
交通誘導警備業務検定２級

普通自動車免許一種 (1)8時30分～17時30分
あれば尚可 161,700円～191,100円 (2)8時30分～17時00分

正社員以外 18歳以上 交通誘導警備 04010-21278101
介護福祉士 交替制（シフト制）

(1)9時00分～18時00分
145,000円～160,000円 (2)8時30分～17時30分

普通自動車免許一種 (3)8時00分～17時00分

正社員 不問 03030- 1241601
介護職員初任者研修修了者

ホームヘルパー２級
普通自動車免許ＡＴ 165,000円～175,000円

正社員 不問 03030- 1242901

(1)8時00分～17時00分
244,160円～452,810円

正社員 59歳以下 04010-20947701
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
301,920円～535,230円

正社員 59歳以下 04010-21040301
普通自動車免許一種

(1)8時15分～17時15分
165,000円～250,000円

正社員 35歳以下 03010- 8470301
介護職員初任者研修修了者 変形（1ヶ月単位）
介護福祉士あれば尚可 (1)7時00分～16時00分

157,360円～157,360円 (2)8時30分～17時30分
(3)9時30分～18時30分

正社員以外 不問 03030- 1236101
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時15分～17時15分
140,000円～185,000円

正社員 不問 03030- 1239801
大型自動車免許 変形（1年単位）

普通自動車免許一種 (1)7時30分～16時30分
178,400円～200,700円

正社員 59歳以下 大型運転経験者 03030- 1231501
中型自動車免許 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
167,250円～200,700円

正社員 59歳以下 03030- 1232001
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

150,000円～200,000円

正社員 35歳以下 03030- 1235901
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時30分
150,000円～170,000円 (2)8時00分～12時00分

正社員 59歳以下 03040- 1914601
中型自動車免許 変形（1年単位）

普通自動車免許一種 (1)8時00分～17時00分
重機資格あれば尚可 155,260円～170,100円 (2)8時00分～16時30分

正社員以外 不問 03100- 1052001
１級土木施工管理技士 変形（1年単位）
２級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

いずれか 250,000円～420,000円
普通自動車免許一種

正社員 不問 03100- 1061601
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)10時00分～19時00分
155,000円～160,600円

正社員 64歳以下 04010-20314601
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)10時00分～19時00分
155,000円～160,600円

正社員 64歳以下 04010-20315901
変形（1年単位）

210,000円～210,000円
雇用期間の定めなし

正社員 35歳以下 14010-18841401

1

事業所名
求人番号

交通誘導警備業務

2人

東北電力・ユアテック企業グループの一員とし
て、岩手県内各地において電気工事作業に伴う歩
行者や通行車両の交通誘導警備を行う仕事です。
※現場は岩手県内の複数箇所です。

株式会社　トーク
ス

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

宮城県仙台市宮城野区五
輪１丁目１７－４７

岩手県宮古市、他

     （4月17日時点の内容です）

　　４月１３日　から　４月１７日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　４月３０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

訪問介護　サービス提供責
任者

1人

サービス提供責任者として、事務所においての訪
問介護サービス提供業務全般
・訪問介護計画書の作成
・利用申し込みに関わる調整
・介護支援専門員との連携調整

岩手県宮古市新町２－６ 介護サービス　株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護支援専門員（ケア
マネージャー）

ホームヘルパー（正社員・
地域ヘルパー）

2人

市内に住む利用者様のご家庭を訪問し（１日に対
応する利用者は平均６人程です）以下の業務を
行っていただきます。
・食事、入浴、排せつの介助や、炊事
・掃除、洗濯といった日常生活の手助けなど

岩手県宮古市田鎖３－８ 株式会社　みやこ
ケアセンターみや
こ雇用期間の定めなし

又は6時00分～19時00分の
間の8時間

岩手県宮古市

現場管理補助（建築課）

1人

建築工事における管理業務補助（現場監督）を
行って頂きまます。
・工程管理（写真撮影及び管理、作業員への作業
内容の伝達及び確認）
・現場での安全管理・書類作成・ミーティングな

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

現場管理（電気設備課）

1人

建設現場における電気設備工事の管理業務に従事
して頂きます。
現　場：工程管理、安全・品質管理、写真撮影等
事務所：書類作成、写真管理、データ入力等
ＰＣは基本操作(エクセル・ワード)が出来れば問

