
(1) 0時00分～ 9時00分
165,000円～175,000円

正社員以外 18歳以上 03030- 3994191
二級自動車整備士以上 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～17時30分
169,000円～250,000円

正社員 59歳以下 04010-76568491
第三種電気主任技術者
普通自動車免許一種 (1) 8時30分～17時20分

209,200円～285,000円

正社員 64歳以下 03010-27963791
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

139,100円～160,500円 (2) 9時00分～18時00分
(3)13時00分～22時30分

正社員以外 不問 03030- 3989391
中型自動車免許

８トン限定中型自動車 (1) 8時30分～17時30分
169,900円～174,040円

正社員以外 不問 03030- 3991891
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～17時00分
150,000円～200,000円

正社員 45歳以下 03030- 3992291

(1) 8時30分～17時15分
128,296円～128,296円

正社員以外 不問 03030- 3993591

(1) 8時30分～17時30分
160,000円～300,000円

正社員 不問 03060- 7235491
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 04010-76372791

(1) 6時30分～15時30分
140,000円～150,000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- 3982491

(1) 8時00分～17時00分
205,000円～205,000円 (2) 7時30分～16時30分

正社員以外 不問 03030- 3983791
中型自動車免許

(1) 8時30分～17時30分
168,800円～185,680円

正社員以外 不問 03030- 3986591
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

133,728円～151,200円

正社員以外 不問 03030- 3971391
保育士 変形（１ヶ月単位）

159,800円～224,300円

正社員 59歳以下 03030- 3972691
看護師 変形（１ヶ月単位）

159,800円～224,300円

正社員 59歳以下 03030- 3973991
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
346,000円～425,000円

正社員 59歳以下 03030- 3977291
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
272,000円～325,000円

正社員 59歳以下 03030- 3978591
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
180,800円～271,200円

正社員 不問 03030- 3979191

1

     （11月25日時点の内容です）

　　１１月１９日　から　１１月２５日　までに受理した求人です。　　 　 ＜次回発行日は１２月５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

販売員

1人

コンビニエンスストア（ローソン宮古千徳店）で
の販売に係る業務です。
・接客やレジ、商品の品出し、整理、店舗内外の
清掃等
・仕事に慣れてきた方には、商品の発注などの在

岩手県宮古市上村１丁目
９番３５号

有限会社　かなざ
わ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

自動車整備士

3人

・トラック、バス、乗用車の整備、法定点検、車
検
・車両回送、引渡し等整備、修理に関する業務

宮城県仙台市宮城野区中
野４丁目１０－１４

いすゞ自動車東北
株式会社

雇用期間の定めなし

自動車整備経験（大型自動
車整備経験者優遇）

岩手県宮古市　他

自家用電気工作物の保安業
務（県内９事業所）

2人

自家用電気工作物の保安業務（契約事業場の保守
点検・試験）を行う。

＊自家用電気工作物の工事維持・運用に係る実務
を４年以上

岩手県盛岡市向中野二丁
目１４番２１号

一般財団法人　東
北電気保安協会
岩手事業本部雇用期間の定めなし

岩手県宮古市　他

電気主任技術者の資格を有
し、４年以上の保安に関す
る実務経験があること　※

仕事の内容欄参照
（パソコン操作［エクセ介護職員（臨時）「介護」

1人

入所者の介護業務となります。
・入所者（１００名）の身の回りのお世話
・食事、入浴、排せつ、移動などの介助
・リネン交換、掃除、洗濯などの手助


岩手県下閉伊郡山田町山
田１６－９－１０

社会福祉法人　正
受会　特別養護老
人ホーム平安荘雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

自動販売機サービススタッ
フ

1人

ルート担当者（自動販売機の補充、売上管理者）
の補助業務
・製品仕訳、補充
・売上金、空容器の回収
・自動販売機の清掃活動

岩手県宮古市田鎖第９地
割６０－６

みちのくコカコー
ラボトリング株式
会社宮古営業所雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

営業

1人

アフラックの代理店として営業を担当していただ
きます。
・企業等を定期的に訪問し、情報提供等
　（新規団体開拓あり）
・ご契約者様の保全手続や、保険の見直し相談等

