
(1) 8時30分～17時15分
125,868円～144,432円

正社員以外 不問 03030- 4015791
変形（１ヶ月単位）
(1)16時00分～ 9時00分

180,000円～180,000円

正社員 18歳以上 03030- 4016891
介護福祉士又は

介護職員初任者研修修了者 (1) 8時30分～17時15分
普通自動車免許ＡＴ 137,760円～144,320円

正社員以外 不問 03030- 4017291
変形（１年単位）
(1) 8時00分～18時30分

145,800円～145,800円 (2)21時30分～ 8時00分

正社員以外 18歳以上 03030- 4020691
普通自動車免許ＡＴ

(1) 2時00分～11時00分
151,920円～151,920円

正社員以外 18歳以上 03030- 4022491
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分
160,000円～180,000円

正社員以外 不問 04010-77450591
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

200,000円～200,000円

正社員以外 不問 03010-28261391
三級自動車整備士 変形（１年単位）
二級自動車整備士 (1) 8時45分～17時15分

普通自動車免許一種 166,000円～206,000円

正社員 59歳以下 03010-28277191
普通自動車免許ＡＴ

介護職員初任者研修修了者 (1) 8時30分～17時30分
132,720円～189,840円

正社員 64歳以下 03030- 4009291
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時00分
150,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03030- 4011391
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 04010-77322391
介護福祉士又は 変形（１ヶ月単位）
介護初任者研修 (1) 8時30分～17時30分

普通自動車免許ＡＴ 133,200円～154,880円 (2)11時00分～20時00分
(3)16時00分～ 9時00分

正社員 64歳以下 03030- 4003391
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分

140,000円～165,000円 (2)16時00分～ 9時00分

正社員 59歳以下 03030- 4004691
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 04010-76993391
美容師 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時30分～18時30分
150,000円～600,000円

正社員以外 不問 03030- 3997691
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

139,040円～139,040円

正社員以外 不問 03030- 3998991
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
216,000円～312,000円

正社員 不問 03030- 3999491
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
147,200円～168,000円

正社員 64歳以下 03030- 4000591

1

建築大工見習い「建設」

1人

当社施工請負各現場にて勤務
・住宅の新築工事、一般住宅やアパート等のリ
フォームの手元作業、他公共工事など
・現場の掃除、資材の準備や運搬、木造住宅の構
造組み立て、基礎工事など

岩手県宮古市田の神一丁
目２－３７

株式会社　佐々木
建設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

建築大工「建設」

1人

当社施工請負各現場にて勤務
・住宅の新築工事、一般住宅やアパート等のリ
フォーム工事の施行、他公共工事など
・取得免許によりトラック２ｔ車や社用車の運転
あり

岩手県宮古市田の神一丁
目２－３７

株式会社　佐々木
建設

雇用期間の定めなし

大工としての現場経験 岩手県宮古市、他

加工従業員

3人

当組合加工場において、以下の業務に従事してい
ただきます
・塩蔵品、乾燥物の加工および製造作業
・わかめ、昆布の等級別選別作業
・袋詰め、製品出荷

岩手県宮古市田老三丁目
２番１号

田老町漁業協同組
合（加工場）

雇用期間の定めあり（4ヶ月
以上）

岩手県宮古市

美容師

3人

当店舗にて、美容業務全般を行っていただきま
す。
・シャンプー、ブロー、ワインディング、カット
など
・その他に電話応対、店舗清掃

岩手県宮古市和見町７番
２２号

有限会社　プレス
テージ（美容室
ＰＲＥＳＴＩＧ
Ｅ）

雇用期間の定めあり（4ヶ月
以上）

岩手県宮古市

土木施工管理補助（現場事
務所）

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

岩手県宮古市、他

　
施工管理経験者

（ご経験が浅い方も可能で
す。ご相談ください。）

介護職「介護」

1人

介護の入所施設において介護業務全般を担当しま
す。
・各担当部署で利用者の方の入浴、食事、排泄等
の身体介護
・レクリエーションの実施

岩手県下閉伊郡山田町飯
岡第９地割２３－１

医療法人　晃生会
介護老人保健施設
さくら山雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

介護職員／小本「介護」

1人

小規模多機能型居宅介護事業所及びグループホー
ムでの介護業務を行います。
・利用者の方の日常生活支援
・レクリエーション
・送迎付き添い、介護（食事、入浴、排せつ介助

