
登録販売者 交替制あり

180,000円～260,000円

正社員 59歳以下 01240-17341891
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 01240-17382791
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 01240-17392891
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時30分
200,000円～200,000円 (2)17時00分～ 0時30分

正社員 18歳～34歳 03010-19678191
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

175,000円～175,000円 (2)17時00分～ 0時30分

正社員 18歳～34歳 03010-19679091
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 03010-19741091
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1)18時00分～ 9時00分
140,500円～146,500円 (2) 9時00分～18時00分

正社員以外 18歳以上 03010-19561891
自動車整備士（３級） 変形（１年単位）
自動車整備士（２級） (1) 8時45分～17時15分
普通自動車免許一種 166,000円～206,000円

正社員 59歳以下 03010-19591691
中型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
180,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030- 2854691
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時00分
184,000円～200,000円 (2)16時15分～ 0時30分

正社員 18歳～45歳 03030- 2855991
車両系整地掘削用運転
普通自動車免許ＡＴ (1) 8時00分～17時00分

240,000円～300,000円

正社員 不問 03030- 2856491
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時00分
136,700円～170,000円

正社員 64歳以下 03030- 2858891
中型一種（８ｔ限定）

(1) 7時30分～16時00分
160,000円～180,000円

正社員 64歳以下 03030- 2852091
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時00分

145,000円～145,000円

正社員以外 不問 02020-12239991
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時45分～17時15分
175,000円～395,000円

正社員 59歳以下 03010-19323691
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時45分～17時15分
155,000円～370,000円

正社員 59歳以下 03010-19399391
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時45分～17時15分
155,000円～370,000円

正社員 59歳以下 03010-19425591
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 03010-19451191

1

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）
現場管理、測量、丁張、写真管理、業者等の打ち

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
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。 岩手県宮古市、他

施工管理（宮古支店）「建
設」

1人

住宅建築現場の
・安全管理
・品質管理
・工程管理（材料等の手配）
・予算管理（発注等）

岩手県盛岡市北飯岡１丁
目１－８２

パルコホーム
（株式会社　日盛
ハウジング）雇用期間の定めなし

施工管理経験者「建設」 岩手県宮古市

設計（宮古支店）「建設」

1人

・一般住宅建築の設計業務
　一般住宅の設計、プランニング
・現場監理業務
　現場での指揮監督、施工管理、安全管理、品質
管理　等

岩手県盛岡市北飯岡１丁
目１－８２

パルコホーム
（株式会社　日盛
ハウジング）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業（宮古支店）

1人

住宅営業
　お客様との折衝（書類作成や銀行との打ち合わ
せ等）
　飛び込み営業はなく、依頼者及び展示場来所者
へのアプローチが主となります。

岩手県盛岡市北飯岡１丁
目１－８２

パルコホーム
（株式会社　日盛
ハウジング）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般事務【宮古市】

1人

・伝票処理（起票、入力）及び電話応対
・来客応対、コンピュータ入力、在庫確認
・営業サポート事務
・郵便物処理
・その他庶務関係　など

青森県八戸市北インター
工業団地４丁目２番７号

東北容器工業株式
会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 事務経験者

パソコン操作（ワード・エ
クセル）ができる方 岩手県宮古市

収集車運転及び運搬

1人

・収集車の運転
　山田町内の事業ごみ、家庭ごみを収集し、ごみ
処理場までの運搬を行います。
・トラック（２ｔまたは４ｔ車）の運転
　山田町内の水産会社や市場から海産物を収集

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

購買及び経理事務

1人

森林組合の下記事業に従事していただきます。
＊購買業務：林業資材等を組合員、一般客に対す
る接客・販売等
＊経理業務：一般事務及び給与計算等の経理事務
を担当　パソコンを使った書類作成、データ入力

岩手県下閉伊郡田野畑村
羅賀２５１－１

田野畑村森林組合

雇用期間の定めなし

パソコン（ワード・エクセ
ル）のできる方

岩手県下閉伊郡田野畑村

重機オペレータ「建設」

1人

各現場において重機オペレータとして下記の業務
を行っていただきます。
・バックホウ等車両系建設機械の操作
・土砂の掘削、整地等
・ダンプへの積込み作業

岩手県宮古市太田１丁目
５－１２

株式会社　栄光

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

カウンター及びホールス
タッフ

3人

パチンコ、スロット店のスタッフとして、お客様
に快適に遊技をしていただくためのサービスを提
供する仕事となります。管理者候補としての採用
となります。
・カウンター業務

