
(1) 8時30分～17時15分
171,600円～306,900円

正社員以外 不問 03010-17551491
土木施工管理技士１級

又は (1) 8時30分～17時15分
土木施工管理技士２級 236,100円～306,900円

正社員以外 不問 03010-17553891

(1)23時00分～ 8時00分
133,056円～133,056円

正社員以外 18歳以上 03030- 2576191
保育士

(1) 8時15分～17時15分
146,500円～146,500円

正社員以外 不問 03030- 2578391
介護職員初任者研修

(1) 8時15分～17時15分
140,500円～146,500円

正社員以外 不問 03030- 2579691

(1) 8時00分～17時00分
220,000円～220,000円

有期雇用派遣 不問 04010-47527091

(1) 8時30分～17時15分
129,890円～137,740円

無期雇用派遣 不問 03010-17422491

(1) 8時30分～17時15分
129,890円～137,740円

無期雇用派遣 不問 03010-17423791
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～17時00分
130,000円～130,000円

正社員 不問 03030- 2570991
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
242,550円～242,550円

正社員 64歳以下 03030- 2571491
普通自動車免許ＡＴ

(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- 2575591
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 04010-47294091
自動車整備２級ガソ 変形（１年単位）
自動車整備２級ジゼ (1) 8時00分～17時00分

自動車整備士（２級） 140,000円～200,000円
いずれか

普通自動車免許一種
正社員 59歳以下 03010-17310891

(1) 9時00分～17時30分
172,500円～172,500円

有期雇用派遣 不問 03010-17187191
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

131,673円～138,240円

正社員以外 不問 03030- 2559591
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
155,000円～155,000円

正社員 40歳以下 03030- 2560391
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
200,000円～270,000円

正社員 64歳以下 03030- 2561691

150,000円～200,000円

正社員以外 不問 03030- 2564791
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     （7月12日時点の内容です）

　　７月８日　から　７月１２日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　７月２５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

12人

・復旧・復興にかかる補助事業等に関する業務
・許認可の受付対応
・ワード・エクセルを使用した入力業務
・電話応対　
・その他、上記に付随する業務

岩手県盛岡市内丸１０－
１

岩手県人事委員会
事務局

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町、他

総合土木

14人

・公共土木施設等の復旧に係る設計、積算、発
注、工事監督
・その他、上記に関連する業務

＊就業場所は岩手県内の各官庁になります。

岩手県盛岡市内丸１０－
１

岩手県人事委員会
事務局

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡田野畑村、他

コンビニ販売員／２３時～

1人

コンビニエンス業務全般を行っていただきます。
・お客様への対応・レジ業務
・入荷商品の仕分け
・商品の品出し・陳列
・フライヤー調理

岩手県宮古市保久田８－
１６

有限会社　三寿

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

保育士　「保育」

1人

総合福祉センターに勤務となります。　　　　
・未就学児を対象とした通所訓練施設での発達支
援業務
・利用者１０名ほど　　　　　
・その他付随する業務　　　　　

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

介護員／清寿荘デイサービ
スセンター「介護」

1人

デイサービス利用者おおよそ２５名の方々の日常
介護業務
・食事介助や入浴介助、排泄介助、レクリエー
ション補助など　　　　　　　　　　　
・約８名の介護員で行っております

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

（派）施行管理補助・一般
事務［宮古市］

1人

災害水門工事現場内にて
・現場施工管理補助業務
・施工管理書類作成の補助
・出来高検査の補助業務　等

宮城県仙台市青葉区二日
町２－１５　二日町鹿島
ビル４階

株式会社　アク
ト・テクニカルサ
ポート　東北オ
フィス

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

パソコン操作（ワード・エ
クセル）

岩手県宮古市

医療事務（宮古市田老）

1人

派遣先の医療機関にて、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
◇患者様を迎え、保険証の受け渡し、受診経路の

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

※未経験者の方へも丁寧に
指導致します。

岩手県宮古市

医療事務（下閉伊郡田野畑
村）

1人

派遣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
◇患者様を迎え、保険証の受け渡し、受診経路の

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

※未経験者の方へも丁寧に
指導致します。

岩手県下閉伊郡田野畑村

一般事務

1人

当組合にて下記業務を行っていただきます。
・健康保険・労働保険の加入・脱退手続き、保険
料管理、銀行振替請求書作成
・組合関係事務
・書類作成（ＰＣ業務）

岩手県宮古市実田１丁目
３－１１

宮古建設組合

雇用期間の定めなし

基本的ＰＣ操作 岩手県宮古市

土木作業員および重機オペ
レーター「建設」

2人

各工事現場において土木作業に従事します。
・道路工事や解体工事の現場が多く、主に山田町
内・宮古市内の現場となります。
・資格のある方は主に重機を使った作業となりま
すが、現場の状況により人力での現場作業も行い

岩手県下閉伊郡山田町長
崎２－５－１８

有限会社　藤沢組

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

事務補助

1人

宮古営業所所内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
・外出用務あり（社用車を使用します）

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

自動車整備（オートサービ
ス）

2人

（株）ミナカワ　オートサービスにおいて自動車
整備の業務を担当していただきます。
・自動車の修理・整備
　故障車両の修理及び車検点検、オイル交換、タ
イヤ交換等の一般整備

岩手県盛岡市向中野２丁
目１９番３８号【求人票
郵送先指定あり】

株式会社　ミナカ
ワ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

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

受付・事務【宮古市】

1人

派遣先事業所にて受付・事務
ショールームでの接客、お客様のお出迎え・お見
送り（ご用件伺い、取次ぎし、お茶だし含む）、
専用システムへのデータ入力、ＰＯＰ作成、資料
作成、試乗のご案内、電話対応、車検・修理・来

