
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

正社員 不問 03030- 3264791
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分

162,400円～232,000円

正社員 59歳以下 03030- 3266291
調理師 変形（１ヶ月単位）

(1)12時30分～20時30分

180,000円～250,000円

正社員 不問 03030- 3269091
普通自動車免許ＡＴ

(1) 5時00分～ 7時30分

280,000円～300,000円 (2)17時00分～21時00分

正社員 不問 27080-27935691
普通自動車免許ＡＴ

(1) 5時30分～ 8時00分

280,000円～300,000円 (2)16時00分～20時00分

正社員 不問 27080-27936991
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～17時30分

160,000円～260,000円

正社員 40歳以下 03010-22728191
変形（１年単位）
(1) 9時30分～18時30分

170,000円～230,000円 (2)10時30分～19時30分

正社員 59歳以下 03010-22603991
交替制あり

64,000円～64,000円

正社員以外 不問 03010-22568291

(1) 7時00分～19時00分

16,000円～16,000円

正社員以外 不問 03010-22572991

(1) 7時00分～19時00分

16,000円～16,000円

正社員以外 不問 03010-22574791
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分

145,000円～145,000円

正社員 59歳以下 03030- 3256791
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分

161,700円～300,300円

正社員 不問 03030- 3258291
普通自動車免許ＡＴ

(1) 7時00分～15時45分

138,880円～156,240円 (2) 9時45分～18時30分

正社員以外 不問 03030- 3259591

(1) 8時30分～17時15分

128,296円～128,296円

正社員以外 不問 03030- 3261691
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- 3254991
調理師

(1) 8時15分～17時00分

138,700円～219,600円

正社員 59歳以下 03030- 3249891
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分

200,000円～400,000円

正社員 64歳以下 03030- 3250191
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分

157,500円～157,500円

正社員以外 不問 03050- 5749591

1

     （9月20日時点の内容です）

　　９月１７日　から　９月２０日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　１０月３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

総務経理スタッフ（正社
員）

1人

総務部に所属し、下記の業務を受け持っていただ
きます。
・経理業務全般（会計、仕訳、決算など）
・労務全般（入退職手続きなど）
・総務全般（銀行等外出用務を含む）

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

経理の基礎知識 岩手県宮古市

土木作業員「建設」

1人

土木作業全般に従事していただきます。
・一般住宅から公共工事の土木工事を行います。
・小型ダンプなどの運転もあります。
・現場へは、出社後に社用車に乗り合いにて移動
します。

岩手県下閉伊郡山田町飯
岡６－１６－８

上野建設　有限会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

調理

1人

調理場において食材の準備、仕込、調理全般を行
います。主に夕食の調理となります。その他状況
により翌日の朝食の仕込も行っていただく場合が
あります。
＊料理を学んだり、考えたりしたい方希望

岩手県宮古市田老字青砂
里１６４－１

株式会社　たろう
観光ホテル

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

寮の管理・賄い（大沢第二
寮）

2人

○宿舎の管理業務
・入退寮の把握
・簡単な事務処理
○調理業務
・朝夕の食事提供

堺市堺区出島海岸通２丁
３番２４号

青雲産業　株式会
社

雇用期間の定めなし

調理経験者 岩手県下閉伊郡山田町

寮の管理・賄い（津軽石
寮）　（岩手県宮古市）

2人

○管理業務
・入退寮の把握
・簡単な事務処理
○調理業務
・朝夕の食事提供

堺市堺区出島海岸通２丁
３番２４号

青雲産業　株式会
社

雇用期間の定めなし

調理経験者 岩手県宮古市

営業スタッフ（県内６ヵ所
のいずれか）

2人

トラックやバスの新車及び中古車の販売
・主に事業所を訪問します。
・既存客の訪問が中心となりますが、新規開拓も
行っていただきます。
・使用する車両は個人の車（別途車両手当支給）

岩手県盛岡市東見前第５
地割３１

岩手日野自動車
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

ピット作業員（宮古店）

2人

「オートバックス宮古店」において、販売された
各種商品の取り付け作業、タイヤ交換、オイル交
換他店長が指示する業務を行っていただきます。
＊資格、経験等は問いませんが自動車関連業界経
験者は歓迎します。

