
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～180,000円

正社員 不問 03030- 4139981
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時00分
154,000円～154,000円

正社員以外 不問 03030- 4141881

(1) 8時30分～17時30分
137,600円～146,200円

正社員以外 不問 03030- 4133881
美容師又は 変形（１年単位）

理容師 (1) 9時00分～18時00分
132,000円～300,000円

正社員 不問 03030- 4134281
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～250,000円

正社員 64歳以下 03030- 4138681

(1) 9時00分～17時00分
152,600円～152,600円

有期雇用派遣 不問 03010-29000581
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1)10時00分～19時00分
225,000円～275,000円

正社員 不問 13010-50360782
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1)10時00分～19時00分
250,000円～270,000円

正社員 不問 13010-50363582
建築士（１級）又は 変形（１年単位）

建築士（２級） (1)10時00分～19時00分
普通自動車免許ＡＴ 305,000円～445,000円

正社員 不問 13010-50369482
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1)10時00分～19時00分
270,000円～360,000円

正社員 不問 13010-50372682
普通自動車免許一種

144,000円～144,000円

正社員以外 不問 13070-13699682
普通自動車免許一種

144,000円～144,000円

正社員以外 不問 13070-13702282
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- 4129381
準中型自動車免許 変形（１年単位）

準中型一種（５t限) (1) 8時00分～17時00分
150,000円～180,000円

正社員 40歳以下 03030- 4130581
変形（１ヶ月単位）
(1) 5時30分～14時30分

150,000円～155,000円 (2) 8時30分～17時30分
(3) 9時00分～18時00分

正社員以外 不問 03030- 4125881
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 9時00分～17時45分
191,240円～249,282円

正社員以外 不問 03030- 4128081
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
357,100円～565,100円

正社員 不問 03020- 2392081
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
249,800円～343,600円

正社員 59歳以下 03020- 2393381

1

株式会社　クリエ
イトワークス　釜
石営業所雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木施工管理「建設」

3人

土木施工管理
・現場管理、測量、丁張り、写真管理、出来形管
理等
　主にゼネコン工事の１次、２次下請け工事現場
等の施工

岩手県釜石市大渡町２丁
目６番２３号　ＴＲＹビ
ル２階南Ｂ

株式会社　クリエ
イトワークス　釜
石営業所雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木施工管理補助（未経験
者・見習い）「建設」

2人

建設現場で写真を撮影したり、巻尺で距離を測っ
たり、パソ
コンの入力作業など、現場監督のお手伝いをして
頂きます。
＊現場エリア：岩手県全域

岩手県釜石市大渡町２丁
目６番２３号　ＴＲＹビ
ル２階南Ｂ

ホシザキ東北　株
式会社　宮古営業
所雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

調理員（臨時職員）

1人

いずれかの施設での調理や弁当の調理業務に従事
していただきます。野菜の下処理、配膳、洗浄作
業、清掃作業も行います。恵の里給食センターで
は４施設利用者の朝食、昼食、夕食約３００食分
を調理員４名体制、きずな保育園では約２０食分

岩手県下閉伊郡山田町山
田１－１１－３

社会福祉法人　親
和会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

地域営業（業務用厨房機器
の販売）

1人

・個人ごとに担当するエリアを与えられ、自分の
担当エリアのお客様（飲食店をはじめ、病院・
スーパーなど）に対して快適な厨房づくりのため
の機器提案を行うお仕事です。
お客様のご要望やお困りごとを汲み取り、ペアの

岩手県宮古市近内第１０
地割１４４－１

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
・食事の準備や後片付け、洗濯、清掃、その他雑

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

運搬および水産加工

1人

運搬及び水産加工業務に従事します。
・魚市場から当社工場や田老工場へ鮮魚等を２ｔ
トラックで　運搬します。
・工場内での出荷作業や選別、包装など水産加工
及び鮮魚業　務にも従事していただきます。

岩手県宮古市日立浜町８
番２３号

株式会社アイヴィ
ジット

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

又は 9時00分～21時00分
の間の8時間

岩手県下閉伊郡山田町、他

【急募】国民年金ご案内訪
問スタッフ／岩手

3人

リストを基にご家庭を訪問し、国民年金に関する
納付状況確認・制度のご案内をするお仕事です。
［具体的には］
・国民年金制度のご案内
・国民年金の免除制度・納付猶予制度のご案内

東京都渋谷区代々木２－
２－１　小田急サザンタ
ワービル１５Ｆ

株式会社アイヴィ
ジット

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

又は 9時00分～21時00分
の間の8時間

岩手県宮古市、他

【急募】国民年金ご案内訪
問スタッフ／岩手

3人

リストを基にご家庭を訪問し、国民年金に関する
納付状況確認・制度のご案内をするお仕事です。
［具体的には］
・国民年金制度のご案内
・国民年金の免除制度・納付猶予制度のご案内

