
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分

140,000円～180,000円 (2)12時30分～21時30分

正社員以外 不問 03010-25358991
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

154,800円～206,400円

正社員以外 不問 03010-25431891
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時15分～17時30分

137,600円～137,600円

正社員以外 不問 03030- 3692991
介護職員初任者研修修了者 変形（１ヶ月単位）
ホームヘルパー２級 (1) 8時30分～17時30分
普通自動車免許ＡＴ 140,000円～200,000円 (2) 7時00分～16時00分

(3)10時00分～19時00分

正社員 64歳以下 03030- 3698191
変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～16時00分

134,280円～134,280円 (2) 9時00分～18時00分
(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030- 3699091
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時15分
144,100円～165,000円

正社員以外 不問 03030- 3700891
変形（１ヶ月単位）
(1) 6時30分～15時30分

130,100円～154,000円 (2) 8時00分～17時00分
(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030- 3701291
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
358,548円～566,935円

正社員 64歳以下 04010-70097391
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 04010-70100091
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 04010-70111991
普通自動車免許一種

(1) 7時30分～16時30分
166,440円～226,600円 (2) 9時00分～18時00分

正社員 59歳以下 03030- 3681091
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
145,000円～148,000円

正社員 不問 03030- 3684991
介護職員初任者研修修了者

ホームヘルパー２級 (1) 8時15分～17時15分
140,500円～146,500円

正社員以外 不問 03030- 3685491
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- 3688291
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時15分
150,000円～180,000円

正社員 64歳以下 03030- 3690391
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分
146,630円～146,630円

正社員以外 不問 03030- 3672191
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時30分
165,000円～180,000円

正社員 59歳以下 03030- 3673091
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
172,500円～264,500円

正社員 59歳以下 03030- 3674391

1

現場作業員「建設」

2人

地域に役立つ建設工事を行っており、現場作業員
に従事していただきます。
・工事現場での法面工事
・土木工事
法面工事については高所での作業が伴いますが、

岩手県宮古市宮町三丁目
１０－１７

ヤマキ総業　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市　他

販売及びイベント運営

1人

・各物産展等の催事への出展参加業務。
・レストハウスでの商品管理、発注、販売、接
客、レジ等の　業務。
・イベント運営にかかる業務（テント設営等）も
あります。

岩手県宮古市宮町一丁目
１－８０

一般社団法人　宮
古観光文化交流協
会雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード・エ
クセル）可能な方

岩手県宮古市

事務および販売

2人

浄土ヶ浜レストハウスにおいて主に下記の業務を
行っていただきます。
・書類の作成と整理や伝票のまとめ
・電話や来客対応など事務担当者の補助的作業
・売店の混雑時には接客、レジや品出しもお願い

岩手県宮古市宮町一丁目
１－８０

一般社団法人　宮
古観光文化交流協
会雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

パソコン（ワード・エクセ
ル）基本入力程度ができる

方

一般事務

1人

総務部門での事務業務全般に従事していただきま
す。
・電話及び来客対応
・パソコンを使用しての書類作成
・伝票整理・管理・保管

岩手県宮古市川井６－３
５

株式会社　ウッ
ティかわい

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード・エ
クセル）が出来る方

岩手県宮古市

合板加工工

1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

介護員（総合福祉セン
ター）「介護」

1人

浴槽を積んだ入浴車で、市内の利用者宅を訪問し
て、入浴の介護、およびデイサービス利用者の介
護業務従事していただきます。
・１日おおよそ４件で、１件あたりの入浴時間は
１５分ぐら　いですが、浴槽の準備から片付けま

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

ガソリンスタンドスタッフ
（正社員）

1人

当社のガソリンスタンド内（宮古給油所（大
通）、千徳給油所、黒森給油所のいずれか）にお
いて下記の業務を行っていただきます。
・お客さまへの接客応対、給油、洗車等のサービ
ス業務

岩手県宮古市大通３－６
－３５

中屋石油　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

工具修理、取付、整備

1人

当社において下記の業務を行っていただきます。
・電動工具、エンジン工具、石油ストーブ等の取
付、修理、
　整備等
・店舗内およびお客様宅等へ訪問し作業（山田町

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根２－４３－６

有限会社　サトー
（ホームワン　サ
トー）雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町他

現場監督補助（建築分野）

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

空調・衛生設備施工管理技
士

1人

各建設現場に伴う空調・衛生設備施工管理業務に
従事して頂きます。
・工事現場の写真管理、品質管理
・協力会社に対し、連絡指示、工程の進捗確認
・経験が豊富な方は施主対応、定例会対応も行っ

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

土木施工管理補助（岩手県
久慈市・岩泉町　現場事務

3人

工事竣工までの現場管理補助をお願いします。
　土木施工管理補助になります。
＜主な仕事内容＞
　・現場管理、測量、丁張り、写真管理、安全管
理、書類作成等

宮城県仙台市宮城野区榴
岡３丁目１０－７　サン
ライン第６６ビル７階

株式会社　ナス
キー　仙台東口支
店雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町他

施工管理経験者　　　　　
（ご経験が浅い方も可能で

す。ご相談下さい。）

調理員／紫桐苑

1人

当法人が運営する特別養護老人ホームやデイサー
ビスセンターにおいて、調理業務に従事していた
だきます。
・朝夕９０食程度、昼１１０食程度の調理となり
ます。

岩手県宮古市茂市１－１
１５－１

社会福祉法人新里
紫桐会　特別養護
老人ホーム紫桐苑雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

職業指導員

1人

利用者（知的・精神障がい者）への職業指導全般
を行います。コーヒー焙煎、菓子作り、自動車部
品（ゴム製品のバリ取り）の職業指導を行いま
す。その他、利用者の送迎、製品販売のためイベ
ント参加、店舗等への納品があります。外出時は