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：１年以上 岩手県宮古市、他

業務全般（宮古営業所）

1人

宮古営業所において以下の業務を担当していただ
きます。
○得意先への商品配送（エリア：宮古市近郊が中
心）
＊経験がない方でも丁寧に指導しますので安心し

岩手県紫波郡矢巾町大字
広宮沢第５地割３１５番

株式会社　三ツ星
商会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員

2人

特別養護老人ホーム利用者の方への介護業務を行
います。
・具体的には、日常生活の支援（移動、食事、入
浴、排せつ介助、レクリエーション等）の仕事で
す。

岩手県宮古市川井第２地
割２４－３

社会福祉法人　川
井心生会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

記録が一部PC入力となりま
すが、初心者でも十分入力
できます。採用後に徐々に

慣れてもらいます

生コン車運転手

1人

・お客様から注文を受け、生コン車の運転業務
・構内の清掃、道路維持
・車両点検、洗車等
・運搬範囲は山田町内

株式会社　阿部組

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町織
笠第１４地割ー３２

岩手県下閉伊郡山田町

機械オペレーター（超硬研
磨機）

2人

・精密金型の部品加工をしています。加工に合わ
せて超硬研磨機で　精密な加工をする工程を担当
していただきます。
＊担当に就く前に試用期間を設け、各工程での作
業内容や基礎を研修していただきます。

岩手県宮古市津軽石第１
４地割１００番地２

有限会社　エム
デー

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木作業・重機オペレー
ター

1人

・一般土木作業に従事
・トラック運転業務（重機等の回送作業）
・有資格者の方は重機（バックホー）の運転作業
業務　資格がない方は土木作業での応募も可、入
社後取得をしていただきます。取得費用は会社負

岩手県下閉伊郡山田町織
笠第１４地割ー３２

株式会社　阿部組

雇用期間の定めなし

建設業で働いた経験 岩手県宮古市、他

車両系建設機械(基礎工事
用)運転技能者あれば尚可

生産管理

1人

生産管理及び付随する業務全般となります。
・受発注管理（得意先・仕入れ先との製品、資
材・部材・成形材料）
・材料購買管理（納期管理、受入業務）
・工場工程管理（出荷、生産計画の立案、工程管

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
９地割３０番地

モルデック株式会
社　宮古工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務（宮古営業所）

1人

◎主力は屋根材のオーダーメイド生産、販売で、
他にキッチン、トイレ、サッシ等の住設機器、フ
ロア材等、国内主要メーカー品も取扱い、営業活
動をしています。これに関する電話応対、接客、
伝票入力処理等が主な事務業務です。

岩手県花巻市卸町１６ 株式会社　坂田建
材

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

商業簿記３級程度の知識、
パソコン操作（ワード、エ

クセル）

伐採作業員

1人

・下刈作業及び伐採作業
　（チェンソー及び刈払機を使用します）
・場合により、運搬作業を行なっていただく可能
性があります。
・高所作業有り（高所車両を使用）

岩手県久慈市山根町下戸
鎖第５地割２７番地１

山根林産企業組合

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

土木施工管理技士

2人

◆測量及び施工管理業務
【主な仕事内容】
・国道工事、護岸工事、砂防工事に係る施工管
理、工程管理安全管理
・発注者との打ち合わせ、日程調整等

岩手県九戸郡野田村大字
野田第２７地割１６０－
１

株式会社　さくら
綜合企画

雇用期間の定めなし

経験あれば尚可 岩手県宮古市、他

イエローハット軽整備ス
タッフ

3人

・主にタイヤ交換、オイル交換などのピット作業
全般
・カー用品等の販売、商品陳列、お客様対応
※自動車についての難しい知識や技術がなくても
大丈夫　未経験者の方にも親切に指導いたしま

宮城県仙台市太白区西多
賀４丁目４－１７

株式会社　ホット
マン

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

2人

ショップ運営に関する様々な業務に携わって頂き
ます。
・携帯電話販売や各種手続き業務
・お客様からのご相談対応
・販売促進の為のポップ作成、ディスプレイ変更

神奈川県横浜市西区みなと
みらい２－３－３クィーン
ズタワーＢ２６階

アイ・ティー・
エックス　株式会
社

又は9時30分～19時30分の
間の8時間

岩手県宮古市

（正）ドコモショップ宮古
店・携帯電話の接客販売ス
タッフ

イエローハット店頭販売ス
タッフ

3人

・カー用品の販売、レジ業務、簡単な事務処理業
務
・作業の受付、接客、品出し、発注、売場作り等
※自動車についての難しい知識がなくても大丈夫
　未経験の方にも親切に指導いたします。

宮城県仙台市太白区西多
賀４丁目４－１７

株式会社　ホット
マン

雇用期間の定めなし

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。 

◎ 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２年４月２３日発行  


