
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 239,318円～392,727円
普通自動車免許ＡＴ

無期雇用派遣 64歳以下 02020- 9297591
普通自動車免許ＡＴ

(1)10時00分～21時00分
133,000円～250,000円

正社員 40歳以下 03030- 2215491
大型自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～16時30分
129,340円～129,340円

正社員 59歳以下 03030- 2213691
保育士

(1) 8時30分～17時15分
158,508円～174,828円

正社員以外 不問 03030- 2214991
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
138,000円～218,500円

正社員 64歳以上 03100- 1640291
土木施工管理技士１級 変形（１年単位）
土木施工管理技士２級 (1) 8時00分～17時00分

180,000円～300,000円

正社員 64歳以上 03100- 1641591
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 13010-75746591
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時15分
270,000円～450,000円

正社員 64歳以下 13010-75890891
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～150,000円

正社員 30歳以下 03010-14670491
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時30分～18時00分
169,000円～205,000円

正社員 59歳以下 03010-14545091

185,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030- 2185391
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
200,000円～250,000円

正社員 40歳以下 03030- 2186691
普通自動車免許一種
パソコン検定又は (1) 8時15分～17時15分

ワード検定３級又は 126,000円～126,000円
福祉資格者

正社員以外 不問 03030- 2187991
普通自動車免許一種

その他社会福祉専門職 (1) 8時15分～17時15分
社会福祉士 154,200円～154,200円

正社員以外 不問 03030- 2188491

139,784円～143,240円 (1) 7時30分～16時30分

正社員以外 不問 03030- 2190591

(1) 8時30分～17時30分
130,560円～130,560円 (2) 8時30分～17時00分

正社員以外 不問 03030- 2195991
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
134,000円～138,000円

正社員 59歳以下 03030- 2196491
変形（１ヶ月単位）

146,200円～151,360円

正社員以外 18歳以上 03030- 2202191

1

ハンバーガー類の製造・販
売

3人

【販売】・お客様の注文の承りとお会計
　　　　・注文品を取り揃えてお渡し
　　　　・客席、トレイの清掃
　　　　・ハンバーガーの販売、接客
　　　　・ピーク時に備えるための仕込み、準備

岩手県宮古市宮町１－１
－３８

ヒロフーズ株式会
社　マクドナルド
１０６宮古店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は 6時00分～ 2時00分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

ガソリンスタンド販売員
（磯鶏）

1人

磯鶏バイパス給油所での勤務。
・お客様のガソリン、軽油、灯油給油業務
・車の窓ふき、洗車
・簡単な車の整備、タイヤ交換
・市内の灯油・軽油配達（注文・定期配達）

岩手県宮古市実田一丁目
５－１９

有限会社ミヤコ石
油

雇用期間の定めなし

又は 7時00分～20時00分の
間の8時間

岩手県宮古市

事務補助

1人

配電課において、事務補助全般を行っていただき
ます。
・パソコンを使用し入力、集計、印刷
・各種書類ファイリング、電話、来客対応等


岩手県宮古市上鼻二丁目
１番１２号

株式会社　ユア
テック宮古営業所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

パソコン基本操作 岩手県宮古市

惣菜部門

1人

スーパーマーケット玉木屋において、惣菜業務に
従事していただきます。
・惣菜調理、商品製作、発注業務
・パック詰め
・商品の品出し及び陳列

岩手県宮古市板屋１－６
－６

株式会社　玉木屋

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

変形（１週間単位非定型
的）

相談支援員

1人

「生活困難者自立支援事業」における業務
・生活や就労に関する相談対応、報告等（パソコ
ン操作あり）
・訪問支援業務
・関係機関との情報提供等も慣れてくれば行う事

岩手県宮古市小山田２丁
目９番２０号

社会福祉法人　宮
古市社会福祉協議
会雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

事務員

1人

・パソコン（ワード・エクセル）を使ってのデー
タ入力や書　類作成、請求事務等の業務
・窓口来客対応や電話対応、郵便物を出すなど付
随する業務
・外出時には施設車両を使用