岩手県宮古市向町２番３
４号

有限会社　介護施
設　あお空

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

現場管理補助（電気設備）

1人

※未経験・ブランクのある方も歓迎します！
電気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

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

葬祭スタッフ

1人

葬祭業に関する業務全般
・霊柩搬送（病院から自宅・会館への移動）
・葬儀施行に関する葬家との打合せ
・祭壇の設営及び撤去作業
・納棺式の施行

岩手県下閉伊郡山田町中
央町１－５

有限会社　町民葬
祭

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

訪問介護員「介護」

1人

利用者に対する在宅介護業務を行います。
・調理、部屋の掃除、入浴、排泄、通院付添い
等。
・１日平均７件程度訪問（サービスの内容にもよ
ります）

岩手県下閉伊郡山田町大
沢４－３８－５

有限会社ヘルパー
はうす

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

自動車整備士（宮古営業
所）

1人

宮古営業所において自動車整備を行っていただき
ます。
・主にトラック（１～４ｔ車）の車検や点検の業
務
・定期点検、車検、故障時のメンテナンス等

岩手県盛岡市三本柳１－
２４

盛岡いすゞモー
ター　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

測量助手（宮古市）【短
期】

1人

・宮古市工事現場での測量補助業務
・急な斜面を歩いての測量業務あり
・上記に付随する業務及び指示された業務

※２０日間の短期の仕事です。

岩手県盛岡市南仙北二丁
目１４番２１号

小山田測量設計
株式会社

日雇

岩手県宮古市

販売員

1人

病院内店舗および従業員の管理業務

シフト管理
商品発注・管理
レジ打ち、棚卸

宮城県仙台市青葉区上愛
子字上遠野原９－５１

ワタキューセイモ
ア　株式会社　東
北支店雇用期間の定めあり（4ヶ月

以上）

岩手県宮古市

業務員（夜間）

1人

当社構内において下記の業務を行っていただきま
す。
・商品の仕分け作業
・ドライバーの荷扱いフォロー
・その他構内作業（片付け、清掃等）

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

合板工（交替制あり）／藤
原工場

1人

藤原工場において、合板の製造、加工業務を行い
ます。
・原木（丸太）を機械に挿入し、切断する作業
・切断した板を切削し、薄い単板に加工する作業


岩手県宮古市磯鶏２丁目
３－１

ホクヨープライ
ウッド株式会社宮
古工場雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護員／デイサービス「介
護」

1人

通所介護事業所の介護に関する業務全般
・身の回りの世話、食事、入浴、排泄、リハビリ
等の介助や見守りなど
・食事の準備や後片付け、レクリエーション業務
・洗濯、清掃、その他雑務等

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字森の越４番地１４

社会福祉法人　岩
泉町社会福祉協議
会雇用期間の定めあり（4ヶ月

以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

ホテル夜勤フロント

1人

ホテル宮古ヒルズステーション店において、フロ
ント係（夜勤）に従事していただきます。
・宿泊のお客様のチェックイン、チェックアウト
業務
・インターネットによる予約受付等の管理

岩手県宮古市和見町５－
１

ブリーズベイオペ
レーション６号　株
式会社　（ホテル宮
古ヒルズステーショ
ン店）

雇用期間の定めなし

パソコンによる文字入力の
基本操作 岩手県宮古市

事業所名
求人番号

１　事務補助員／税務課
（期限付臨時職員）

4人

宮古市役所税務課に勤務となります。
○市税等の申告に来庁した方の受付、申告書類等
の整理　　○その他庶務等職員補助業務（市税等
申告に係る業務補助）

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
未満）

岩手県宮古市

     （11月29日時点の内容です）

　　１１月２６日　から　１１月２９日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　１２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

◎ 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１２月５日発行  



普通自動車免許一種 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

160,000円～180,000円

正社員以外 不問 03030- 4002091
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 6時30分～15時30分
155,000円～167,000円 (2) 8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

正社員 不問 05020- 5181591
2級土木施工管理技士以

(1) 8時30分～17時30分
350,000円～480,000円

正社員 59歳以下 04010- 77314391

2

発注者支援業務

3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、施工管理、工事関係資料作成、積算等の
補助業務に従事して頂きます。

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

株式会社　エム
エーシー　仙台支
店雇用期間の定めなし

国交省発注土木工事の施行
管理経験者

岩手県宮古市

介護員　　　　「介護」

1人

＊グループホーム（２ユニット）１８名の入居者
の方々の介護業務全般に従事していただきます。
・食事、入浴、排泄、散歩、活動等の介助
・食事調理、後片付け、施設内清掃
・レクレーション活動

秋田県能代市浅内字中山
９２番地

株式会社　ラ・サ
ルーテ

雇用期間の定めなし

介護施設での勤務経験があ
れば尚可 岩手県下閉伊郡岩泉町

鉱廃水処理および施設維持
管理

1人

田老事務所において下記の業務を行っていただき
ます。
・旧坑道からの湧出水に処理剤を投入し廃水処理
・水質検査（ｐｈ値測定等）
・設備のメンテナンス作業（配管点検作業等）

岩手県宮古市小山田１丁
目７番地

ラサ工業株式会社
宮古事業所

雇用期間の定めあり（4ヶ月
以上）

岩手県宮古市




