
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

173,000円～173,000円

正社員以外 不問 03030- 2238071

(1) 8時30分～17時15分
143,724円～192,850円

正社員以外 不問 03030- 2242771
大型自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 243,800円～243,800円

正社員 不問 02081- 1789971
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

土木施工管理技士1級又
は

300,000円～330,000円
土木施工管理技士2級

正社員 59歳以下 03010-12856571
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
140,409円～195,960円 (2) 9時00分～18時00分

正社員以外 不問 03030- 2233771
調理師 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
180,000円～180,000円

正社員 64歳以下 03030- 2236971
車両系基礎工事用運転
車両系整地掘削用運転 (1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 230,000円～299,000円

正社員 不問 01010-19946171
土木施工管理技士1級又

は
土木施工管理技士2級 (1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 230,000円～350,000円

正社員 不問 01010-19949671
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
180,000円～250,000円 (2) 9時00分～18時00分

(3)10時00分～19時00分

正社員 59歳以下 03010-12724671
普通自動車免許一種

（通勤用） (1) 8時00分～17時00分
130,200円～130,200円

正社員以外 不問 03030- 2227271
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

139,800円～140,000円

正社員 35歳以下 03030- 2230671
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(免許取得後１年以上) (1) 9時00分～18時30分
154,800円～154,800円

正社員以外 不問 13130-15903371
普通自動車免許一種

介護支援専門員 (1) 8時30分～17時00分
192,750円～192,750円

正社員以外 不問 03030- 2222671

(1) 8時30分～17時15分
128,940円～149,520円

正社員以外 不問 03030- 2223571
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

150,000円～250,000円

正社員 59歳以下 03030- 2226871

(1) 8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし 170,000円～210,000円

正社員 59歳以下 04010-33898971
小型船舶操縦士及び
海技士(航海)４級 (1) 9時00分～17時45分

147,400円～147,400円

正社員 39歳以下 03010-12562671
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時30分
146,880円～163,200円

正社員以外 不問 03030- 2205371
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

120,960円～120,960円

正社員以外 不問 03030- 2208471

1

測量補助

2人

宮古市鍬ヶ崎地区において、区画整理事業の測量
全般に従事していただきます。測量士の指示に従
い作業を行います。現場、直行直帰となります。
測量経験あれば尚可。


岩手県宮古市保久田６－
２　コーポ８　２号室

株式会社　日測
宮古事務所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

菌床椎茸栽培

2人

菌床椎茸栽培および作業管理一般を行っていただ
きます。発生操作、採取、粗選別、出荷作業など
が主な業務となります。経験のない方でも丁寧に
指導致しますので、ご応募下さい。就業場所まで
自力で通勤可能な方を希望します。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字天間１７－１

岩泉町森林組合

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

岩手県警察職員【警備船航
海士】(釜石市又は宮古市)

1人

岩手県警察職員として海上における安全活動、犯
罪捜査、人命救助等を行う警備船の乗組員とし
て、航行等に関する業務（航海士）に従事しま
す。＊採用予定日平成２９年１０月１日又は平成
３０年４月１日。受験案内は岩手県警察本部警務

岩手県盛岡市内丸８－１
０

岩手県警察本部
警務課

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

一般事務［宮古市］

2人

一般事務及び営業事務、行政事務 宮城県仙台市青葉区本町２
丁目９－８　日宝本町ビル
２階

株式会社　スタッ
ド　東北支店

一般事務経験１年以上 岩手県宮古市

建設作業員「建設」

3人

主に宮古市内の各現場において、公共工事の河
川、道路等の土木工事現場において、土木作業に
従事していただきます。現場により直行直帰や会
社に一度出勤し社用車乗合で移動もあります。型
枠大工経験あれば尚可。

岩手県宮古市赤前１－２
８

長沢産業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務補助／水産振興セン
ター（期限付臨時職員）

1人

宮古水産振興センターにおいて、職員の指示のも
と、資料作成、パソコン（ワード・エクセル）を
使用してのデータ入力、書類整理、郵便物の発
送、収受、電話対応、来客対応等に従事していた
だきます。

岩手県宮古市五月町１番
２０号　宮古地区合同庁
舎内

岩手県沿岸広域振
興局

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）の基本操作ができる事

岩手県宮古市

介護支援専門員「介護」

1人

利用者の方のケアマネジメント業務を行います。
介護サービス計画の作成、居宅サービス事業者と
の連絡調整を行う業務に従事していただきます。
外出の際には、当事業所の公用車を使用していた
だきます。

岩手県宮古市宮町一丁目
三番五号

新岩手農業協同組
合　宮古支所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

軽四セールスドライバー
宮古市（長期）

2人

＊軽四自動車（会社所有）で小口荷物を配達する
お仕事です

東京都江東区新砂２－１
－１７

佐川急便株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 岩手県宮古市

ガソリンスタンドスタッフ
（正社員）

1人

主な仕事の内容は当社のガソリンスタンド内（宮
古給油所（大通）、千徳給油所、黒森給油所のい
ずれか）でのお客さまへの接客応対、給油、洗車
等のサービス業務、軽作業等となります。交替制
による勤務あります。危険物乙４種お持ちの方尚

岩手県宮古市大通３－６
－３５

中屋石油　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理員

1人

千徳デイサービスセンターの利用者の昼食やおや
つ、配食サービス利用者の弁当合わせて、約５０
食分の調理業務を行います。盛付、食器洗浄、食
材発注も行います。調理は他３名おります。弁当
配達は他担当がおりますので、配達はありませ