岩手県宮古市小山田２丁
目９番２０号

社会福祉法人　宮
古市社会福祉協議
会雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

ルート営業

1人

中国産石材販売のルート営業を行っていただきま
す。
・ルートエリアは主に岩手、秋田、青森県の石材
店等
・状況によっては宿泊を伴う場合もあり

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
７地割１０－８

いずみ産業株式会
社東北宮古営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

牧場運営・新製品開発・企
画・製造

1人

牧場では乳牛をはじめヤギ・羊・ロバを飼育して
おり、県内外からお客様も沢山来られます。
○可愛く、オシャレな牧場にする為の遊び場作り
○チーズ、お菓子などの製造
○動物たちの世話

岩手県宮古市田老字小堀
内１９－１５

しあわせ乳業　株
式会社

雇用期間の定めなし

又は 5時00分～17時00分の
間の8時間

岩手県宮古市

営業（宮古店）

1人

当社宮古店において下記の業務を行っていただき
ます。
・自動車（新車・中古車）の販売
・自動車保険の募集
・その他、付随する業務および指示された業務

岩手県盛岡市津志田町１
丁目１－２０

盛岡日産モーター
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業配達及びフロント（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

発注者支援業務（補助）／
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（復興工
事）のうち、発注者支援業務を補助します。
将来、発注者支援業務の技術者として自立して頂
くための採用です。
土木施工管理の資格を取得し、ＡｕｔｏＣＡＤの

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

発注者支援業務／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（復興
工事）のうち、発注者支援業務（施工・設計・測
量・積算・文書作成）に従事します。
・ＡｕｔｏＣＡＤ、ＣＡＤヴィーナスで図面修正
できる方、優遇します。

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

現場監督　　　　　　「建
設」

2人

◆土木工事現場にて、施工管理全般の仕事を担当
していただきます。

【主な仕事内容】
＊土木工事現場にて施工管理・工程管理・安全管

岩手県久慈市山形町荷軽
部第３地割１８

有限会社　谷地林
業　土木部門

雇用期間の定めなし

経験年数３年以上 岩手県下閉伊郡岩泉町、他

土木軽作業員　　　　「建
設」

5人

◆土木工事現場にて、施工管理全般の仕事を担当
していただきます。

【主な仕事内容】
＊土木工事現場にて施工管理・工程管理・安全管

岩手県久慈市山形町荷軽
部第３地割１８

有限会社　谷地林
業　土木部門

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

保育士／こども課（期限付
臨時職員）「保育」

10人

宮古市内保育所（公立保育所、へき地保育所）１
２か所のいずれかにおいて、保育業務を行ってい
ただきます。
・園児の日中活動の保育や記録など
・園内清掃や備品消毒など

岩手県宮古市宮町一丁目
１－３０

宮古市役所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

トラック運転手

1人

大型トラックの運転（運行範囲：宮古市内～東北
各地）
・ベニヤ板・製材等の建築資材や肥料等の荷物の
積卸作業やトラックの整備点検


岩手県宮古市刈屋１４－
２０－１９

大信運送株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理スタッフ（見習い可）
／浜処いっぷく

1人

和食を中心に定食・丼物・そば等のメニューがあ
ります。
・仕込み、調理、盛り付け
・皿洗い、清掃等


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

岩手県下閉伊郡山田町

事業所名
求人番号

土木施工管理技術者【岩手
県】

3人

・土木施工管理業務
　主にゼネコン工事案件の各種土木工事、施工管
理業務。
　工程、品質、安全、原価管理などの施工管理業
務全般を行います。

青森県八戸市大字尻内町
字高田１９－４

株式会社　北栄技
興

雇用期間の定めなし

建設会社において土木施工
管理業務の経験

岩手県宮古市、他

     （6月14日時点の内容です）

　　６月１０日　から　６月１４日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　６月２７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 

令和元年６月２０日発行  



普通自動車免許一種 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時20分

133,000円～140,000円

正社員 不問 03030- 2178691
建築施工管理技士 変形（１年単位）
土木施工管理技士 (1) 8時00分～16時30分

車両系基礎工事用運転 153,680円～226,000円
玉掛け等
いずれか

正社員 不問 03030- 2180891
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1)13時30分～22時00分
131,625円～143,438円

正社員以外 不問 03030- 2183191

(1) 9時00分～17時00分
180,000円～220,000円

正社員以外 不問 04010-39344791
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

土木施工管理技士１級 (1) 8時00分～17時00分
土木施工管理技士２級 300,000円～350,000円

どちらか

正社員以外 不問 04010-39519091
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
236,240円～433,300円

正社員 59歳以下 04010-39588991
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
315,800円～558,140円

