
普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時30分

160,000円～220,000円

正社員以外 不問 03010-20889491
交替制あり
(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 03010-20918691
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 9時00分～17時45分
149,296円～149,296円

正社員以外 不問 03010-20754591
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
131,000円～154,000円

正社員 64歳以下 03030- 2963591
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- 2965091
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- 2966391
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- 2946891
変形（１年単位）
(1) 8時00分～16時30分

135,600円～135,600円

正社員以外 不問 03030- 2947291
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時30分
161,700円～207,900円

正社員 不問 03030- 2949191

(1) 8時00分～17時00分
152,700円～152,700円

正社員以外 不問 03030- 2950691
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分
123,181円～138,106円 (2)10時30分～19時30分

正社員以外 不問 03030- 2951991

(1) 8時00分～17時00分
152,700円～152,700円 (2)20時00分～ 5時00分

正社員以外 18歳以上 03030- 2952491

(1) 8時00分～17時00分
152,700円～152,700円

正社員以外 不問 03030- 2953791

(1) 8時00分～17時00分
152,700円～152,700円

正社員以外 不問 03030- 2954891
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

136,500円～139,500円

正社員 64歳以下 03030- 2940091
チェーンソーと

刈払機安全講習の修了 (1) 8時00分～17時00分
204,000円～216,000円 (2) 8時00分～16時20分

正社員 不問 03030- 2943991
介護職員初任者研修
普通自動車免許ＡＴ (1) 8時30分～17時30分

140,000円～200,000円

正社員 64歳以下 03030- 2944491

(1) 8時00分～17時30分
190,000円～190,000円 (2) 8時00分～12時00分

正社員 64歳以下 03030- 2945791
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     （8月30日時点の内容です）

　　８月２７日　から　８月３０日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　９月１２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

相談員（宮古市）

1人

宮古圏域くらしサポートセンターにおいて、下記
の業務を行っていただきます。（自立相談支援事
業）
・生活全般等、困り事に関する相談業務及び付随
する業務

岩手県盛岡市大通３丁目
２番８号　岩手金属工業
会館３Ｆ

キャリアバンク
株式会社　盛岡オ
フィス雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

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。
【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

臨床検査集材業務（釜石
市・宮古市）

1人

岩手県釜石病院内、当センター駐在所において、
外注検査の仕訳業務及び釜石市内医療機関からの
検査物集配業務を行っていただきます。
また、月に１～２回
宮古臨床検査センターにおいて、医療機関（病

岩手県盛岡市羽場１３－
３０－３

株式会社　盛岡臨
床検査センター

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

一般事務

1人

事務、経理全般を担当していただきます。
・仕入売り上げ伝票の作成とデータ入力
・窓口精算業務（買受人の精算代金受入、生産者
への代金支払い、管理費の支払い等）
・外出用務をお願いする場合があります。その場

岩手県宮古市宮町３丁目
１０－４８

宮古地方卸売市場
株式会社　宮古青
果雇用期間の定めなし

岩手県宮古市
パソコン（ワード・エクセ
ル）の基本操作ができる方

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

重機オペレーター「建設」

1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

合板加工工

2人

工場内において下記の業務を行います。
・床板（フローリング）や型枠（コンパネ）の元
となる合板に、表面研磨加工や塗装加工を施す機
械のオペレーター
・フォークリフトによる加工工程の段取り等を担

岩手県宮古市磯鶏二丁目
６－１

ホクヨーコート株
式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

土木作業員「建設」

1人

住宅の基礎工事、擁壁工事に係る土木作業全般を
行います。
・工事現場で手作業による土砂の掘削・埋め戻
し・整地・運搬等・主に山田町内の現場が中心・
会社に集合し社用車で乗合にて現場へ移動・資格

岩手県下閉伊郡山田町織
笠第１２地割１－１

上林建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

社内システム管理

2人

良いモノづくりを支えるための社内システムの構
築及び管理を担当して頂きます。生産性向上の為
の業績システムや在庫管理システムの開発・保守
更新の他、ホームページやＳＮＳの管理など幅広
く担当して頂きます。＊ＰＣ操作の得意な方大歓

