
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

150,000円～300,000円

正社員 64歳以下 03010- 8405891
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- 8406291
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- 8408191
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
220,000円～400,000円

正社員 64歳以下 03010- 8409091
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- 8410991
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～18時00分
200,000円～300,000円

正社員 59歳以下 03010- 8359791
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～18時00分
200,000円～250,000円

正社員 不問 03010- 8363391
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 9時30分～18時00分
156,750円～156,750円

正社員以外 不問 03010- 8397691
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
170,400円～213,000円

正社員 59歳以下 03030- 1232491
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時00分
145,000円～145,000円

正社員 30歳以下 03030- 1234891
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1) 8時00分～17時00分
150,000円～150,000円

正社員 59歳以下 03030- 1237191

(1) 9時00分～18時00分
160,000円～160,000円 (2) 9時00分～13時00分

正社員 64歳以下 03030- 1231991
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時30分
141,000円～161,000円

正社員以外 不問 04010-22414391
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

151,200円～216,000円

正社員 18歳～64歳 03030- 1219291
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分
140,000円～140,000円

正社員 不問 03030- 1220091
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
216,000円～280,800円

正社員 不問 03030- 1221391
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
194,400円～194,400円

正社員 不問 03030- 1222691
普通自動車免許一種

土木施工管理技士２級 (1) 8時30分～17時15分
又は 272,445円～272,445円

土木業務の経験

正社員以外 不問 03030- 1223991

1

     （3月29日時点の内容です）

　　３月２６日　から　３月２９日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　４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

一般事務（宮古営業所）

1人

＜宮古営業所開設により事務員を募集いたしま
す。＞
・主な仕事内容は、電話対応、来客対応、パソコ
ンを使用し　ての工事原価入力、備品や資材の発
注、伝票の照合、工事　資材の保管、その他付随

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

パソコン操作（ワード、エ
クセル）

岩手県宮古市

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

工事管理・監督「建設」

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

営業

1人

＊建設資材や工事の営業になります。
（既存のお客様への営業および新規のお客様への
営業）
取り扱っている一流メーカーの商品をお客様に販
売したり、道路工事、エクステリア工事などの営

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

パソコン操作（ワード、エ
クセル）

岩手県宮古市、他

区画線工（施工管理者及び
作業員）「建設」

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

コンサルティング営業（損
保・生保）（釜石支社）

2人

損害保険および生命保険のコンサルティング営業
を担当して
いただきます。
（主な担当業務）
　・損害保険・生命保険のご案内

岩手県盛岡市上堂３丁目
２－１５　工藤ビル１・
２階

株式会社　東海日
動パートナーズ東
北　岩手支店雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

保険契約の保全（釜石支
社）

2人

保健契約の満期更新のタイミングで、ご契約内容
の確認を行
う業務です。お客様の意向やリスク実態にマッチ
した保険内
容となっているかご確認いただきます。

岩手県盛岡市上堂３丁目
２－１５　工藤ビル１・
２階

株式会社　東海日
動パートナーズ東
北　岩手支店雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

受付・事務（磯鶏店）

1人

磯鶏店における受付・事務として、下記業務を
行っていただきます。
・受付、接客
・顧客対応
・簡単な経理事務（ＰＣ操作あり）

岩手県盛岡市東仙北２丁
目１４－２０

ネッツトヨタ盛岡
株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン操作（入力程度） 岩手県宮古市

塗装工（見習い可）／宮古

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

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

総合職

1人

漁業協同組合の各事業に従事します。
・購買事業（漁業資材の販売、給油所での給油作
業等）３名　従事
・販売事業（海産物の集荷作業、精算等）６名従
事

岩手県下閉伊郡山田町中
央町１１番１４号

三陸やまだ漁業協
同組合

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

一般事務

1人

魚菜市場施設管理に関する事務業務
・販売促進に関わる業務、イベント等の準備、企
画、運営
・売り出し広告校正
・パソコンを使用しての文書作成

岩手県宮古市五月町１－
１

協同組合　宮古市
魚菜市場

雇用期間の定めなし
　

パソコン操作（ワード、エ
クセル）

岩手県宮古市

歯科受付

1人

院内において受付業務に従事します。
・患者さんの受付・予約（電話での予約を含む）
・会計業務
・カルテの管理全般
・院内の清掃　など

岩手県下閉伊郡山田町長
崎４丁目１４－２

木澤歯科医院

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

（請）運転手［宮古市］

1人

自家用自動車の運転及び管理のお仕事です
日常点検
運転業務
給油、清掃
運行日報作成

宮城県仙台市青葉区一番町
２－８－１０　あいおい
ニッセイ同和損保仙台一番
町ビル３階

日本道路興運　株
式会社　仙台支店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

警備員

10人

警備業務に従事します。
・主に宮古市、山田町の道路、建設、水道、電気
工事等の工　事現場での交通誘導
・イベント会場等での警備、駐車場警備、誘導業
務

岩手県宮古市磯鶏沖１０
番３号

株式会社　ＳＳＰ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

一般事務

1人

・運転日報、点検表、給油伝票整理とデータ入力
・会計、給与、ネットバンキングなど（専用ソフ
ト使用）
・運行指示書、ドライバー教育記録の作成
・点呼簿の記録と点呼

