
介護福祉士 変形（１ヶ月単位）
(1) 7時30分～16時30分

154,000円～210,000円 (2) 8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

正社員 64歳以下 03030- 1872591
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
150,000円～150,000円

正社員 59歳以下 03030- 1864591
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分
125,664円～125,664円

正社員以外 不問 03030- 1866091
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分

145,000円～145,000円

正社員 64歳以下 03030- 1870891
調理師 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
200,000円～200,000円

正社員 64歳以下 03030- 1871291
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 9時00分～17時30分
145,000円～145,000円

正社員以外 不問 03010-12423391
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時15分
280,000円～450,000円

正社員 64歳以下 13010-62524191
土木施工管理技士１級
土木施工管理技士２級 (1) 8時30分～17時15分
普通自動車免許ＡＴ 300,000円～500,000円

正社員 64歳以下 13010-62525091
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 9時00分～18時00分
164,000円～164,000円

有期雇用派遣 不問 03010-12377691
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時00分
130,000円～150,000円

正社員 64歳以下 03030- 1858391
介護支援専門員

保健師 (1) 8時30分～17時15分
介護福祉士 187,060円～187,060円
いずれか

正社員以外 不問 03030- 1860491
薬剤師 交替制あり

(1) 9時00分～18時00分
321,000円～395,000円 (2)10時00分～19時00分

正社員 59歳以下 01240-10556091
登録販売者 交替制あり

180,000円～260,000円

正社員 59歳以下 01240-10836591
自動車整備士（３級） 変形（１年単位）

(1) 9時30分～18時30分
172,000円～242,000円 (2)10時30分～19時30分

正社員 59歳以下 自動車整備経験者 03010-12193391
変形(１週間単位非定型的)

(1) 9時30分～18時30分
170,000円～230,000円 (2)10時30分～19時30分

正社員 59歳以下 03010-12194691
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時36分～17時00分
132,000円～180,000円

正社員 40歳以下 03010-12275791
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

141,750円～141,750円

正社員以外 不問 03030- 1849091
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

141,750円～144,000円

正社員以外 不問 03030- 1851491
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時30分

160,000円～210,000円

正社員 64歳以下 03030- 1853891
1

ＣＡＤオペレーター

1人

製造部にて、住宅用木材資材加工建築用ＣＡＤ操
作を行います。
・建築図面を２×４工法専用のＣＡＤ（２Ｄ）に
入力操作
・建築会社と打合せ（電話、メール）

岩手県宮古市実田１丁目
５－１３

株式会社　ヤマウ
チ

雇用期間の定めなし

パソコン操作のできる方 岩手県宮古市

     （5月17日時点の内容です）

　　５月１３日　から　５月１７日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　５月３０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

介護福祉士「介護」

1人

入院患者（１病棟４０名位）の介助支援を行いま
す。
・食事、入浴、トイレなどの介助
各病棟には１０～１５名の介護士がおります。リ
ハビリテーション病棟では、他の職種と共働で患

岩手県宮古市保久田８－
３７

特定医療法人　弘
慈会　宮古第一病
院雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

配送業務

1人

配送業務について、下記の内容等を担当していた
だきます。
・病院・医院・調剤薬局への医薬品の納品

＊範囲：宮古市及び周辺

岩手県宮古市宮町三丁目
９－１４

東北アルフレッサ
株式会社　宮古支
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

調理補助兼ホール係

1人

館内のレストランにてお客様の応対や調理補助業
務を行っていただきます。
・接客応対、料理の下・配膳、片付け
・食器洗浄等
・ファーストフード店のお手伝い

岩手県宮古市臨港通１番
２０号

株式会社　宮古地
区産業振興公社
（シートピアなあ
ど）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理師

2人

レストラン厨房でレストランメニュー、弁当、団
体用メニューの調理を行います。
・海鮮定食、丼、麺類等中心調理業務
・食材の仕込み、調理、盛付け
・食材注文、清掃作業

