

正社員 59歳以下 03030- 4474781
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- 3365381
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
198,000円～352,000円

正社員 64歳以下 04010-85701181
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
車両系整地掘削用運転 (1) 8時00分～17時00分
小型移動式クレーン 242,000円～352,000円

正社員 64歳以下 04010-85704681
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時45分～17時15分
175,000円～395,000円

正社員 59歳以下 03010-30760581
介護福祉士 変形（１ヶ月単位）

介護職員初任者研修
180,370円～180,370円

正社員 不問 03010-30773181
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～18時00分
150,300円～204,000円 (2)10時15分～19時00分

正社員 35歳以下 03010-30803281
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
210,000円～252,000円

正社員 不問 03030- 4466781
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時15分
182,000円～436,000円

正社員以外 不問 14010-70303681
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時15分
182,000円～436,000円

正社員以外 不問 14010-70314481

(1) 9時30分～19時00分
160,000円～550,000円 (2)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03010-30667881
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 9時00分～17時30分
135,300円～135,300円

正社員以外 不問 03010-30686081
土木施工管理技士２級 変形（１年単位）

又は (1) 8時00分～17時00分
建設機械施工技士２級 200,000円～300,000円
普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 03030- 4452181
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
170,400円～191,700円

正社員 59歳以下 03030- 4453081
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
162,000円～180,000円

正社員 35歳以下 03030- 4454381

1

     （12月21日時点の内容です）

 １２月１８日　から　１２月２１日　までに受理した求人です。＜次回発行日は　１月１０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

土木・建設作業員「建設」

1人

土木工事、建設工事作業全般を行っていただきま
す。
・一般住宅や公共工事がメイン
・有資格者は重機オペレーター、現場管理業務等
も担当

岩手県下閉伊郡山田町石
峠第２地割３９番地

サカエ興業　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町、他

調理員（３交替）

1人

当施設利用者の給食調理業務となります。
・給食（朝、昼、夕食）１回約１１０食分の調理
・食器洗浄
・清掃　等
・立ち仕事となり、食材運搬等体力を要します。

岩手県宮古市崎山第５地
割９４番地

社会福祉法人　若
竹会　わかたけ学
園雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県宮古市

介護員（通所）「介護」

1人

通所リハビリテーション（デイケア）の介護業務
に従事していただきます。
・おおよそ２０名の利用者を介護
・食事、入浴、排せつ、健康管理、自立支援、レ
クリエー　　ション、送迎（宮古市内）

岩手県宮古市実田２丁目
５－１０

医療法人　おかだ
外科内科クリニッ
ク雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業（宮古）≪急募≫／不
動産部