岩手県宮古市田老字西向
山１１９－１

社会福祉法人　翔
友　みやこワーク
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

介護職「介護」

2人

福祉施設内における介護業務全般を行っていただ
きます。
・施設入所者数５０名、ショートステイ８名の方
への身の回　りの世話、食事、排泄、入浴の介助
など

岩手県下閉伊郡田野畑村
田野畑１２０－１８

社会福祉法人　寿
生会

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

介護員／施設訪問「介護」

1人

ハートランド宮古において下記の業務を行って頂
きます。
・入居している方の施設内訪問介護
・利用者宅への訪問介護
・生活援助及び身体介護のサービス

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

クリンクルー（崎鍬ヶ崎）
１

1人

請負先施設内において、以下の業務を行っていた
だきます。
・フロアのモップ掛け等の清掃
（１フロアあたり１名での作業になりますが、時
間帯によって作業フロアを移動します。）

岩手県宮古市長町１丁目
９－１７

リアス環境管理
株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

技術作業員（アルバイト／
宮古支店）

1人

当社において技術系業務の補助作業を行っていた
だきます。
・道路や河川での測量など、測量調査に関する補
助作業
・エクセル、ワードでの入力作業

岩手県盛岡市仙北１丁目
３－１３

株式会社　吉田測
量設計

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン（ワード・エクセ
ル等）の入力作業経験

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

庶務兼事業担当（宮古市）

1人

指定管理施設「宮古市民文化会館」にて、主に下
記の業務に携わっていただきます。
・会館事業の庶務
・会館施設の管理運営、利用者対応
・会館企画事業の運営

岩手県盛岡市南大通１丁
目１５－７　盛岡南大通
ビル３階

特定非営利活動法
人　いわてアート
サポートセンター雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市
ＰＣ基本操作ができること
※詳細は仕事の内容欄参照

     （10月25日時点の内容です）

　　１０月２１日　から１０月２５日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は１１月７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１０月３１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

172,500円～195,500円

正社員 59歳以下 03030- 3675691
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
175,750円～218,000円

正社員 59歳以下 03030- 3680191
２級土木施工管理技士以上

(1) 8時30分～17時30分
400,000円～550,000円

正社員 59歳以下 04010-69640791

(1) 7時00分～17時00分
150,000円～250,000円

正社員 不問 03030- 3662291
普通自動車免許ＡＴ

(1)10時00分～21時00分
136,670円～250,000円

正社員 40歳以下 03030- 3665091
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 7時00分～16時00分
145,100円～169,000円 (2) 8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030- 3668991
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
138,600円～173,250円

正社員 59歳以下 03030- 3669491

130,100円～154,000円

普通自動車免許一種

岩手県下閉伊郡山田町他

普通自動車免許一種

普通自動車免許ＡＴ

普通自動車免許ＡＴ

普通自動車免許一種

普通自動車免許ＡＴ

岩手県宮古市　他

2

施工管理経験者　　　　　
（ご経験が浅い方も可能で

す。ご相談下さい。）

配達員（１）

1人

商品の配達業務に従事していただきます。
・発砲スチロールや段ボール製品、その他包装資
材等
・主に宮古・下閉伊地区の取引先への配達
・２ｔ車または軽トラックの運転業務

介護員「介護」／あすなろ

1人

小規模多機能型の生活支援が主になります。
・在宅者の生活支援なので、通い・泊まり・訪問
の３つの組　み合わせで介護を提供します。
・具体的には、食事の準備や介助、入浴の補助、
排泄の補　　助、余暇活動等への支援になりま

宮古魚凾株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

社会福祉法人新里
紫桐会　特別養護
老人ホーム紫桐苑雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

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

調理スタッフ（見習い可）
／和海味処いっぷく

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
他に３名調理スタッフがおります。

株式会社　エム
エーシー　仙台支
店雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

当牧場内において、下記の業務を行っていただき
ます。
・黒毛和牛の飼育に関する全般の業務
　（餌やり、牛舎内清掃等）
・市場への出荷作業および補助等

岩手県下閉伊郡岩泉町小
本字大牛内１２３番地

有限会社　上野牧
場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

国交省発注土木工事の
施工管理経験者

発注者支援業務経験者
優遇

和牛飼育員

2人

株式会社　小林三
之助商店　岩手工
場雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ヤマキ総業　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

Ｅｘｃｅｌ・Ｗｏｒｄ等の
基本操作が出来て、パソコ

ンが好きな方

現場事務

1人

地域に役立つ防災建設工事を行っており、現場事
務に従事していただきます。
・書類の作成、整理（図面や各種書類等）
　図面作成にはＣＡＤを使用しますが、先輩社員
が丁寧に指　導いたします。

岩手県宮古市宮町三丁目
１０－１７

作業職

2人

○山林作業全般の作業職（林業師）
　・当社直営山林での作業が主な仕事です。
　　業務に必要な資格・免許を当社負担で取得
し、各種
　　林業機械の操作運転等を行います。

岩手県宮古市茂市第２地
割日向１９４

工事監督支援業務

2人

国土交通省東北地方整備局による公共工事の発注
者支援業務、
施工管理、工事関係資料作成、補助業務に従事し
て頂きます。
　現場管理及び現場の立会い打合せ等の業務。

宮城県仙台市青葉区小田
原５丁目２－５６　スタ
ジオサイキビル２階

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－１３４－１

岩手県宮古市茂市１－１
１５－１

岩手県宮古市神林２番６
号