岩手県宮古市臨港通１番
２０号

株式会社　宮古地
区産業振興公社
（シートピアなあ
ど）

雇用期間の定めなし

調理経験のある方 岩手県宮古市

接客事務（宮古店）

1人

岩手ダイハツ販売株式会社「宮古店」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

施工管理技術者（補助）／
岩手県宮古市

1人

将来、役所側に立って、公共工事の施工管理技術
者として自立して頂くための採用です。

・土木施工管理技士の資格を取得し、ＡｕｔｏＣ
ＡＤで図面修正以上の技量を身に付けて頂きま

東京都中央区八重洲１－
６－２　八重洲一丁目ビ
ル８階

ジーエヌティー
株式会社

雇用期間の定めなし

土木工事経験（５年以上） 岩手県宮古市

施工管理技術者／岩手県宮
古市

1人

国土交通省、地方自治体発注の公共工事で、土木
工事での知識、経験を活かして、役所側の計画、
施工業務を補佐します。

将来、役所業務の計画、調査、積算業務を担って

東京都中央区八重洲１－
６－２　八重洲一丁目ビ
ル８階

ジーエヌティー
株式会社

雇用期間の定めなし

土木工事経験（５年以上） 岩手県宮古市

出荷管理業務（宮古市）

1人

派遣先事業所において、下記の業務を行っていた
だきます。
・タテ１ｍ、直径１５ｃｍ程の製品の箱詰め
・手動フォークを用いての運搬
・在庫管理（パソコンへのデータ入力）

岩手県盛岡市向中野３丁
目１８番２０号　２Ｆ
アクエリアスビル

株式会社　エムア
ンドエム　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

一般事務

1人

当社において一般事務に従事していただきます。

・電話応対、来客対応。
・ドライバーの運転日報のファイリング。
・パソコン入力、伝票作成など。

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－５１－６

マルヨ産業運送
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

介護認定調査員／町民課

1人

町民課において、介護認定調査員に従事していた
だきます。
・介護保険のサービス利用希望者を訪問
・聞き取り調査等による介護保険の認定調査業務
・調査内容を整理点検

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字惣畑５９－５

岩泉町役場

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

認定調査員研修を修了して
いる者

岩手県下閉伊郡岩泉町

薬剤師（宮古中央店／調
剤）

1人

調剤薬局において、調剤業務全般に従事していた
だきます。

株式会社　ツルハ
（ツルハドラッ
グ）雇用期間の定めなし

札幌市東区北２４条東２
０丁目１番２１号

岩手県宮古市

登録販売者（宮古市、紫波
町、盛岡市）

1人

　ドラッグストアにおける
＊医薬品・日用品等の接客販売
＊商品管理
などの業務全般に従事していただきます。
＊登録販売者の資格を有する者に限る

札幌市東区北２４条東２
０丁目１番２１号

株式会社　ツルハ
（ツルハドラッ
グ）雇用期間の定めなし

又は 8時30分～23時00分の
間の8時間程度

岩手県宮古市、他

自動車整備士（宮古店）

2人

・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

北映商事　株式会
社（オートバック
ス）雇用期間の定めなし

岩手県盛岡市みたけ３丁
目３１－３８

岩手県宮古市

ピット作業員（宮古店）

2人

・販売された各種商品の取り付け作業、タイヤ交
換、オイル　交換他店長が指示する業務。資格、
経験等は問いませんが自動車関連業界経験者は歓
迎します。

北映商事　株式会
社（オートバック
ス）雇用期間の定めなし

岩手県盛岡市みたけ３丁
目３１－３８

岩手県宮古市

配達及びフロント（注文受
付）＜宮古営業所＞

1人

・整備工場等からの電話による注文の受付
・パソコン（独自ソフト）による自動車修理部品
の検索、発注の手配
・社用車（マニュアル車）による配達（宮古市・
山田町・岩泉町等）

岩手県盛岡市月が丘一丁
目２８番２０号

有限会社　盛岡自
動車部品

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

出荷事務

1人

出荷事務所において、以下の業務に従事していた
だきます
・取引先からの注文受付、伝票作成、売上げ計上
・送り状の作成、出荷手配など

田老町漁業協同組
合（加工場）

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） パソコン（ワード・エ

クセル）操作できる方

岩手県宮古市田老三丁目
２番１号

岩手県宮古市

加工従業員

3人

当組合加工場において、以下の業務に従事してい
ただきます
・塩蔵品、乾燥物の加工および製造作業
・わかめ、昆布の等級別選別作業
・袋詰め、製品出荷

岩手県宮古市田老三丁目
２番１号

田老町漁業協同組
合（加工場）

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

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。 

◎ 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 

令和元年５月２３日発行  



普通自動車免許一種
(1) 9時00分～17時00分

140,000円～140,000円 (2) 9時00分～15時00分

正社員 30歳以下 03030- 1854291
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～17時00分
150,000円～250,000円

正社員 不問 03030- 1855591
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
132,500円～148,000円