1人

不動産部の営業の仕事に従事していただきます。
・アパート、貸家のオーナー様から、賃貸物件の
情報収集
・土地、建物の所有者様から、売り物件（売地、
売家）の

岩手県宮古市西町１丁目
７番３６号

有限会社　東北ペ
イント

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

土木現場作業員・重機運転
手［宮古市／釜石市／岩泉

5人

道路の新設、住宅造成、改良や災害復旧工事の現
場でのバッ
クホー等重機作業・その他、土木工事に付随した
作業に従事
していただきます。

宮城県仙台市若林区六丁
の目中町１８－１５　斎
喜六丁の目ビル２１２

株式会社　ナス
キー

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

重機運転手［宮古市／釜石
市／岩泉町］

5人

道路の新設、住宅造成、改良や災害復旧工事の現
場でのバッ
クホー等重機作業・その他、土木工事に付随した
作業に従事
していただきます。

宮城県仙台市若林区六丁
の目中町１８－１５　斎
喜六丁の目ビル２１２

株式会社　ナス
キー

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

営業（宮古支店）

1人

住宅営業
　お客様との折衝（書類作成や銀行との打ち合わ
せ等）
　飛び込み営業はなく、依頼者及び展示場来所者
へのアプロ　ーチが主となります。

岩手県盛岡市北飯岡１丁
目１－８２

パルコホーム
（株式会社　日盛
ハウジング）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

訪問介護員（八木沢）「介
護」

1人

ニチイケアセンター八木沢においての訪問介護業
務
・生活援助（調理、洗濯、掃除等）
・身体介護（入浴介助、排泄介助、食事介助等）
・帳票作成

岩手県盛岡市盛岡駅西通
２－９－１　マリオスビ
ル　１２Ｆ

株式会社　ニチイ
学館　盛岡支店

雇用期間の定めなし

訪問介護業務（１年以
上）

又は 7時30分～20時30分
の間の8時間程度

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

建築大工「建設」

1人

一般住宅や公共工事における建築現場における大
工作業
・会社に集合してから社用車にて現場に向かます
・主な現場は、宮古市内


岩手県宮古市田鎖９－２
３－１

福沢建設

雇用期間の定めなし

大工経験者（経験３年以
上） 岩手県宮古市

神奈川県任期付職員（被災
地派遣）一般事務（用地・

9人

東日本大震災の被災地の自治体に派遣され、
復旧・復興業務を行う。

・用地取得に係る交渉、登記、補償業務等
・詳細は募集案内参照

横浜市中区日本大通１ 神奈川県総務局組
織人材部人事課

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

行政機関において、
「仕事の内容」に関す
る業務の実務経験を３

年以上有すること
神奈川県任期付職員（被災
地派遣）総合土木

48人

東日本大震災の被災地の自治体に派遣され、
復旧・復興業務を行う。

・道路、下水道、橋梁、河川、港湾、漁港、公園
等の整備

横浜市中区日本大通１ 神奈川県総務局組
織人材部人事課

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

行政機関や民間企業等
において、「仕事の内
容」に関する業務の実
務経験を３年以上有す

ること
販売職（釜石市・宮古市）

2人

携帯電話ショップ内にて大手携帯電話会社のス
マートフォンやインターネット光通信サービスの
商品説明、販売などを行います。
お客様に合ったプランやサービス、スマートフォ
ンのご案内を行っていただきます。

岩手県盛岡市紺屋町６－
３１－１Ｆ－３６

グラウド株式会社
盛岡営業所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

接客事務（宮古店）

1人

岩手ダイハツ販売株式会社店舗においての下記業
務
・ショールームでの接客応対
・接客業務全般
・書類整理

岩手県紫波郡矢巾町大字
広宮沢第７地割３３４番
地

岩手ダイハツ販売
株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン操作できる方
（ワード・エクセル） 岩手県宮古市

土木技術者「建設」

1人

・公共工事の施工管理業務、監督指導業務、作業
工程の管理
　監督、発注者との打ち合わせ
・人員、資材、機械の手配、工事関係書類の作成
など

岩手県宮古市長町１丁目
４番１号

三好建設株式会社

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード・
エクセル）のできる方

岩手県宮古市、他

土木作業員「建設」

3人

・公共工事の土木工事、舗装工事、道路維持作業


＊現場への移動は社用車にて乗合となります。
＊免許のある方は、ダンプ・建設機械等運転の作

岩手県宮古市長町１丁目
４番１号

三好建設株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

鋳物製造員

1人

鋳物製造にかかる作業全般
・鋳型作り、鋳仕上げ
・製品検査、溶接等の作業工程
・２０キロ程度の運搬作業


岩手県宮古市長町二丁目
８－２２

株式会社　小西鋳
造

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１２月２７日発



普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時30分

191,700円～255,600円

正社員 59歳以下 03030- 4455681

(1) 8時30分～17時15分
124,644円～129,744円

正社員以外 不問 03030- 4458481
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

133,728円～142,800円 (2)20時30分～ 5時30分

正社員以外 18歳以上 03030- 4459781
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

133,728円～142,800円

正社員以外 不問 03030- 4460081
普通自動車免許一種

(1) 9時00分～18時00分
150,000円～250,000円

正社員 不問 03030- 4445081
変形（１ヶ月単位）

142,760円～151,360円

正社員以外 18歳以上 03030- 4448981

2

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

月未満）
又は 6時00分～ 2時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

営業スタッフ

1人

自動車に関わる営業全般に従事していただきま
す。
・全メーカーの新車、中古車販売
・車検、点検の誘客
・損害保険の販売

岩手県宮古市板屋２丁目
１－１

ライトニング

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

精密部品の検査

2人

拡大鏡や顕微鏡を使用し、製品検査を主に行う仕
事です。
・携帯電話やデジタルカメラなどに用いられる、
精密電子部　品を扱います。
・小さな部品類を扱うので、業務に対応できる視

岩手県宮古市田鎖９地割
５５番地１

株式会社　エム・
アイ・テイー　東
北工場雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

精密機械加工

2人

フライス盤、平面研磨機、ＮＣプロファイルグラ
インダー、ワイヤー放電加工機などを使用し精密
金型部品等を製作するお仕事となります。
・資格など必要なく未経験者でもＯＪＴ・ＯＦＦ
ＪＴの教育　訓練にてスキルアップ可能です。

岩手県宮古市田鎖９地割
５５番地１

株式会社　エム・
アイ・テイー　東
北工場雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

保育補助／千徳保育所
（期限付臨時職員）「保

1人

・千徳保育所入所において児童保育補助業務（定
員６０名）
・保育士の補助
・園内の清掃や片付け、備品消毒
・行事の準備業務

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

塗装工（見習い可）／宮古
≪急募≫

2人

一般住宅や集合住宅の塗装工事をおこないます。
・コンプレッサー（エアスプレー）やエアレスス
プレーを使　用して屋根や外壁を塗る作業です。
現場等へは、原則として社用車を使用し、乗合い
で移動します。

岩手県宮古市西町１丁目
７番３６号

有限会社　東北ペ
イント

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市