岩手県盛岡市盛岡駅前通
１５－２０　東日本不動
産盛岡駅前ビル　６Ｆ

アデコ　株式会社
盛岡支社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

パソコン入力できる方。 岩手県宮古市

清掃員

1人

請負い先事業所において清掃業務に従事します。
・ロビー、フロアー、階段、廊下など施設内全般
の清掃。
・トイレ清掃
・モップ掛け、掃除機による掃除、ゴミの回収、

岩手県宮古市実田一丁目
６番６号

有限会社　メンテ
ナンス宮古

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

農林業器具等販売・修理

1人

農林業器具等の修理、販売、配達等を行います。
・チェンソー、発電機、農機具、刈払い機等の受
付修理
・チェンソー刃、ヤスリ、オイル、防護服など店
舗販売

岩手県宮古市長町ー丁目
２番１１号

ハスクバーナ宮古

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業（販売）、買付

1人

○営業（販売）
　工場にて製造された鮮魚、冷凍加工商品を中央
市場や商社等に販売する業務
○買付
　三陸各市場（主に田老、宮古魚市場）より買

岩手県宮古市小山田４丁
目７－２０

株式会社　翔洋
宮古冷凍倉庫

雇用期間の定めなし

パソコン操作（エクセル）
が出来る方

岩手県宮古市

販売員

2人

コンビニエンスストアのスタッフ
○レジでのお会計・接客
○商品の品出し・陳列・検品・補充
○揚げ物等の簡単な調理・販売
○店舗内外の清掃・ゴミの片付け

岩手県宮古市田老３丁目
３番１０号

ファミリーマート
宮古田老三丁目店

雇用期間の定めなし

又は22時00分～ 8時00分の
間の8時間

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７月１８日発行  



(1) 8時00分～17時00分
154,880円～154,880円

正社員 不問 03030- 2568191
変形（１年単位）
(1) 8時00分～18時30分

142,000円～142,000円 (2)21時30分～ 8時00分

正社員以外 18歳～59歳 03030- 2558291
土木施工管理技士１級

又は (1) 8時00分～17時00分
土木施行管理技士２級 420,000円～500,000円
普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 15010-27356491
電気工事施工管理１級

又は (1) 8時00分～17時00分
電気工事施工管理２級 420,000円～500,000円
普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 15010-27359291
普通自動車免許ＡＴ

(1)10時00分～18時00分
170,000円～250,000円

正社員 不問 03010-17129091
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30分
184,000円～345,000円

正社員 64歳以下 03030- 2548791
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
172,500円～345,000円

正社員 64歳以下 03030- 2549891
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- 2551091
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
158,410円～325,500円

雇用期間の定めなし

正社員 不問 25011- 1177591

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

ゴム製品（オイルシール）の仕上げ加工業務全般
・手作業や油圧プレスを操作しゴム製品のバリ取
り
・受注規格書をもとに加工
全てハンドメイドとなるため技術の習得には時間

岩手県下閉伊郡岩泉町小
本字内の沢２―２

＊山林での荷運び。
　山林での重機オペレーション作業（法切りがで
きる方）。
　平地での草刈り作業。


滋賀県高島市安曇川町北
船木１８１２－２

有限会社　高出物
産

法面工事経験者、または法
面アンカー施工経験者

岩手県宮古市、他

一般住宅、ビル、工場、官庁工事の電気設備工事
全般に従事していただきます。
・電気設備工事設計施工
・電気配線、照明器具設置取付、冷暖房器具設置
取付など

岩手県下閉伊郡山田町織
笠１１－１－４１

有限会社　沼崎電
気

雇用期間の定めなし

建設現場経験者 岩手県下閉伊郡山田町、他

法面工事作業員、法面アン
カー施工作業員（岩手エリ
ア）

仕上係

1人

重機オペレーター「建設」

1人

電気設備現場作業員、現場
管理

1人

2人

建設現場において
・車両系機械操作
・大型ダンプへの積み込み等の業務を行っていた
だきます。


岩手県下閉伊郡山田町織
笠１４－３１－２

佐々総業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

買取専門店スタッフ（宮古
市）

1人

買取専門店「金のクマ」において、下記の業務を
行っていただきます。
・買取受付、検品、査定業務
・販売商品梱包、発送業務
・ネット販売出品、管理業務

岩手県盛岡市津志田南３
丁目８番８号　クリオー
ル３　２階２０５号

開祖　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

（請）電気工事技術者（施
工管理）【宮古市藤の川】

3人

国交省発注工事に伴う施工管理業務
・施工業者との打ち合わせ
・工事監理
・検査立ち合い
・書類作成など

新潟県新潟市中央区万代
４丁目２－２３　オフィ
ス万代２階

株式会社　シーエ
ステック

雇用期間の定めなし

経験１年以上 岩手県宮古市

（請）土木技術者（施工管
理）【宮古市藤の川】

3人

国交省発注工事に伴う施工管理業務
・施工業者との打ち合わせ
・工事監理
・検査立ち合い
・書類作成など

新潟県新潟市中央区万代
４丁目２－２３　オフィ
ス万代２階

株式会社　シーエ
ステック

雇用期間の定めなし

土木経験１年以上 岩手県宮古市

ボイラー工

1人

当社宮古工場においてボイラー運転業務全般に従
事していただきます。
・ボイラーの運転業務
・燃料管理業務
・ボイラー設備の整備

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

農園作業スタッフ

2人

野菜の栽培管理を担当していただきます。
・ブロッコリーやピーマン、にんじん、ネギ、根
みつば等
・種まき、育苗、苗植え
・草取り、収穫等

岩手県下閉伊郡田野畑村
滝ノ沢６９

Ｍ’Ｓ　ＦＡＲＭ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村、他