岩手県宮古市末広町２－
１３

株式会社　太田

雇用期間の定めなし

パソコン（ワード・エクセ
ル）基本操作

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
月未満）

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

測量設計技術者（宮古営業
所）

1人

宮古営業所において、測量調査に関する業務全般
を行っていただきます。

　・測量機等を使用しての測量業務全般
　・一般土木、農業土木の設計技術業務全般

岩手県奥州市水沢字赤土
田９－７

株式会社　中央測
量設計

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

測量士、測量士補、技
術士、ＲＣＣＭ、補償
業務管理士、農業土木
技術管理士、土地改良
補償業務管理者のいず

れか
現場管理補助（建築）

1人

※未経験・ブランクのある方も歓迎します！
建築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

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

未経験者歓迎 岩手県宮古市　他

鮮魚・加工品販売／正社員

1人

宮古市魚菜市場内の店舗において、鮮魚・加工品
の店頭販売を行います。
・商品陳列、品出し
・レジ操作、袋詰め
・店舗内清掃

岩手県宮古市近内２丁目
８－８

有限会社　後藤商
店

雇用期間の定めなし

又は 6時30分～17時00分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

土木作業員

1人

大浦漁港現場において下記の業務を行っていただ
きます。
・防潮堤や道路工事に伴う工事手元作業
・測量に関する手元作業


岩手県下閉伊郡山田町船
越第２２地割１２－２１

菱和建設　株式会
社　大浦漁港現場
事務所雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

セールスドライバー／中型

1人

・配達、集荷業務
・重量物の積み下ろし

＊エリアは宮古市～普代村です
＊中型車を使用します

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根２－１３－６

近物レックス　株
式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町　他

精密部品の検査

1人

空調の効いた明るい工場内で座って作業して頂き
ます。
拡大鏡や顕微鏡を使用し携帯電話、デジタルカメ
ラなどに用いられる精密電子部品（コネクタ）の
検査をして頂きます。細かい作業が得意な方に最

岩手県宮古市田鎖９地割
５５番地１

株式会社　エム・
アイ・テイー　東
北工場雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

保育士「保育」

6人

各園において、園児の保育業務全般を行っていた
だきます。
・保育実務
・日誌や園児の連絡ノート記載
・各計画の作成

岩手県宮古市赤前第３地
割１４－１１

社会福祉法人　慈
愛会

雇用期間の定めなし
／令和２年４月１日～

又は 7時00分～19時00分の
間の8時間

岩手県宮古市

看護師「看護」

1人

あかまえこども園において下記業務を行っていた
だきます。
・保育実務（０歳児クラス）
・日誌や園児の連絡ノート記載
・各計画の作成

岩手県宮古市赤前第３地
割１４－１１

社会福祉法人　慈
愛会

雇用期間の定めなし
／令和２年４月１日～

又は 7時00分～19時00分の
間の8時間

岩手県宮古市

営業／宮古営業所

1人

当事業所において、建設会社への建設機械・車両
（油圧ショベル、トラック等）レンタル販売の
ルート営業業務に従事していただきます。

○営業範囲：岩手県内

岩手県宮古市高浜４丁目
４４－１

東亜リース株式会
社　宮古営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

修理（保守管理）／宮古営
業所

1人

建設機械の修理、サービスマン補助業務全般
　
建設機械等の修理とメンテナンス業務に従事して
いただきます。
＜対象機械＞

岩手県宮古市高浜４丁目
４４－１

東亜リース株式会
社　宮古営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

建設作業員「建設」

2人

公共工事に従事していただきます。
・鉄骨組立、足場組立、内装作業、高所作業等
・土木作業、重機操作等

現場には社用車移動、または直行直帰となりま

岩手県下閉伊郡山田町織
笠第１６地割３番地３１

株式会社　宇野ビ
ルド

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町　他

◎ 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２８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

158,200円～271,200円

正社員以外 不問 03030- 3980691
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 62歳以下 03010-27713791
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 03010-27727691

2

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

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　みちの
りトラベル東北

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市　他

パソコンの基本的な操作
（ワード・エクセル）

※旅行代理業の業務経験者
優遇

建設作業員「建設」／短期
アルバイト

2人

公共工事に従事していただきます。
・鉄骨組立、足場組立、内装作業、高所作業等
・土木作業、重機操作等



岩手県下閉伊郡山田町織
笠第１６地割３番地３１

株式会社　宇野ビ
ルド

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町　他


