
普通自動車免許ＡＴ
(1) 6時00分～15時00分

140,800円～160,600円 (2) 6時30分～15時30分
(3) 7時00分～16時00分

正社員以外 不問 03030- 1581591
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 6時30分～15時30分
159,800円～206,800円 (2) 8時00分～17時00分

(3)10時30分～19時30分

正社員 64歳以下 03030- 1584391
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
準中型自動車免許 (1) 7時30分～16時30分

220,712円～220,712円

正社員 45歳以下 03030- 1588791
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 6時30分～15時30分
148,050円～206,800円 (2) 8時00分～17時00分

(3)10時30分～19時30分

正社員 64歳以下 03030- 1589891
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 7時00分～16時00分
148,050円～206,800円 (2) 8時00分～17時00分

(3)11時00分～20時00分

正社員 64歳以下 03030- 1590191
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
236,240円～440,640円

正社員 59歳以下 04010-28374691
土木施工管理技士１級 変形（１年単位）

又は (1) 8時00分～17時00分
土木施工管理技士２級 400,000円～460,000円

正社員 68歳以下 04020- 3610291
車両系基礎工事用運転 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

車両系解体用運転 260,400円～347,200円

正社員 68歳以下 04020- 3611591
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

217,000円～325,500円

正社員 68歳以下 04020- 3612191
交替制あり

131,781円～165,571円

正社員以外 不問 07030- 3146791

(1) 8時00分～17時00分
129,600円～324,000円 (2)21時00分～ 5時00分

正社員 18歳以上 03030- 1577691
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分
140,800円～160,600円

正社員以外 不問 03030- 1578991

(1) 8時00分～17時00分
131,674円～131,674円

正社員 不問 03030- 1579491
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

144,000円～180,000円

正社員 64歳以下 03030- 1564891
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時20分～17時20分

132,000円～132,000円 (2)16時30分～ 0時30分
(3) 0時30分～ 9時30分

正社員 59歳以下 03030- 1566591
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- 1540391
変形（１ヶ月単位）
(1) 6時30分～14時30分

119,955円～119,955円 (2)10時30分～18時30分

正社員以外 不問 03010-10586691
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
236,240円～440,640円

正社員 59歳以下 04010-27827291

1

現場監督補助（土木分野）
［岩手県］

1人

土木工事における管理業務（現場監督）を行って
頂きます。
・工事における写真の撮影及び管理業務
・作業員への作業内容の伝達及び確認　
・現場での安全確認業務

宮城県仙台市青葉区本町
２丁目１０－３３　第２
日本オフィスビル７階

株式会社　オンサ
イト

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

駅構内そば店従業員（宮古
駅）

1人

宮古駅構内「宮古そば店」において、以下の業務
を行っていただきます。
・そば店での簡単な調理、販売業務及び商品管
理、店舗清掃　等
・その他関連する業務、および指示された業務

岩手県盛岡市盛岡駅前北
通５番３３号

株式会社　ＪＲ東
日本リテールネッ
ト　盛岡支店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

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

看護助手　　　　「看護」

1人

・患者さん及び施設利用者の方々の食事援助
・シーツ交換、洗濯介助等の身の回りの世話
・処置の手伝い作業、患者移送、レクリエーショ
ン
・患者の見守り等の業務

岩手県宮古市山口五丁目
３番２０号

社団医療法人　新
和会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員（大通）

1人

鮮魚類、加工品の店頭販売業務を行っていただき
ます。
・商品の説明、レジ業務
・袋詰め、品出し、陳列など
・接客業務をメインとした店内業務を担当

岩手県宮古市大通三丁目
６－４５

株式会社　佐々由

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員

1人

本社店舗において、パン、ケーキ、和菓子類の販
売業務を行っていただきます。
・接客、レジ操作、包装、陳列等
・他２～３名販売員がおります
・配達業務は予定しておりません