正社員 64歳以下 03030- 1857091
管工事施工技士１級

又は (1) 8時30分～17時30分
管工事施工技士２級 265,000円～510,000円

正社員 59歳以下 04010-32450091
薬剤師 交替制あり

(1) 9時00分～16時00分
315,000円～315,000円 (2)10時00分～17時00分

正社員以外 不問 01240-10448191
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
328,261円～526,277円

正社員 不問 03010-12038091
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
328,261円～526,277円

正社員 不問 03010-12041891
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 9時30分～18時00分
159,000円～173,500円

正社員 59歳以下 03010-12113791
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
186,400円～186,400円

正社員 35歳以下 03011-  416691
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
206,100円～297,700円

正社員 不問 03030- 1836791
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

183,200円～274,800円

正社員 不問 03030- 1837891
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

138,000円～230,000円

正社員 61歳以下 03030- 1838291
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

138,000円～200,000円

正社員 61歳以下 03030- 1839591
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

140,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030- 1844791
保育士 交替制あり

(1) 7時20分～16時20分
159,800円～159,800円 (2) 7時45分～16時45分

(3) 8時00分～17時00分

正社員以外 不問 03030- 1845891
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

126,000円～145,000円

正社員 59歳以下 03030- 1848191
普通自動車免許一種

玉掛技能者 (1) 8時00分～17時00分
181,000円～219,000円

正社員以外 不問 03100- 1314991
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
197,490円～227,000円

正社員以外 不問 03100- 1315491
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
181,600円～249,700円

正社員 59歳以下 03100- 1316791
普通自動車免許ＡＴ

土木施工管理技士２級 (1) 8時30分～17時15分
技術士（建設） 180,000円～220,000円

いずれか

正社員以外 不問 04010-32051991

2

道路管理事務［宮古市］

1人

＊道路管理窓口で、道路に関する申請書類の受付
及び審査等
　の補助をする業務です。

＊１年毎契約更新（基準日：５／１）

宮城県仙台市青葉区八幡
１丁目４－１６

みちのくコンサル
タント　株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

運転手

1人

◆１０ｔダンプ運転手業務

　・現場から発生する残土の運搬
　・現場内での土の運搬
　・採石場から、採石・砂などを現場へ運搬

岩手県久慈市山形町川井
９－３２－２

蒲野建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

経験者 岩手県宮古市、他

重機オペレーター
　　　　　　　　「建設」

1人

◆重機オペレーター業務全般

　・土木。建築現場での重機及び車両運転、他
　　バックホー、ミニショベル、タイヤロー
ラー、タイヤショベル、グレーダーなどの建設重

岩手県久慈市山形町川井
９－３２－２

蒲野建設　株式会
社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

経験者 岩手県宮古市、他

土木作業員
　　　　　　　　「建設」

1人

◆ＰＣ橋梁における一般土木作業全般
（高所での作業が主となり、機敏性、体力を要し
ます。）

※遠方が現場の場合、旅館や借り上げアパート等

岩手県九戸郡野田村大字
野田３３－２１

有限会社　新山工
務店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村、他

部品・製品測定（品質管
理）

1人

製造工程における各品質データを採取・集計・報
告する、品質管理の業務
・お客様に対する品質データの定期報告
・部品の測定作業（機械を使用）、測定結果まと
め報告、各　帳票類の管理

岩手県宮古市津軽石第１
６地割９番１

株式会社　中村電
子

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市
パソコン（エクセル・ワー
ド）入力操作ができること

保育士「保育」

1人

当学校法人が運営する「いずみ保育園」におい
て、乳児及び幼児の保育に関する業務全般に従事
していただきます。
・担任の指示のもとでの保育業務
・０歳児から２歳児までの計６０名の保育を行っ

岩手県宮古市上鼻２－６
－６

学校法人　宮古泉
学園

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

生産管理／山田

1人

コネクター用プレス端子加工および金型設計・製
作を主要とした業務を行っております。その内
の、生産管理の担当者を募集します。
・材料発注・購入
・出庫管理・日報の集計・棚卸

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根７－４－１０

株式会社富士工業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町
パソコン操作（エクセル・
ワード定型入力できる方）