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中家２６－１

株式会社　ＪＥＣ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

水産加工員

1人

○魚の処理、製造
　工場内において、鮮魚、冷凍魚、加工品を製造
する業務
○運搬
　三陸各市場（主に田老、宮古魚市場）より買付

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

岩手県宮古市

自動車整備士（宮古営業
所）

1人

宮古営業所において自動車整備を行っていただき
ます。
・主にトラック（１～４ｔ車）の車検や点検の業
務
・定期点検、車検、故障時のメンテナンス等

岩手県盛岡市三本柳１－
２４

盛岡いすゞモー
ター　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

警備職（夜勤あり／宮古
市）

1人

契約先に設置した警報機器が侵入・火災等の情報
を感知した際に出動し対応する業務及び付随する
業務。

＊夜間の勤務があり、体力を要します。

岩手県盛岡市津志田西一
丁目２４－１５

ＡＬＳＯＫ岩手
株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

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

カウンター係（宮古市）

1人

パチンコ店（クエスト宮古）内でのカウンター業
務
（２名で対応）
＊接客サービス
＊レジ操作

岩手県盛岡市緑が丘４－
１－５０

株式会社　新栄

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ホール係（宮古市）

1人

パチンコ・スロット店での接客サービス
＊ホール業務全般
＊お客様対応、ご案内
＊ホール内巡回、遊技台管理
＊デリバリーサービス

岩手県盛岡市緑が丘４－
１－５０

株式会社　新栄

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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。

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

岩手県宮古市

（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

事業所名
求人番号

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

     （8月9日時点の内容です）

　　８月５日　から　８月９日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　８月２２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８月１５日発行  



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 03010-19453391
看護師

准看護師 (1) 8時30分～17時15分
いずれか 164,000円～164,000円

正社員以外 不問 03030- 2849791
変形（１年単位）
(1) 9時45分～19時00分

170,000円～200,000円

正社員 35歳以下 04010-52953691
介護支援専門員

普通自動車免許ＡＴ (1) 9時00分～18時00分
207,850円～212,850円

正社員 不問 03010-19217691
介護支援専門員

普通自動車免許ＡＴ (1) 9時00分～18時00分
207,850円～212,850円

正社員 不問 03010-19218991
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 9時30分～18時30分
138,000円～257,000円

正社員以外 不問 03010-19248191
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- 1467191
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- 1470791
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
249,800円～343,600円

正社員 59歳以下 03020- 1471891
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

140,000円～140,000円

正社員 39歳以下 03030- 2818191
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）
介護職員初任者研修 (1) 8時30分～17時30分

132,440円～144,000円 (2)15時00分～ 0時00分
(3) 0時00分～ 9時00分

正社員以外 不問 03030- 2820991
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- 2821491
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

138,260円～155,543円

正社員以外 不問 03030- 2825591
調理師

(1) 8時30分～17時15分
130,356円～142,800円

正社員以外 不問 03030- 2832891
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- 2077391
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分
153,900円～167,500円

正社員以外 不問 04010-52504491
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 04010-52562791

普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

140,000円～155,000円

正社員 40歳以下 03010-19846091

(1) 8時40分～17時20分
161,070円～161,070円

有期雇用派遣 不問 03010-19867791

(1) 8時30分～17時30分
134,000円～209,500円

正社員 34歳以下 03030- 2860091

2

プレス金型技術者

1人

プレス金型部品を組み込んで完成させる仕事に従
事していただきます。
・金型部品の調整、研磨、寸法出し、プレス操作
をします。


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

部署アシスタント（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。
大手企業での部署アシスタントのお仕事です。
・エクセルを使用して図の挿入
・書類コピー、整理、保管