岩手県宮古市宮町一丁目
三番五号

新岩手農業協同組
合　宮古支所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

各部門チーフ又はチーフ候
補

5人

岩手県内５３店舗のいずれかのスーパーマーケッ
ト内において下記の業務を行っていただきます。
食品スーパーマーケット各部門（青果・水産・食
肉・デリカ・一般食品）での発注作業、商品管理
作業他。その他、付随する業務および指示された

岩手県盛岡市東安庭２丁
目１番３０号

株式会社　ベル
ジョイス（旧
（株）ジョイス）雇用期間の定めなし 食品スーパーマーケットで

の実務経験又は業務関連
（水産・食肉・調理）経験

者 岩手県宮古市、他

土木施工管理技士（岩手県
岩泉町）

2人

道路工事、水路工事他に伴う施工管理、工程管
理、安全管理業務等

札幌市中央区南４条西１
０丁目１０１０番３

エヌ・エス工業

岩手県下閉伊郡岩泉町

重機オペレーター（岩手県
岩泉町）

2人

造成工事、水路工事他に伴う重機オペレーター業
務全般

札幌市中央区南４条西１
０丁目１０１０番３

エヌ・エス工業

岩手県下閉伊郡岩泉町

調理師

1人

館内のレストランにて、昼食を主に提供する調理
業務。和食料理中心に新鮮な魚介類を調理したメ
ニューを取り扱っています。会食も提供する事が
あります。厨房内において、食材の仕込み、調
理、盛付け、清掃作業など行っていただきます。

岩手県宮古市臨港通１番
２０号

株式会社　宮古地
区産業振興公社
（シートピアなあ
ど）

雇用期間の定めなし

調理経験のある方 岩手県宮古市

職業指導員及び生活支援員

1人

利用者の就業指導及び生活支援を行います。店舗
等での販売接客、菓子製造や利用者さんの送迎業
務をする場合もあります。送迎車は軽自動車、車
イス車両を予定しております。イベントや祭事の
参加もあり、土日祝勤務可能な方希望します。

岩手県宮古市板屋三丁目
１１－１

社会福祉法人　自
立更生会　宮古ア
ビリティーセン
ター

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 8時30分～18時00分の
間の8時間

岩手県宮古市

土木建設工事技術者（宮古
作業所）「建設」

1人

土木工事の現場において施工管理業務に従事して
頂きます。工事の計画，立案、作業員の監督や指
導、資材や機械の手配、工事関係書類の作成・関
係機関との打合せ。諸手続提出等。その他上記に
付随する業務。業務にはマイカーを使用します。

岩手県盛岡市開運橋通１
－４０

柴田工業　株式会
社

雇用期間の定めなし

土木建設工事における施工
管理業務

岩手県宮古市

ダンプ運転手

3人

１０ｔダンプで砕石場より置き場までの砕石・砂
の運搬作業。＊急募＊即戦力になる方希望しま
す！！

青森県十和田市大字洞内
字豊良１番地３５

株式会社　ウェブ
コーポレーション

ダンプ運転歴５年以上必須 岩手県宮古市

事務補助

1人

東北地方整備局三陸国道事務所において、文書の
作成、管理、保管、電話対応、来客対応（お茶出
し）、パソコン（ワード、エクセル等）を使用し
ての書類の浄書等の一般事務（補助）となりま
す。

岩手県宮古市藤の川４番
１号

国土交通省　東北
地方整備局　三陸
国道事務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
ル等)が容易に扱える事

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

潜水補助員

1人

潜水作業前の準備、潜水士と水中作業中の連絡
（インターホン）業務、ウインチ操作等。ロープ
を結んだりするため、船の経験があればベストで
すが、全くなくても大丈夫です。漁船などの乗船
経験、小型船舶免許があれば尚良い。作業現場は

岩手県宮古市藤原２丁目
７－１９

株式会社宮古潜建

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

     （5月29日時点の内容です）

　　５月２３日　から　５月２９日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　６月８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 

平成２９年６月１日発行  



普通自動車免許一種 変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時00分

150,000円～150,000円

正社員 不問 03030- 2212071
調理師 交替制あり

普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） 160,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030- 2216471
大型自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 172,800円～216,000円

正社員 不問 09110- 1890571

2

運転手

1人

大型ダンプでの運搬作業です。プラントからアス
ファルト合材を積み、道路新設工事現場まで運搬
します。

栃木県日光市清滝３－７
－１６

株式会社　明和

岩手県宮古市

料理人（和食・洋食・創
作・寿司のいずれか）

2人

宿泊するお客様の夕食（宿泊数最大３０名）、会
食や法事料理、仕出し料理、その他併設の和食店
（座席数６０名）で主に海鮮、和食料理を調理、
食材の仕入れ、原価管理、清掃等に従事していた
だきます。仕入れの際は社用車使用。調理経験者

岩手県宮古市築地一丁目
１－３８

浄土ヶ浜海舟　株
式会社

雇用期間の定めなし

又は 6時00分～22時00分の
間の9時間程度

岩手県宮古市

事務員

1人

事務全般。建設の提出書類作成、給与・収支等の
帳簿への記帳。役場等への書類提出、銀行用務。
パソコンを使用しての入札・書類作成、そのほか
電話・来客応対等を行っていただきます。

岩手県下閉伊郡山田町長
崎２－５－１８

有限会社　藤沢組

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード・エ
クセル）の出来る方

岩手県下閉伊郡山田町