岩手県宮古市保久田２－
２０

有限会社　西野屋

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務員

1人

特別養護老人ホームにおいて事務業務に従事しま
す。
・郵便物の受付
・パソコンを使用しての文書作成
・金融機関・行政機関に関する手続き

岩手県宮古市田老字養呂
地６番地２

社会福祉法人　田
老和心会

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）が出来る方

岩手県宮古市

作業員

2人

建設業および建設に係わる業務全般
・事業所へ集合し乗合で現場へ
・高所作業あり
・就業場所は県内中心
・就業場所が遠い際は現場宿舎より

岩手県宮古市長根４丁目
１１－３

翔建

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売（パティズ　宮古店）

3人

＜業務内容＞（個人的ノルマは無し）
＊雑貨の販売　＊商品の仕入れ　＊商品ディスプ
レイ
＊商品管理　　＊レジ打ち　　　＊ラッピング
＊店内レイアウトなど店舗運営に係る業務全般

福島県会津若松市イン
ター西３１番地

株式会社パティズ

雇用期間の定めなし

又は 8時30分～21時00分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

土木作業員

3人

◎一般土木工事作業全般をおこないます。

＊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

岩手県宮古市、他

重機オペレーター

2人

◎一般土木工事における重機オペレーター業務を
担当して
　いただきます。

＊バックホウ、ブルドーザー等による作業をおこ

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

重機オペレーター経験者 岩手県宮古市、他

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

現場監督補助（建築分野）
［岩手県］

1人

建築工事における管理業務（現場監督）を行って
頂きます。
・工事における写真の撮影及び管理業務
・作業員への作業内容の伝達及び確認　
・現場での安全確認業務

宮城県仙台市青葉区本町
２丁目１０－３３　第２
日本オフィスビル７階

株式会社　オンサ
イト

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

ガソリンスタンド販売員
（山田ＳＳ）

1人

山田町大沢のガソリンスタンド店に勤務となりま
す。
・車両への給油業務、応対サービス、窓ふき、洗
車
・簡単な自動車整備、タイヤ交換、配達などの諸

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－１４２－１２

株式会社　サカモ
ト

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

ガソリンスタンド販売員
（船越ＳＳ）

1人

山田町船越のガソリンスタンド店に勤務となりま
す。
・車両への給油業務、応対サービス、窓ふき、洗
車
・簡単な自動車整備、タイヤ交換、配達などの諸

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－１４２－１２

株式会社　サカモ
ト

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

宅配ドライバー

1人

生協の個人宅配配送（いわて生活協同組合様）
・セットされた食材を生協組合員様宅にお届けの
仕事
・宮古市内で１日６０～７０件の配送
・車両は１．５ｔ　ＡＴ車の小さなトラック

岩手県宮古市田鎖第８地
割１２－１いわて生活協
同組合宮古センター

株式会社　三協運
輸サービス　宮古
センター雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員（幹部候補）／船越
ＳＳ

1人

ガソリンスタンドにおいて下記の業務に従事しま
す。
・給油業務、接客、窓拭き、洗車
・簡単な自動車整備、タイヤ交換等
・幹部候補として社員人材管理、コスト管理、店

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－１４２－１２

株式会社　サカモ
ト

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

事業所名
求人番号

介護職員（特別養護老人
ホーム）「介護」

1人

特別養護老人ホームおよび、短期入所生活介護事
業所の利用者への介護業務全般を行います。
・利用者への食事、入浴、排泄などの介護。
・レクリエーション活動等やその他雑務等を行い
ます。

岩手県宮古市田老字養呂
地６番地２

社会福祉法人　田
老和心会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

     （4月22日時点の内容です）

　　４月１５日　から　４月２２日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　５月９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。 

◎ 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２５日発行  



変形（１年単位）
(1) 8時00分～16時50分

130,873円～135,682円 (2)17時00分～ 1時50分

正社員 18歳～59歳 03030- 1555791
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分
144,000円～144,000円

