
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
(1)9時00分～18時00分

174,400円～251,000円

正社員 59歳以下 03010-10525701
普通自動車免許ＡＴ 変形（1年単位）

(1)9時00分～17時30分
162,000円～162,000円

正社員以外 不問 03030- 1507101
２級土木施工管理技士
普通自動車免許一種 (1)8時30分～17時30分

350,000円～480,000円

正社員 59歳以下 04010-25813701
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～16時50分
168,000円～188,000円

正社員 35歳以下 03030- 1506901
介護職員初任者研修修了者 変形（1ヶ月単位）

介護福祉士 (1)8時30分～17時30分
ホームヘルパー２級 141,800円～158,200円

いずれか
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 介護業務経験 03030- 1502501
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
140,000円～150,000円

正社員 30歳以下 03030- 1487401
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

216,000円～388,800円

正社員 不問 03030- 1490301
変形（1ヶ月単位）

146,200円～151,360円

正社員以外 18歳以上 03030- 1493101
准看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
179,520円～342,720円

正社員以外 64歳以下 03030- 1499001
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
245,440円～459,520円

正社員 59歳以下 04010-25120701
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
132,000円～220,000円

正社員以外 不問 03010-10170101
管理栄養士 交替制（シフト制）

(1)5時00分～14時30分
188,100円～198,900円 (2)10時00分～19時00分

正社員 59歳以下 03010-10204501
栄養士 交替制（シフト制）

(1)5時00分～14時30分
163,100円～173,900円 (2)10時00分～19時00分

正社員 59歳以下 03010-10205001
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～17時00分
184,000円～200,000円 (2)16時15分～0時30分

正社員 18歳～45歳 03030- 1476601

(1)8時30分～17時15分
普通自動車免許一種 167,000円～167,000円

正社員以外 不問 03030- 1479401
介護福祉士

介護職員初任者研修修了者 (1)8時30分～17時15分
介護支援専門員 137,760円～164,000円

いずれか
普通自動車免許一種

正社員以外 不問 文字入力程度簡単なPC入力 03030- 1480201
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
運行管理者（貨物） (1)8時00分～17時00分

あれば尚可 250,000円～400,000円

正社員 59歳以下 04010-25035501
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
135,000円～150,000円

正社員 不問 03030- 1510501

1

事務／２

1人

当社事務所において下記の業務を行っていただき
ます。
・電話・来客対応
・倉庫番、社内外清掃など付随する業務
・外出用務（配達や集金）は社用車を使用

岩手県宮古市西町１丁目
７－３６

有限会社　東北ペ
イント

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市
パソコン操作（ワード・エ
クセル）の技能あれば尚可

     （5月25日時点の内容です）

　　５月１８日　から　５月２５日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　６月４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

人材コーディネーター（岩
手県沿岸部）

1人

病院や介護施設へ、派遣・人材紹介を行います。
・施設への求人開拓・自社サイトでの求人情報の
発信
・求職者の応募から就業までの対応・就業決定後
のフォロー

岩手県盛岡市開運橋通３
－４１　ダビンチビル２
階

株式会社　ヒロ
キャリアスタッフ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

パソコン操作（ワー
ド、エクセル、メール
等が補助なしで設定、

操作できる）
タイヤ配達及びピット作業
補助（アルバイト）

1人

当店において下記の業務を行っていただきます。
＊配達業務
・小型トラックを運転して宮古・田老・山田地区
が中心　主に乗用車用のタイヤ
＊ピット作業補助

岩手県宮古市実田二丁目
５－１

ダンロップタイヤ
東北（株）　タイ
ヤランド宮古店雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

岩手県宮古市

発注者支援業務［岩手県宮
古市］

3人

国土交通省東北地方整備局による公共工事の発注
者支援です。
施工管理、工事関係資料作成、積算等の補助業務
に従事していただきます。

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工
管理の経験

岩手県宮古市

介護職員

1人

ゆうゆうデイサービスサンターにおいて介護業務
全般を行っていただきます。
・送迎時及び入浴時の介助
・食事の介助及びトイレ誘導、見守り
・レクリエーション

岩手県宮古市八木沢第５
地割８５番地１

合同会社ライフサ
ポート・ゆうゆう

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

コンクリート製造

1人

当社プラント内において生コンクリートの製造に
従事します。
・機械を操作して生コンを製造するオペレーター
業務
・製造設備の点検、整備

岩手県宮古市藤の川１５
－７

宮古生コンクリー
ト　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

車両系建設機械（整
地・運搬・積込用及び
掘削用）運転技能者あ

れば尚可

事務職

1人

当社において事務業務に従事します。
・官公庁や元請事業者などに提出する工事関係書
類についてパソコンを使用し作成業務を行いま
す。
・書類の提出など主に市内へ外出用務をお願いす