岩手県宮古市八木沢第６
地割６０番地２

株式会社　古舘運
輸

雇用期間の定めなし

パソコンの基本操作 岩手県宮古市

大工「建設」

1人

一般住宅の建築および内装、外装などの大工仕事
に従事していただきます。
・現場は宮古～山田がほとんどです。

＊大工経験のある方を求めております。

岩手県宮古市松山７－１
３－４

株式会社　鈴喜建
設

雇用期間の定めなし

大工経験者 岩手県宮古市

一般住宅の現場管理及び工
務「建設」

1人

一般住宅の現場管理業務を担当していただきま
す。
・住宅・現場の写真撮影、撮った写真のファイリ
ング等
・簡単なパソコン操作ができれば尚可

岩手県宮古市松山７－１
３－４

株式会社　鈴喜建
設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

技能補助（道路パトロール
員）

1人

県が管理する道路（国道、県道、使用地歩道）の
道路パトロール業務全般に従事し、主に下記の業
務を行います。
・道路監視業務及び軽維持作業
・車両の運転

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字松橋２４－３

沿岸広域振興局
土木部　岩泉土木
センター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。 

◎ すでに、募集を締め切っている場合もありますので、ご注意ください。 

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す。 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。 

◎ すでに、募集を締め切っている場合もありますので、ご注意ください。 

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す。 フルタイム 

平成３１年４月４日発行  



準中型自動車免許一種 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

150,000円～180,000円

正社員 30歳以下 03030- 1224491
変形（１ヶ月単位）
(1)11時00分～20時00分

230,000円～230,000円 (2)13時00分～22時00分

正社員 不問 03030- 1225791
普通自動車免許一種

車両系整地掘削用運転 (1) 8時00分～17時00分
移動式クレーン運転士 151,200円～216,000円

正社員以外 64歳以下 03030- 1228591
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
237,600円～280,800円

正社員 不問 34050- 7519291
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時45分～17時20分
140,000円～160,000円

正社員 64歳以下 03030- 1209791
大型自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時00分
181,900円～181,900円

正社員以外 不問 03030- 1210591
大型自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時00分
137,000円～142,500円

正社員 不問 03030- 1211191
大型自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時00分
203,300円～203,300円

正社員以外 不問 03030- 1213391
自動車整備士（２級） 変形（１年単位）
自動車整備士（３級） (1) 8時30分～17時00分
普通自動車免許一種 155,000円～170,000円

正社員 不問 03030- 1214691
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

186,400円～302,900円

正社員 不問 03030- 1215991
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
133,000円～200,000円

正社員 不問 03030- 1217791

2

事務兼配達／仕出しいっぷ
く

1人

仕出しいっぷくにて一般事務、経理事務や配送業
務に従事
【事務】
・パソコンを使用しての伝票作成、集金など
【配送】

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－１３４－１

株式会社　いっぷ
く

雇用期間の定めなし

事務・配送経験者 岩手県下閉伊郡山田町

現場作業員

2人

・復興道路の建設工事、道路清掃
・一般住宅の基礎工事、外壁工事

＊大規模な現場での作業となり、次々と完成する
道路工事に

岩手県宮古市西町３丁目
２－２８

旭総業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

自動車整備

1人

自動車の整備全般に従事していただきます。
・車検整備、点検整備、自動車分解整備などの作
業
・車両の引き取りや納車、洗車
・その他付随する業務

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根第６地割９９－９

有限会社　山田自
動車整備工場

雇用期間の定めなし

自動車整備経験 岩手県下閉伊郡山田町

大型運転手（長距離）

1人

大型トラック（１０ｔ車）の長距離運転手に従事
していただきます。
・主に関東方面（東京都・埼玉県・神奈川県・千
葉県）や県　内外への運転作業
・一般貸切業務

岩手県宮古市実田一丁目
４番３７号

ＳＢＳフレイト
サービス　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

大型運転手（長距離）／正
社員

1人

大型トラック（１０ｔ車）の長距離運転手に従事
していただきます。
・主に、関東方面（東京都・神奈川県・千葉県）
や県内外へ　の運転作業
・一般貸切業務

岩手県宮古市実田一丁目
４番３７号

ＳＢＳフレイト
サービス　株式会
社　宮古営業所雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

生コン運転手

1人

生コンクリート車の運転となります。
・主にプラント（生コンクリート製造工場）から
現場間の運　搬
・範囲は宮古地区、山田地区
未経験の方も指導しますので、安心して応募下さ

岩手県宮古市実田一丁目
４番３７号

ＳＢＳフレイト
サービス　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

受付事務

1人

当社において受付事務に従事します。
・来店のお客様対応（お茶出し）、電話対応
・ＰＣ操作で売上管理表への入力、見積書や請求
書の作成
・締切日前後、銀行用務や集金（社用車を使用）

岩手県宮古市藤原一丁目
２－３２

有限会社　福士
モータース

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木作業員

2人

土木





広島県福山市春日町５丁
目１９番３号

有限会社　南神建
設工業

雇用期間の定めなし

土木作業経験者 岩手県下閉伊郡山田町

土木作業員兼重機オペレー
ター

3人

土木作業・重機オペレーターを担当していただき
ます。
・河川作業
・ブロック積み
・有資格により、ダンプ（４ｔ車）・各種重機運

岩手県宮古市山口３丁目
９－４２

ＳＨＯ　合同会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

土木作業、重機オペ経験者 岩手県宮古市

調理人

1人

宿泊兼日帰り温泉施設「うみねこ温泉湯らっく
す」において調理業務に従事します。
・日帰り入浴及び宿泊するお客様に対しての食
事・飲食の提　供
・食材の準備

岩手県下閉伊郡山田町川
向町１０－５

天翔水産株式会社
うみねこ温泉　湯
らっくす雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

運搬（準中型）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　おがよ
し

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市