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根第２地割３１－１

株式会社　エフ
ビー

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

図書館事務

1人

図書館事務全般に従事していただきます
・図書の貸出・閲覧、図書資料の収集・保存、蔵
書点検
・読書相談、企画展示会の開催業務
・移動図書館車業務

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字松橋２１－１

特定非営利活動法
人　岩泉地域活動
推進センター雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

パソコン操作（基本操作） 岩手県下閉伊郡岩泉町

マシンオペレーター

12人

　当社は電化製品などに使用される「コネクタ」
という電子部品を製造している会社です。
　マシンオペレーターとは、コネクタを製造する
ために使う機械の操作をするお仕事です。機械は
プレス機、成形機、組立機械など様々です。機械

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根第２地割３１－１

株式会社　エフ
ビー

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

現場検査

2人

　当社は電化製品などに使用される「コネクタ」
という電子部品を製造している会社です。
　現場検査は顕微鏡や目視で製品に異常がないか
を確認するお仕事です。コネクタを生産する機械
の多くには画像検査機が導入されているので不良

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根第２地割３１－１

株式会社　エフ
ビー

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

金型加工（岩泉）

2人

　当社は電化製品などに使用される「コネクタ」
という電子部品を製造している会社です。
　コネクタを生産する為には「金型」と呼ばれる
金属製の型が必要です。金型技術者は様々な機械
を使って「金型」の部品を加工するお仕事です。

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根第２地割３１－１

株式会社　エフ
ビー

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

検査員

1人

コネクターの良否の判定を行う業務を行っていた
だきます。
・顕微鏡を使用し拡大されたコネクターを検査
＊検査員の部署は女性検査員３名の職場です。
＊未経験者大歓迎です。

【郵送先は別住所】下閉
伊郡田野畑村奥地向６９
番地

有限会社　菊地電
子工業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

造林・伐採作業員

1人

造林作業に従事します。
・チェンソーや刈り払機使用し地拵、植付、下刈
作業
・５名で作業
・現場へは会社から乗合で出発または直行直帰と

下閉伊郡山田町豊間根第
２地割５８番地１８

宮古地区国有林材
生産協同組合

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

介護員（通所）「介護」

1人

通所リハビリテーション（デイケア）の介護業務
に従事していただきます。
・おおよそ２０名の利用者を介護
・食事、入浴、排せつ、健康管理、自立支援、レ
クリエーション、送迎（宮古市内）

岩手県宮古市実田２丁目
５－１０

医療法人　おかだ
外科内科クリニッ
ク雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

歯科受付

1人

院内において受付業務に従事します。
・患者さんの受付・予約（電話での予約を含む）
・会計業務
・カルテの管理全般
・院内の清掃　など

岩手県下閉伊郡山田町長
崎４丁目１４－２

木澤歯科医院

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

◎ 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９月５日発行  



普通自動車免許一種
(1) 7時00分～16時30分

324,000円～648,000円

正社員 64歳以下 03030- 2937791
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- 2938891
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 04010-56387691
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 04010-56395691

2

現場管理補助（空調・衛生
設備）［岩手県］

1人

※未経験・ブランクのある方も歓迎します！
空調・衛生設備工事における管理業務補助（現場
監督）を　行っていただきます。
・工程管理（写真撮影及び管理、作業員への作業
内容の伝達　及び　確認）

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

現場管理（建築）［岩手
県］

1人

建設現場における建築工事の監督業務に従事して
頂きます。
現場：工程管理、安全・品質管理、写真撮影　等
事務所：書類作成、写真管理、データ入力　等


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３年以上 岩手県宮古市、他

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

土木作業員（土工）「建
設」

2人

工事現場で現場内整備の業務を行っていただきま
す。
・トンネル坑内外での資材移動

■以下有資格により■

岩手県宮古市川井第１地
割６０－１４

吉田西豊建設株式
会社　川井出張所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市


