
準中型自動車免許 変形（１年単位）
準中型一種（５トン限 (1) 8時00分～17時00分

150,000円～180,000円

正社員 30歳以下 03030- 1899191
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分

138,600円～170,000円

正社員 不問 03030- 1901891
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分

180,000円～210,000円

正社員以外 不問 03030- 1902291
変形（１年単位）
(1) 7時00分～16時00分

138,000円～148,350円 (2)13時00分～22時00分

正社員以外 64歳以下 03030- 1891391
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時15分～17時15分

133,000円～182,000円 (2) 7時00分～16時00分
(3)10時00分～19時00分

正社員 59歳以下 03030- 1892691
大型自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分

216,000円～216,000円

正社員以外 不問 03030- 1893991
準中型自動車免許

(1) 8時00分～17時00分

180,000円～180,000円

正社員 不問 03030- 1894491
動物取扱責任者 変形（１年単位）

(1) 7時00分～16時00分

138,000円～148,350円 (2) 8時00分～17時00分
(3) 9時00分～18時00分

正社員以外 64歳以下 03030- 1890091

(1) 9時00分～18時00分

145,152円～145,152円

正社員以外 不問 03030- 1885991
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時00分

131,625円～143,438円

正社員以外 不問 03030- 1886491
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 6時30分～15時00分

150,000円～200,000円 (2)13時30分～22時00分
(3)15時00分～23時30分

正社員 18歳～59歳 03030- 1887791

148,590円～148,590円

正社員以外 64歳以下 03030- 1888891
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～17時00分

180,000円～400,000円

正社員 59歳以下 03010-13215791
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

184,000円～414,000円

正社員 59歳以下 03010-13221991
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- 1040091
土木施工管理技士１級

技術士 (1) 8時30分～17時30分
ＰＣＣＭ 350,000円～500,000円
いずれか

普通自動車免許ＡＴ
正社員以外 不問 04010-34148891

交替制あり
(1) 8時00分～16時45分

129,120円～136,920円 (2) 8時15分～17時00分
(3) 8時30分～17時15分

正社員 不問 03010-12956591

(1) 8時30分～17時15分

129,120円～136,920円 (2) 7時30分～16時15分

正社員 不問 03010-12957191

1

医療事務（宮古市）

1人

請負先の医療機関にて以下の医事業務全般を行い
ます。
【受付業務】
　◇患者様と最初に出会う〈医療機関の顔〉です
◇

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

岩手県宮古市

医療事務（宮古市）

1人

請負先の医療機関にて以下の医事業務全般を行い
ます。
【総合受付及びお会計業務】

　◇患者様と最初に出会う〈医療機関の顔〉です

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

岩手県宮古市

土木系設計技術者［下閉伊
郡岩泉町］

1人

・発注者支援業務

・宿泊場所、車両の用意もいたします。

＊雇用期間は令和２年３月３１日迄ですが、仕事

宮城県仙台市青葉区国分
町３丁目８－１４　ＳＡ
ＮＫＹＯ国分町ビル２階

株式会社　三協技
術

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

建築施工管理／正社員「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。
＊６０歳以上の方応募可（会社規定あり。詳細は