正社員 59歳以下 04010-39609691
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時15分
201,000円～270,000円

正社員 59歳以下 03010-15030391
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

重機オペレーターの資 (1) 5時00分～13時00分
250,000円～400,000円

正社員 59歳以下 04010-40601191
交替制あり
(1) 7時00分～16時00分

185,000円～270,700円 (2)12時00分～21時00分
(3)15時00分～ 0時00分

正社員 35歳以下 13040-78986491

2

土木・建設作業員「建設」

1人

土木工事、建設工事作業全般を行っていただきま
す。
・一般住宅や公共工事がメイン
・有資格者は重機オペレーター、現場管理業務等
も担当＊経験や資格のない方の応募も可能。ご相

岩手県下閉伊郡山田町大
沢第７地割２０１番地１

サカエ興業　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町、他

配送・二次加硫係

1人

配送と社内工程を兼務していただきます。
・配送車（キャラバン・バネット）で近隣の取引
先工場へ納品
・引取りおよび内職者（個人宅）へ引取り
・高温槽での加硫工程の準備

岩手県下閉伊郡岩泉町小
本字内の沢２―２

有限会社　岩泉ゴ
ム工業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

飲食サービス係

1人

龍泉洞温泉ホテルにおいて、主に下記の業務に従
事します。
・宴会・朝食・夕食のテーブルクロス掛け等の会
場準備
・給仕飲食、配膳等

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）

又は 9時00分～22時00分の
間の7時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

一般事務［下閉伊郡岩泉
町］

1人

・公的機関への申請書類作成
・伝票整理（生コン、資材、マニフェスト、検査
資料）
・車両ダンプ、伝票チェック（距離、運転手、台
数等）

宮城県仙台市青葉区本町
２丁目１０番３３号　第
二日本オフィスビル８階

株式会社　勝己興
業　東北支店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

土木施工管理（現場監督）
［下閉伊郡岩泉町］

3人

・現場管理（安全管理、工程管理、品質管理、写
真管理、管理業務全般）
・図面チェック、修正業務（ＣＡＤできれば尚
可）
・協力業者の管理、及び工事書類や資料作成等

宮城県仙台市青葉区本町
２丁目１０番３３号　第
二日本オフィスビル８階

株式会社　勝己興
業　東北支店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

施工管理補助（電気設備
課）［岩手県］

1人

未経験の方でも歓迎致します。建設現場での現場
監督の補佐（電気設備）に従事して頂きます。
・デジカメ等を使用した写真の管理・整理
・ＰＣを操作（Ｅｘｃｅｌ・Ｗｏｒｄ）し、書類
の作成

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

現場監督（空調・衛生設
備）［岩手県］

1人

マンション・オフィスビル・商業施設・病院・工
場　等
様々な現場での空調・衛生設備施工管理を行って
いただく仕事です。


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

施工管理経験 岩手県宮古市、他

営業（ルート営業・資料作
成／宮古営業所）

1人

宮古営業所において、下記の業務を行っていただ
きます。
・岩手県内の官公庁や設計事務所、大手ゼネコン
等へ積水樹脂株式会社製品のＰＲ営業を担当して
いただきます。

岩手県滝沢市木賊川４０
９－３

協積産業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土砂再生プラントの新設に
伴う生産管理職［下閉伊郡

2人

土砂再生事業のプラント立ち上げから稼働後の生
産管理業務をお任せします。

・生産計画の作成・予算管理
・生産指示の作成

宮城県仙台市青葉区本町
１丁目１３－２２　仙台
松村ビル７Ｆ

フコク資材　株式
会社

雇用期間の定めなし

又は13時00分～21時00分の
間の7時間

岩手県下閉伊郡岩泉町

・在庫・入出庫管理,人員
管理などの管理業務経験

・業界問わず生産管理業務
経験がある方

接客・販売／店舗責任者／
マリンコープ宮古店

1人

店長候補としてモスバーガーの店舗運営をお任せ
します。
レジ操作・商品製造など一から丁寧に教えるので
未経験の方でも安心です。
・車通勤可・社宅貸与制度・食事補助制度・自己

東京都品川区大崎２－１
－１　ＴｈｉｎｋＰａｒ
ｋ　Ｔｏｗｅｒ３階

株式会社　モスス
トアカンパニー
（モスバーガー）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市