岩手県盛岡市盛岡駅西通
２－９－１　マリオス１
３階

株式会社　パソナ
パソナ・盛岡

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

事務経験
Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ基本

操作

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
の状況によっては更新となる可能性があります。

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

一般事務（宮古営業所）

1人

・電話応対
・伝票整理
・パソコン操作（ワード・エクセル）による見積
書等作成
・小口現金管理

岩手県盛岡市東見前９－
７２

株式会社　セント
ラルオートガラス

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般事務［宮古市］

1人

現場事務所内における事務業務

・電話及び来客者の対応
・ＰＣを利用した事務書類の作成、印刷業務
・消耗品の購入、郵送物の発送、受領

宮城県仙台市青葉区大町
２丁目８－３３

西松建設　株式会
社　北日本支社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ操作
可能な方

岩手県宮古市

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
に宿泊となります。その場合は現場によりますが

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

調理師／こども課
（期限付臨時職員）

1人

宮古市崎山保育所において、給食調理業務を行っ
ていただきます。
・給食の準備から片付け
・園内の清掃や片付け、備品消毒など
・その他付随する業務

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
月以上）

岩手県宮古市

現場作業員（短期）

2人

サンマの箱積み作業を行います。
・選別されて流れてきた箱を分けて並べる簡単な
作業
・体力に自信がある方お待ちしています。


岩手県宮古市藤原一丁目
６－３４

有限会社　坂栄商
店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

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

介護員「介護」

1人

介護サービス提供を行います。
・食事介助、排泄介助、入浴介助
・レクリエーションの企画、運営
・利用者の送迎、健康管理
介護員６名で施設利用者１５名の介護を行ってい

岩手県宮古市実田一丁目
７番２８号

有限会社　ライフ
ネットワーク

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

製造技術（正社員）

2人

・電子機器基板にチップなどの電子部品を取り付
ける実装機　械操作
・またはハンダ付け等の後付け工程における設備
を操作
＊経験を積んで、作業の進捗状況確認や技術指導

岩手県宮古市松山６－４
６

株式会社　ウェー
ブクレスト　宮古
工場雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木施工管理補助（未経験
者・見習い）「建設」

2人

建設現場で写真を撮影したり、巻尺で距離を測っ
たり、パソ
コンの入力作業など、現場監督のお手伝いをして
頂きます。
＊現場エリア：岩手県全域

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

岩手県宮古市、他

土木施工管理「建設」

3人

土木施工管理
・現場管理、測量、丁張り、写真管理、出来形管
理等
　主にゼネコン工事の１次、２次下請け工事現場
等の施工

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

岩手県宮古市、他

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

総合職（盛岡市・宮古市・
久慈市・一戸町）

1人

営業、企画、添乗、事務業務を行っていただきま
す。
・旅行営業（企業・学校へのルート営業）
・旅行企画（募集旅行の広告作成等）
・一般事務（納品書・請求書等の作成、集金等）

岩手県盛岡市厨川１丁目
１７－１８

株式会社　岩手県
北観光

雇用期間の定めなし
　

パソコンの基本的な操作
（ワード・エクセル）

岩手県宮古市、他

主任ケアマネジャー（八木
沢）「介護」

1人

ニチイケアセンター八木沢においての業務となり
ます。
・相談受付
・アセスメント、居宅サービス計画作成
・モニタリング

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

主任ケアマネジャー（宮
古）「介護」

1人

ニチイケアセンター宮古においての業務となりま
す。
・相談受付
・アセスメント、居宅サービス計画作成
・モニタリング

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

ａｕショップスタッフ［宮
古市］

1人

　ａｕショップ店内業務全般

・商品説明
・新規申込、機種変更に関わる手続き
・各種料金プラン案内

宮城県仙台市若林区沖野
２丁目５－５

東北テレメディア
開発　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師／デイサービス「看
護」

1人

通所介護事業所の利用者（１５～２５名位）への
看護業務全般を行います。
・利用者のバイタルチェック
・服薬管理、健康管理及び医療処置
・機能訓練等

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字森の越４番地１４

社会福祉法人　岩
泉町社会福祉協議
会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「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）
現場管理、測量、丁張、写真管理、業者等の打ち

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。



普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時45分～17時00分

130,000円～130,000円

正社員以外 不問 03030- 2861391
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 9時00分～17時00分
170,000円～170,000円

正社員 不問 22010-21596291

3

店員及び事務／宮古市

1人

○難聴で困っている人に適合する補聴器を選定
し、推奨する仕事です。

＊十分な研修期間を持って始めますので、補装具
が初めての方でも心配ありません。

静岡県静岡市葵区馬場町
１１６番地

新日本補聴器　株
式会社

雇用期間の定めなし

簡単なパソコン操作 岩手県宮古市

営業事務支援

1人

保険代理店において下記の業務に従事していただ
きます。
＊専用ソフトを使用し、設計書・申込み書類作成
（ＰＣ使用　エクセル・ワード）
＊顧客情報の登録、管理

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

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン（エクセル）操作
できる方（必須）

岩手県宮古市


