
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分

141,200円～155,700円

正社員以外 不問 03030- 3710591
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～16時30分
163,000円～178,000円

正社員 30歳以下 03030- 3711191
変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～16時00分

141,200円～158,700円 (2) 9時30分～18時30分
(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030- 3712091
普通自動車免許ＡＴ

(1) 6時00分～15時00分
141,900円～160,600円 (2) 6時30分～15時30分

(3) 7時00分～16時00分

正社員以外 不問 03030- 3713391
看護師又は
准看護師 (1) 9時00分～18時00分

普通自動車免許ＡＴ 182,600円～238,600円 (2) 7時00分～16時00分
(3) 8時00分～17時00分

正社員 59歳以下 03030- 3714691
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- 3709791
看護師

(1) 8時30分～17時30分
207,778円～282,809円

正社員 不問 13070-  595392
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
184,000円～253,000円

正社員 59歳以下 03030- 3708491

(1) 8時00分～17時00分
210,000円～250,000円

正社員 18歳～59歳 04010-70705091
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 04010-70765391
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

車両系建設機械 (1) 8時00分～17時00分
運転技能講習 184,000円～300,000円

正社員以外 不問 03010-25535491
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時15分
125,868円～144,432円

正社員以外 不問 03030- 3702591
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時30分

150,000円～200,000円

正社員 64歳以下 03030- 3703191
準中型自動車免許 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
180,000円～180,000円

正社員 64歳以下 03030- 3704091
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時15分
183,000円～437,000円

正社員以外 不問 14010-57222791
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時15分
183,000円～437,000円

正社員以外 不問 14010-57223891

1

神奈川県任期付職員（被災
地派遣）一般事務（用地・

6人

東日本大震災の被災地の自治体に派遣され、
復旧・復興業務を行う。
・用地取得に係る交渉、登記、補償業務等
・詳細は募集案内参照

横浜市中区日本大通１ 神奈川県総務局組
織人材部人事課

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

行政機関において「仕事の
内容」に関する業務の実務
経験を３年以上有すること

神奈川県任期付職員（被災
地派遣）総合土木

37人

東日本大震災の被災地の自治体に派遣され、復
旧・復興業務を行う。
・道路、河川、漁港等の整備に係る設計、工事監
理等の業務
・詳細は募集案内参照

横浜市中区日本大通１ 神奈川県総務局組
織人材部人事課

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

行政機関や民間企業等にお
いて「仕事の内容」に関す
る業務の実務経験を３年以

上有すること

一般廃棄物収集運搬業務

1人

一般廃棄物収集運搬業務を行います。
・依頼がある事業所からの燃えるごみ、燃えない
ごみ収集運搬車業
・収集後は宮古市のごみ処理センターに運搬
作業は１名で行います。　　　　　　　　　　

岩手県宮古市藤の川１３
番２３号

宮古環境管理株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

木材加工（製造）

1人

製造部にて、住宅木材の加工を業務を担当しま
す。
・壁材の枠組みの製造作業
・木工機械に手作業で木材を並べ、機械を操作し
釘打、カット

岩手県宮古市実田１丁目
５－１３

株式会社　ヤマウ
チ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務補助員／川井総合事務
所（期限付臨時職員）

1人

宮古市役所川井総合事務所に勤務となり、事務補
助員に従事していただきます。
・各種届出受付、証明書発行業務等　
・来客対応、電話対応、書類整理などの庶務雑務
一般業務

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）

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作ができること

岩手県宮古市

建設機械・備品のメンテナ
ンス及び設置

1人

土木工事において下記の業務を行って頂きます。
・重機整備、修理、点検（土木工事現場巡回）※
宿泊を伴う
・当社製品の設置、保守点検
・その他、上記に付随する業務

岩手県盛岡市北飯岡二丁
目４番１号

株式会社　岩手マ
イタック

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

現場監督補助（電気設備分
野）

1人

電気設備工事における管理業務（現場監督）を
行っていただきます。
・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・ミーティング

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

交通誘導警備員（ガードマ
ン）

1人

プラント出入口でのダンプ、トラックなどの作業
車両の誘導及び安全確認。
通行車両並びに近隣住民の方にも迷惑がかからな
いよう、気配りしながら業務にあたっていただき
ます。

宮城県仙台市青葉区本町
１丁目１３－２２　仙台
松村ビル７Ｆ

フコク資材　株式
会社

雇用期間の定めなし

　
警備員など経験者優遇 岩手県下閉伊郡岩泉町

鉄筋工「建設」

1人

鉄筋の加工および組立業務に従事していただきま
す。
・鉄筋加工場にて鉄筋を切断し、曲げ加工したも
のを建築現場や土木工事現場にて組み立ておよび
取付作業

岩手県宮古市松山５－１
７－１

有限会社　因幡鉄
筋工業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

訪問看護／ゆずる

3人

訪問看護ステーションからの訪問看護業務
（管理者候補、一般）
※訪問看護事業所で高齢者や障がい者（児）に対
する
・状態観察

東京都渋谷区干駄ヶ谷３
－８－５

一般財団法人訪問
リハビリテーショ
ン振興財団雇用期間の定めなし

未経験者も歓迎します 岩手県宮古市

クリンクルー（崎鍬ヶ崎）
２

1人

請負先施設内外清掃業務を行います。
・掃除機、、モップ、ホーキ、タオル等掃除用具
を使用し、廊下、階段、各室清掃
・駐車場等清掃
・廃棄物の収集等になります。

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

看護職「看護」

1人

特別養護老人ホームふれあい荘において看護業務
に従事します。
・検温や血圧測定などの健康管理や、服薬管理
・社用車を使用し、利用者様の通院同行など


岩手県宮古市田老字養呂
地６番地２

社会福祉法人　田
老和心会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員（特別養護老人
ホーム）「介護」

1人

特別養護老人ホームおよび、短期入所生活介護事
業所の利用者への介護業務全般を行います。
・利用者への食事、入浴、排泄などの介護。
・レクリエーション活動等やその他雑務等を行い
ます。

岩手県宮古市田老字養呂
地６番地２

社会福祉法人　田
老和心会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

介護職／特別養護老人ホー
ム

1人

・施設利用者（特養・短期入所者）への介護サー
ビスの提供
（食事、入浴、排せつ、レクリエーション等）
・採用後おおむね３ヶ月間は日勤のみの勤務


岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
４地割１－２０

社会福祉法人　若
竹会　サンホーム
みやこ雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

港湾荷役作業員

1人

藤原埠頭にて港湾運送事業一貫での作業員として
従事して頂きます。
・貨物船の積込、荷揚げの作業
・フェリー定期船の固縛作業、客船の綱取り・放
し等

岩手県宮古市小山田１丁
目４４

宮古港湾運送　株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

介護職／デイサービス
「介護」

1人

デイサービス利用者への介護サービスの提供とな
ります。
・食事、入浴、排せつ介助
・レクリエーション等
・原則、送迎車の運転業務はありませんが、添乗

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
４地割１－２０

社会福祉法人　若
竹会　サンホーム
みやこ雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

     （10月31日時点の内容です）

　　１０月２８日　から　１０月３１日　までに受理した求人です。　  ＜次回発行日は　１１月１４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１１月７日発行  