岩手県盛岡市みたけ３丁
目３１－３８

北映商事　株式会
社（オートバック
ス）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

出入り調査（１０／２６～
１１／３・宮古市）

15人

宮古市内の道路において、進入禁止車両の台数カ
ウントとその車両の方へのビラ配り及び案内をす
るお仕事です。
＊調査日：１０月２６日（土）～１１月３日
（日）

岩手県盛岡市津志田２６
地割３

フィールドプラン
ニング　株式会社

日雇

又は 7時00分～ 6時59分の
間の8時間

岩手県宮古市

交通量調査（１０／５、１
０／７・宮古市）

20人

宮古市内の道路において、車の台数をカウントす
るお仕事です。
＊調査日：１０月５日（土）、１０月７日（月）
（雨天振替日：１０月６日（日）、１０月８日
（火））

岩手県盛岡市津志田２６
地割３

フィールドプラン
ニング　株式会社

日雇

岩手県宮古市

路上駐停車調査（１０／３
１、１１／２・宮古市）

20人

宮古市内の道路において、車の台数のカウントと
路上の駐停車をカウントするお仕事です。
＊調査日：１０月３１日（木）、１１月２日
（土）
（雨天振替日：１０月３０日（水）１０月２７日

岩手県盛岡市津志田２６
地割３

フィールドプラン
ニング　株式会社

日雇

岩手県宮古市

配管工「建設」

1人

・上下水道工事、管工事、土木工事全般

＊宮古市～山田町の住宅、工場、道路などが主な
現場となりますが、県内他市町村（沿岸中心）の
場合もあります。

岩手県宮古市上鼻２丁目
１－１７

株式会社伊藤住宅
設備

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木作業員「建設」

1人

・各現場において、土木作業に従事していただき
ます。
・屋外作業となります。
・当社では社員との連携やコミュニケーション、
協調性を大切にする方を希望します。

岩手県宮古市根市第６地
割７番地１

有限会社　伊藤総
業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

世話人

1人

グループホームにおいて、入居者１９名の生活支
援業務を行っていただきます。
・知的、精神障がいがある入居者への食事作り、
通院介助、買い物支援等
・上記に付随する業務

岩手県宮古市田老字西向
山１２１－６

社会福祉法人　翔
友　みやこライフ
ステーション雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

一般事務補助／税務課（期
限付臨時職員）

1人

税務課に勤務となります。担当職員の指示のも
と、
・各種資料整備、課税基本簿の整理
・データ入力作業、会計伝票整理
・住民税申告関係事務及び電話、来客対応等をお

岩手県下閉伊郡山田町八
幡町３－２０

山田町役場

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）操作が出来ること 岩手県下閉伊郡山田町

現場作業員（短期）

1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

調理員

1人

若桐保育園に勤務し園児（０歳～５歳）の給食等
調理に従事していただきます。
・調理５０食（離乳食、昼食、おやつ）
・食器の片づけ、厨房の清掃等
３名で対応しています。

岩手県下閉伊郡田野畑村
田野畑１２０－１

社会福祉法人　田
野畑村社会福祉協
議会雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

土木技術者「建設」

1人

公共工事や一般土木工事などの施工計画案の作成
○工事中における品質管理、安全管理、施工の調
整など監督・指揮業務や各種書類作成
○就業場所は担当の現場事務所が基本になります
が、現場への直行直帰もあり

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

　
土木施工管理業務経験者 岩手県宮古市

現場事務（宮古市）

1人

◆現場事務所において事務業務全般となります
・電話および来客対応
・パソコンを使用しての書類作成
・現場事務所の整理整頓および清掃業務
・その他、指示された業務、現場事務に付随する

岩手県一関市竹山町６－
４

株式会社　平野組

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

ＰＣ操作 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。 

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９月２６日発行  



普通自動車免許一種 変形（１年単位）
土木施工管理技士1級,2級 (1) 8時00分～17時00分
建設機械施工技士1級,2級 250,000円～300,000円

正社員 59歳以下 03020- 1739591
中型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分

162,000円～183,600円

正社員 59歳以下 03020- 1740391

2

作業員「建設」

2人

＊土木・舗装工事施工作業全般の補助的作業。
　資器材等の運搬など機械作業で困難な作業全般
を担当して頂きます。
＊現場は主に釜石～山田管内での作業となりま
す。

岩手県釜石市甲子町第５
地割６２番地１

株式会社　カネナ
カ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町、他

技術員「建設」

2人

＊土木・舗装工事の管理業務全般。
＊工事の施工管理、工事計画作成、施工管理立案
から作業指示。
＊行政機関および発注者への提出書類作成。
　（パソコン貸与）

岩手県釜石市甲子町第５
地割６２番地１

株式会社　カネナ
カ

雇用期間の定めなし

土木施工管理経験者
PC操作(Excel,Word)

岩手県下閉伊郡山田町、他