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

建設業仮設足場工事の作業
員（宮古営業所）「建設」

5人

＊仮設足場の組立・撤去作業
＊社内での雑務、現場での写真撮り、採寸等

若年者また高齢者や足場作業主任者など無資格者
は高所作業はありません。現場内での資材運搬等

岩手県盛岡市津志田２７
地割３７番地１５号【求
人票送付先指定あり】

有限会社　新鋭

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

建設業仮設足場工事の営業
その他（宮古営業所）

5人

架設足場リースの営業

・主に建設、建築、塗装業等の事業所を訪問して
いただきます。
・社内での雑務、現場での写真撮り、採寸等。

岩手県盛岡市津志田２７
地割３７番地１５号【求
人票送付先指定あり】

有限会社　新鋭

雇用期間の定めなし

（未経験者ＯＫ） 岩手県宮古市

販売員／婦人服

1人

婦人服専用売り場の接客販売を行います。
・商品の陳列、整理
・各売場の在庫管理
・レジ作業
・店内の清掃等の業務等

岩手県宮古市末広町２－
８

有限会社　高幸洋
品店

雇用期間の定めなし

婦人服販売経験
又は 9時00分～18時00分の
間の6時間以上

岩手県宮古市

営業フロント係

1人

・ホテルフロントでのお客様への対応、精算業務
（パソコン使用）
・電話による予約業務
・お客様の送迎（普通自動車）
・法事等の配達

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字府金４８

株式会社　岩泉総
合観光

雇用期間の定めなし

パソコン（ワード・エクセ
ル）基本操作 岩手県下閉伊郡岩泉町

ホールサービス

1人

「カフェ　ポンテ」での業務となります。
・フロアにて、オーダーを取り、お客様へ料理等
配膳、レジ操作、片付けなど
・まれに町内の店舗へ食材仕入に行く場合もあり
ます。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字府金４８

株式会社　岩泉総
合観光

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

レストラン調理補助

1人

道の駅山田にあるレストランでの調理補助業務
・料理の盛り付け
・食器洗浄作業（浄作業には食器洗浄機を使用）
・調理場の片付け等
　スタッフは４名おります。

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－１４１

山田町特産品販売
協同組合

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

動物取扱責任者

1人

施設管理課に配属され、主にドッグラン・ドッグ
ホテルの維持管理・来客対応を行っていただきま
す。また、グリーンピアの施設内外の環境整備も
行っていただくこともあります。

岩手県宮古市田老字向新
田１４８

株式会社　グリー
ンピア三陸みやこ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般廃棄物収集運搬業務

2人

一般廃棄物収集運搬業務を行っていただきます。
・宮古市内の燃えるごみ、燃えないごみ、資源ご
みなどを地区毎の収集場所から、収集運搬車で移
動しながら収集運搬する作業
・収集後は宮古市のごみ処理センターに運搬

岩手県宮古市藤の川１３
番２３号

宮古環境管理株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ダンプ運転手

1人

大型ダンプカーの運転業務に従事していただきま
す。
・使用する車両（ダンプカー）は１０トン車
・災害復興工事にかかる市内の砕石場や市内各現
場から、砕石や土砂の運搬

岩手県宮古市板屋３丁目
２番１５号

大畑建材　大畑栄

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

大型運転経験 岩手県宮古市

介護員「介護」

2人

小規模多機能ホームあすも・グループホームあす
もに勤務
・入浴、排せつ、調理業務、食事等の介護
・その他の日常生活上のお世話


岩手県宮古市田の神２－
４－２８

小規模多機能ホー
ム　あすも　グ
ループホームあす
も

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

レストランサービス

1人

営業課に配属され、レストランサービスとして朝
食・夕食の配膳、後片付けをしていただきます。
繁忙期には、他の業務の応援もしていただきま
す。初めての方にも指導しますのでご応募くださ
い。

岩手県宮古市田老字向新
田１４８

株式会社　グリー
ンピア三陸みやこ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

酒類・食品の営業

1人

＊スーパーマーケット、酒販店に、酒類・飲料の
ルートセールス
＊介護施設に調理済食品の提案営業
＊飲食店、宿泊施設に、畜産品、主食米の提案営
業

岩手県宮古市港町２番２
２号

カメイ株式会社
三陸支店

雇用期間の定めなし
　

パソコン操作（エクセル・
ワード）

岩手県宮古市

設備作業員およびガソリン
スタンドスタッフ　「建

1人

【設備作業員】
・一般住宅の上下水道設備、住宅設備、ガス設備
などの工事全般および保守点検、修繕作業など
・トラックの運転（２ｔ車）
【ガソリンスタンドスタッフ・豊間根ＳＳ】

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根３－３３

有限会社　最上商
店

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

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。鮮魚や冷凍品（１５ｋｇ位）を取

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

     （5月27日時点の内容です）

　　５月２０日　から　５月２７日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　６月６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。 

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３０日発行  



普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時15分

191,400円～224,800円

正社員以外 不問 03010-12777791
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分

162,000円～187,000円

正社員 35歳以下 03010-12835191
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分

134,112円～134,112円

正社員 不問 03030- 1879791
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分

132,000円～142,000円 (2) 9時30分～18時30分
(3)17時00分～ 9時00分

正社員 64歳以下 03030- 1882091
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時25分