正社員 不問 03030- 1557291
交替制あり
(1) 7時00分～16時00分

154,300円～154,300円 (2) 8時00分～17時00分
(3)12時00分～21時00分

正社員 59歳以下 03030- 1559191
大型自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
200,400円～308,400円

正社員 不問 09110- 1301191
看護師又は 変形（１ヶ月単位）
准看護師 (1) 8時00分～17時00分

217,280円～217,280円 (2) 8時30分～17時30分
(3) 9時00分～18時00分

正社員 59歳以下 03030- 1549291
交替制あり
(1) 8時30分～17時30分

130,560円～195,840円 (2)19時10分～ 4時10分

正社員以外 18歳～59歳 03030- 1551391
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1) 8時30分～17時30分
133,056円～155,520円 (2)11時00分～20時00分

(3) 6時30分～15時30分

正社員以外 不問 03030- 1552691
大型自動車免許一種

(1) 7時00分～16時00分
255,600円～340,800円 (2) 8時00分～17時00分

正社員 不問 04010-27025891

2

ダンプカー運転手

2人

◎建設現場でのダンプカー運転業務
主に震災の復旧工事を中心とした砕石、砂、骨材
等の運搬

＊現場：主に沿岸、気仙沼地区、相馬市、南相馬

宮城県仙台市若林区沖野
２丁目６－４３－２０５

株式会社　ＪＭＰ
ソリューションズ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

介護員／さくらつつみ「介
護」

1人

小規模多機能センター（通所・訪問）サービスに
おいて、介護業務全般に従事していただきます。
・利用者の食事介助、入浴介助、排泄介助
・レクレーション活動の企画・運営などの業務


岩手県宮古市長根４－１
３－１

株式会社　介護施
設えくぼ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

自動機及び成形オペレー
ター

1人

主に下記業務を行っていただきます。
・自動機へのワーク供給及び完成品のトレイ収
納、ユニット　を分解しメンテナンスを行う
・ＰＣでの生産履歴・現品票の作成、測定データ
入力

岩手県下閉伊郡山田町石
峠３－１７－４

和田工業株式会社
東北工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

看護職員「看護」

1人

入所者の看護業務となります。
・当ホームに入所している高齢者（１００名）の
バイタル　　チェック、服薬・健康管理、医療処
置、通院同行など
・その他付帯する業務

岩手県下閉伊郡山田町山
田１６－９－１０

社会福祉法人　正
受会　特別養護老
人ホーム平安荘雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

運転手

3人

港湾工事に関する、大型ダンプでの運搬作業で
す。
プラントからアスファルト合材を積み、道路新設
工事現場まで運搬します。また、残土・砕石等も
運搬します。

栃木県日光市清滝３－７
－１６

株式会社　明和

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員「介護」

2人

特養老人福祉施設における介護サービスを行いま
す。
・入所者１１０名、短期入所１０名、全室個室ユ
ニットケア
・１ユニット１０名、夜勤は２ユニット２０名の

岩手県宮古市西ヶ丘四丁
目５３－８

社会福祉法人　恵
心会　特別養護老
人ホーム　慈苑雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

医療材料の管理及び院内搬
送

1人

請負先病院内で下記の業務に従事します。
・病棟・外来等で使用される医療材料（ガーゼ、
包帯、点滴　セット、注射器など、主にディスポ
製品）の準備
・各病棟や外来への供給搬送（台車等を使用）

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
１地割１１番地２６　岩
手県立宮古病院地下１階

株式会社　エフエ
スユニマネジメン
ト宮古事業所雇用期間の定めなし

簡単なエクセル操作 岩手県宮古市

プレスオペレーター（山
田）

1人

当社において、ゴムパッキンの製造業務に従事し
ていただきます。
・製造機械に材料（ゴム）を流し込んでプレス
・製品になって出てきたものを取り込む作業
・その他関連する作業

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

岩手県下閉伊郡山田町