東京都渋谷区代々木２－
２－１　小田急サザンタ
ワービル１５Ｆ

東京都千代田区九段南２
－３－１
青葉第１ビル２階

アエラホーム株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

〈急募〉宮古営業所／設計
監理者

2人

自社受注住宅の設計監理（営業とお客様を訪問し
住宅のプランニング、設計のまとめ、積算チェッ
ク、施工現場の法的チェック等）を行います。
全てマニュアルが完備されていますので、未経験
者の方もご安心ください。

東京都千代田区九段南２
－３－１
青葉第１ビル２階

アエラホーム株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

パソコン（ワード・エク
セル・メール）操作でき

る方

パソコン（ワード・エク
セル・メール）操作でき

る方

＜急募＞宮古営業所／施工
監理者（現場監督）

3人

木造在来住宅の施工管理業務。
安全・品質・工程の管理業務、お施主様の対応も
行います。当社が開発した進捗システムに基づ
き、写真やツールを使用して現場管理を行って頂
きます。

〈急募〉宮古営業所／支店
事務（ハウスコーディネー

2人

主業務はハウスアドバイザーのサポート業務
（プラン、見積作成、商談記録作成、融資立合
等）

施工管理サポート業務

東京都千代田区九段南２
－３－１
青葉第１ビル２階

アエラホーム株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

〈急募〉宮古店／ハウスア
ドバイザー（営業）

2人

モデルハウスにお越しいただいたお客様に対する
営業業務
です。
高品質、超省コスト、圧倒的な商品力を誇るアエ
ラホーム

東京都千代田区九段南２
－３－１
青葉第１ビル２階

アエラホーム株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

パソコン（ワード・エク
セル・メール）操作でき

る方

パソコン（ワード・エク
セル・メール）操作でき

る方

一般事務【宮古市】

1人

派遣先事業所での一般事務
・電話の取次ぎ、事故内容のデータ入力、保険金
書類のチェ
　ック、電話対応、書類整理、ファイリング、徒
歩での銀行　への外出（入金）等。

岩手県盛岡市盛岡駅前通
１５－２０　東日本不動
産盛岡駅前ビル　６Ｆ

アデコ　株式会社
盛岡支社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

配管工／経験者「建設」

1人

上下水道、ガス配管、設備配管などの業務に従事
していただきます。
・冷暖房などの空調設備等
・公共事業にともなう施設・学校など
・主な現場は宮古市内

岩手県宮古市宮町三丁目
１０－６１

株式会社　第一水
道設備

雇用期間の定めなし

配管工経験 岩手県宮古市

なんらかの事務経験が
あり、パソコン入力が
でき、エクセル・ワー
ドの既存資料の修正・

追加できる方。

美容師・理容師アシスタン
ト

1人

店内での美容師または理容師業務全般を担当。
・お客様の応対、注文に応じてシャンプー、カッ
ト
・パーマ、カラーリング、セット等
・機材や用具の準備、片付け、洗浄、店内の清掃

岩手県宮古市末広町８－
１１

理容・美容・クリ
エイティブヘアー
ＬＩＴＴＬＥ・Ｇ
ＡＲＤＥＮ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

貼り担当者

1人

主にスキューバダイビングに使用するスーツや、
関連商品を取り扱っています。
・ダイビングスーツの製造
・貼り工程（接着剤でゴム製品を貼り合わせる作
業）を担当

岩手県宮古市蟇目８－１
１９－２

日本潜水機株式会
社スーツ事業部

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

サケふ化場　一般業務

1人

サケふ化場での一連の業務全般を担当していただ
きます。
・サケ親魚の捕獲、採卵作業
・サケ種卵飼育管理
・サケ稚魚飼育管理

岩手県宮古市光岸地４番
４０号

宮古漁業協同組合

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

水産物加工

1人

鮭ほか鮮魚の加工品製造作業に従事していただき
ます。　　
・魚の洗い、捌き　　
・製品の箱詰め、氷入れ等の作業　　
・配達（主に山田町内）　　

岩手県下閉伊郡山田町船
越１１－７－１４

有限会社　長根水
産

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

     （11月30日時点の内容です）

　　１１月２７日　から　１１月３０日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は　１２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１２月６日発行  



普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～17時00分

357,100円～565,100円

正社員 不問 03020- 2394681
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
160,080円～173,080円

正社員 18歳～59歳 03080- 4336181

2

建築施工管理「建設」

2人

民間発注のマンション、商業施設、病院等の構造
物（ＲＣ
造）現場管理業務です。
施主との打合せ、安全管理、施工図作成（修正）
業務、設計、施工業務を行って頂きます。

岩手県釜石市大渡町２丁
目６番２３号　ＴＲＹビ
ル２階南Ｂ

株式会社　クリエ
イトワークス　釜
石営業所雇用期間の定めなし

実務経験３年以上 岩手県宮古市、他

鶏舎管理（山田町）

1人

鶏の飼育及び鶏舎管理

・生産農場で鶏の飼育、飼料の給餌や見回り等、
清掃業務等
　を担当していただきます。

岩手県大船渡市盛町字二
本枠５

株式会社　アマタ
ケ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町