140,000円～230,000円 (2)10時00分～18時55分
(3)12時00分～20時55分

正社員 不問 03030- 1883391
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時00分

140,000円～230,000円 (2)12時00分～20時30分

正社員 不問 03030- 1884691
変形（１年単位）
(1) 8時00分～16時30分

136,200円～136,200円 (2)16時30分～ 1時00分
(3)23時30分～ 8時00分

正社員以外 18歳以上 03030- 1875391
変形（１年単位）
(1) 8時00分～18時30分

136,800円～136,800円 (2)21時30分～ 8時00分

正社員以外 18歳以上 03030- 1876691
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

184,000円～460,000円

正社員 69歳以下 04010-33596891
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分

130,000円～200,000円

正社員 64歳以下 03030- 1898591

2

一般事務

1人

主に本社事務所でエクセル・ワード、その他のソ
フトを使って各種資料や書類を作成していただき
ます。
・電話対応や来客対応
・ウェブページなどの作成や更新作業

岩手県宮古市八木沢三丁
目１１－５

株式会社　菊地建
設

雇用期間の定めなし

パソコン（ワード・エクセ
ル）基本操作 岩手県宮古市

【３】期間業務職員（宮
古）

1人

・復興交付金事業等に関する関係機関との調整
・復興交付金事業進捗状況の把握（現地調査・資
料整理）
・復興庁一括計上予算、復興推進調整等事務の補
助

岩手県盛岡市中央通１－
７－２５　朝日生命盛岡
中央通ビル　６階

岩手復興局

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン（ワード、エクセ
ル等）が扱える方 岩手県宮古市

営業（宮古支店）

2人

＊ＬＰガスの販売（検針、集金、配送等）
＊灯油の販売（宮古近隣地域、ＭＴ車による）
＊ガス器具等、付帯設備器具の販売
＊配管設備工事
＊顧客先消費設備機器点検調査等の業務がありま

岩手県盛岡市内丸１４－
４

泉金物産　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務（１）

1人

本社事務所において、建設業に関する事務全般に
従事していただきます。
・パソコンを使用しての請求書などの各種書類作
成。
・事務手続き、その他の雑務、郵便物の授受、電

岩手県宮古市保久田８番
１８号

佐々木産業　株式
会社

雇用期間の定めなし

パソコン（エクセル・ワー
ド）基本操作 岩手県宮古市

介護員または介護補助員
「介護」

1人

「グループホームひなた」において、介護業務全
般に従事していただきます。
・食事・入浴・排泄の支援
・見守り、介助、レクリエーション
・病院受診時の同行等

岩手県宮古市津軽石第１
３地割２０８番地１６０

株式会社　風和璃

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

予約管理スタッフ

1人

宿泊や宴会の受付業務に従事していただきます。
・電話やインターネットでの申込に対応
・ホテルシステムを利用して受付けた予約情報の
管理
・その他付随する業務（一般電話オペレーション

岩手県宮古市日立浜町３
２－４

株式会社　浄土ヶ
浜パークホテル

雇用期間の定めなし

パソコンの基本操作 岩手県宮古市

運行管理スタッフ（正社
員）

1人

当浄土ヶ浜パークホテルの送迎バスの運行業務に
従事
・宿泊・宴会・婚礼のお客様の送迎で、大型バス
や中型バスの運転
・市内や近隣町村が中心となりますが、慣れてか

岩手県宮古市日立浜町３
２－４

株式会社　浄土ヶ
浜パークホテル

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

合板工（交替制あり）

3人

合板の製造、加工業務を行います。
・合板を加工機械に挿入する作業と加工作業
・難しい機械操作は行いません。最初は単材（畳
くらいの薄い板）を乾燥機に装入する作業
・細かな単板をつなげる作業

岩手県宮古市磯鶏２丁目
３－１

ホクヨープライ
ウッド株式会社宮
古工場雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

合板工（交替制あり）／藤
原工場

1人

藤原工場において、合板の製造、加工業務を行い
ます。
・原木（丸太）を機械に挿入し、切断する作業
・切断した板を切削し、薄い単板に加工する作業


岩手県宮古市磯鶏２丁目
３－１

ホクヨープライ
ウッド株式会社宮
古工場雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

型枠大工

5人

◎建築土木の現場で型枠の加工及び組み立てを行
います

＊エリアは宮城県、岩手県等です。
＊マイカー通勤の方は、直行直帰も可能です。

宮城県仙台市青葉区落合
５丁目２５－１０

株式会社　大丸建
設工業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村、他