コンクリート製品補修作業
員

1人

コンクリート製品の主にＵ字形側溝を製造してい
ます。
・製品製造の過程で発生する製品の欠けなどをコ
ンクリート粉末などの補修剤で補修する作業で
す。

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根４－１２

有限会社　豊興

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

コンクリート製品製造員

1人

主にコンクリート製品のＵ字形側溝を製造してい
ます。
・型枠内に入れる鉄筋組み
・側溝用の型枠組立
・型枠内にコンクリートを流し込み、養生期間終

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根４－１２

有限会社　豊興

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

普通土木作業員
　　　　　　　　「建設」

1人

災害復旧に係る造成工事、道路工事の業務務全般
に従事します。
・手作業による整地
・構造物の設置等の作業
・現場間の移動は社用車を使用

岩手県宮古市黒森町６番
２３号　コーポラス在原
Ｃ号

株式会社　工喜

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

重機オペレーター兼土木作
業員「建設」

1人

災害復旧に係る造成工事や道路工事の重機オペ
レーターに従事します。
・バックホー操作運転
・移動式クレーン操作運転
・重機操作が無い場合は土木作業業務あり

岩手県宮古市黒森町６番
２３号　コーポラス在原
Ｃ号

株式会社　工喜

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

戸建住宅基礎工（見習い）
　　　　　　　　「建設」

3人

個人邸の住宅基礎工事の補助作業

＊入社後は現場の準備・片付けなど、
　型枠大工職人の全体的なサポートをしながら、
　ノウハウを覚えていただきます。　

岩手県岩手郡葛巻町葛巻
第２８地割６３番地２３

株式会社　集和建
工

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

営業販売スタッフ（宮古
店）

1人

「宮古店」において下記業務を行っていただきま
す。
・新車、中古車の販売
・顧客へのアフターフォロー
　（点検、車検修理等の誘致活動）

岩手県盛岡市東仙北２丁
目１３－３５

ネッツトヨタ岩手
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

建築施工管理「建設」

3人

工事竣工まで、現場管理をするお仕事です。
主にゼネコン１次２次下請け工事の土木施工管理
になります。

（お仕事の内容）

岩手県盛岡市本宮３丁目
３－２０【求人票郵送先
指定あり】

株式会社　ナス
キー　盛岡営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

施工管理経験がある方。
ご経験が浅い方もご相談く

ださい。

土木施工管理「建設」

3人

工事竣工まで、現場管理をするお仕事です。
主にゼネコン１次２次下請け工事の土木施工管理
になります。

（お仕事の内容）

岩手県盛岡市本宮３丁目
３－２０【求人票郵送先
指定あり】

株式会社　ナス
キー　盛岡営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

　
施工管理経験がある方。

ご経験が浅い方もご相談く
ださい。

（パ）調剤薬剤師（宮古中
央店）

2人

調剤薬局における

＊調剤業務全般

＊第１類医薬品販売業務

札幌市東区北２４条東２
０丁目１番２１号

株式会社　ツルハ
（ツルハドラッ
グ）雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）
又は 9時00分～17時00分の
間の6時間程度

岩手県宮古市

道路設備技術者（工事監督
支援）［宮古市］

1人

国交省等から民間の建設会社に発注された道路・
河川等の工事において、国交省職員の補助とし
て、現場の適正な施工確認／品質及び安全管理／
提出書類の確認等を行います。


宮城県仙台市青葉区本町
２丁目９－８　日宝本町
ビル２階

株式会社　スタッ
ド　東北支店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

官公庁の発注者支援業務経
験又は、設備工事の施工管

理３年以上の経験

事務

1人

主に品質管理書類作成を行います。
・水産加工の日々の生産管理記録作成（パソコン
使用）管理
・ラベル発行確認業務
・送り状作成、電話、来客対応

岩手県下閉伊郡山田町船
越９－２１５－３

有限会社　マイコ
ンフーズ

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード・エ
クセル）が出来る方

岩手県下閉伊郡山田町

営業

1人

ライフプランニング及びほけんプランニングお客
様に提供します。
＊顧客のライフプランに基づく資産運用
＊各種保険のプランニングを提供
＊各種資料作成（ＰＣ使用エクセル・ワード）

岩手県宮古市太田１－３
－１３

あんしんライフサ
ポート　合同会社

雇用期間の定めなし

パソコン（エクセル）操作
できる方（必須）

岩手県宮古市

自動車整備補助

1人

自動車整備士の補助作業を行います。
・車検に伴う整備補助、鈑金補助、部品取り外し
・タイヤ交換、洗車、引取りや納車業務など
＊担当が指導しますので、車に興味がある方ぜひ
応募下さい

宮古市大通３丁目１－１
３

和山自動車販売株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市