岩手県宮古市宮町一丁目
３－４３

大坂建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

文字入力程度 岩手県宮古市

重機オペレーターおよび場
内責任者

2人

砕石場（田野畑村）において下記の業務に従事し
ていただきます。
・重機操縦による砕石の生産・製造・運搬業務
・上記業務に慣れてきたら、場内の生産管理、人
員管理、教育管理の責任者として管理的業務にも

岩手県宮古市磯鶏沖８－
２５

有限会社　リアラ
イズ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

車両系建設機械（整
地・運搬・積込用及び
掘削用）運転技能者

重機オペレーター経験また
は建設現場の経験あれば尚

可

ハンバーガー類の製造・販
売

3人

【販売】・お客様の注文の承りとお会計
　　　　・注文品を取り揃えてお渡し
　　　　・客席、トレイの清掃
　　　　・ハンバーガーの販売、接客
　　　　・ピーク時に備えるための仕込み、準備

岩手県宮古市宮町１－１
－３８

ヒロフーズ株式会
社　マクドナルド
１０６宮古店雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
又は6時00分～2時00分の間
の8時間程度

岩手県宮古市

准看護師／日勤

1人

当院では医療療養病棟２病棟、回復期リハビリ
テーション病棟２病棟があります。
・各病棟３０～４０床看護業務全般
　配属病棟は相談のうえ決定いたします。


岩手県宮古市保久田８番
３７

特定医療法人　弘
慈会　宮古第一病
院雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

施工管理補助（建築）

1人

未経験の方でも歓迎致します。
建設現場での現場監督の補佐（建築）に従事して
頂きます。
・デジカメ等を使用した写真の管理・整理
・ＰＣを操作（Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ）し、書類

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

葬儀、法事の施行補助（宮
古山田葬祭センター）

1人

当社「宮古山田葬祭センター」において下記の業
務を行っていただきます。
・祭壇、花環等の設置
・通夜、葬儀等の準備
・会葬品等の手配、配達

岩手県滝沢市鵜飼向新田
７－７５

株式会社　ＪＡラ
イフセレモ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

管理栄養士（宮古市）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと、下記
の業務を行っていただきます。
・入所者様への食事提供業務
・調理、盛付け、食器洗浄、献立、帳票作成
・栄養管理業務全般

岩手県盛岡市大通３丁目
３番１０号　七十七日生
盛岡ビル　９階

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

栄養士（宮古市）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと、下記
の業務を行っていただきます。
・入所者様への食事提供業務
・調理、盛付け、食器洗浄、献立、帳票作成
・栄養管理業務全般

岩手県盛岡市大通３丁目
３番１０号　七十七日生
盛岡ビル　９階

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

カウンター及びホールス
タッフ

3人

パチンコ、スロット店のスタッフとして、お客様
に快適に遊技をしていただくためのサービスを提
供する仕事となります。管理者候補としての採用
となります。
・カウンター業務

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中家２６－１

株式会社　ＪＥＣ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

介護支援専門員

1人

要介護者等からの相談に応じ、介護サービスの利
用調整や関係者間の連絡などを行っていただきま
す。
・家庭や施設への訪問
・各種申請手続き

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）
介護支援専門員

パソコンソフトへの入力
岩手県下閉伊郡岩泉町

介護支援専門員（ケア
マネージャー）

介護員／デイサービス

2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
・レクリエーション業務等
・利用者の送迎のため社用車（施設車、主にワン

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

配車業務（経験者）　【岩
手岩泉町】

1人

安全で効率的なトラックの運行を行うために配車
業務を行っていただきます。
必要な台数や所要時間を考慮して配車し、顧客や
ドライバーとの調整をお願いします。


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

配車業務 岩手県下閉伊郡岩泉町

◎ 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５月２８日発行  


