
栄養士 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～16時30分

163,700円～167,700円 (2) 8時30分～17時00分

正社員 59歳以下 03030- 1322681
調理師 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～16時30分
163,700円～167,700円 (2) 8時30分～17時00分

正社員 59歳以下 03030- 1323981
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

玉掛技能者 (1) 8時00分～17時00分
小型移動式クレーン 264,000円～330,000円

正社員 64歳以下 01230- 6957481
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

玉掛技能者 (1) 8時00分～17時00分
移動式クレーン運転士 264,000円～352,000円

正社員 64歳以下 01230- 6961081
中型一種（８ｔ限定）

(1) 8時00分～17時00分
175,000円～250,000円

正社員 60歳以下 03030- 1308981
管理栄養士 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時00分
144,500円～169,500円 (2) 8時30分～12時00分

正社員以外 不問 03030- 1310881
看護師又は
准看護師 (1) 8時30分～17時30分

普通自動車免許ＡＴ 220,000円～300,000円

正社員 64歳以下 03030- 1312181

(1) 8時30分～17時30分
165,000円～207,000円

正社員 45歳以下 03030- 1313081
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～16時45分
158,000円～163,500円

正社員 35歳以下 03030- 1314381

(1) 8時45分～17時30分
194,650円～227,907円

正社員 35歳以下 04010-22766081
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 4時15分～12時15分
136,700円～164,200円 (2) 7時00分～15時00分

(3)14時30分～22時30分

正社員以外 18歳以上 02020- 5022081
自動車整備士（３級） 変形（１年単位）

(1) 9時00分～17時30分
169,000円～250,000円

正社員 59歳以下 04010-22479681
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
315,800円～558,140円

正社員 59歳以下 04010-22488981
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 9時30分～19時00分
160,000円～184,000円

正社員 59歳以下 03010- 8134381

(1) 8時30分～17時15分
129,990円～150,570円

正社員以外 不問 03030- 1295581

1

一般事務補助／宮古土木セ
ンター

1人

宮古土木センターにおいて、職員の指示のもと、
パソコン（ワード・エクセル）を使用してのデー
タ入力作業、各種書類のコピー作業、郵便物の発
送・収受、電話・来客対応等となります。


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）操作できる方

岩手県宮古市

商品管理及びピット作業
（宮古市）

1人

商品管理及びピット作業員として下記の業務を
行っていただきます。
・ピット作業補助
　タイヤ交換、タイヤ洗い、交換後のタイヤの袋
詰め等

岩手県盛岡市津志田町一
丁目５－２１

株式会社　ブリヂ
ストンリテール岩
手雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

現場監督（建築部門）［岩
手県］

1人

マンション・オフィスビル・商業施設・病院・工
場等
様々な現場での建築施工管理を行っていただくお
仕事です。
多種多様な物件に携わることも可能ですので、就

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３年以上
ＣＡＤ操作経験１年以上

岩手県宮古市、他

自動車整備士［岩手県内支
店］

3人

・トラック、バス、乗用車の整備、法定点検、車
検
・車輌回送、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 岩手県宮古市、他

総合職【八戸市】

2人

◇川崎近海汽船株式会社の経営する八戸／苫小牧
における
　フェリー業務
１．予約及び集荷、集客業務
２．乗船券の販売及び改札に関する業務

青森県八戸市大字河原木
字海岸２５　フェリー
ターミナル

シルバーフェリー
サービス株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

一般的なパソコン技能 岩手県宮古市、他

事務職［宮古市］

1人

事務処理全般
・伝票入力、小口現金管理、事務用品管理
・郵便物発送、収受、電話応対
・売掛チェック、請求書作成等


宮城県仙台市若林区卸町
東５丁目７－１

西尾レントオール
株式会社　東北営
業部雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

製品梱包積込作業員／正社
員

1人

工場内において、解袋作業、出来上がった製品
（肥料や化学肥料）を２０キロや１ｔ用の袋詰め
梱包作業（機械操作）、フォークリフトを運転
し、トラックへの積み込みを行います。


岩手県宮古市小山田１丁
目７番地

コープ朝日興産
株式会社　宮古事
業部雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

レーザーマーカー業務

1人

レーザー加工機にて社内で生産された完成品に文
字や図形を刻印する作業です。製造図面に印字さ
れているバーコードを読み込むと、印字する文字
がパソコン上に表示され、製品をレーザー加工機
にセットし、ボタンを押すだけで刻印されます。

岩手県宮古市松山第１地
割２９番地１

パンチ工業株式会
社　宮古工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師「看護」

1人

訪問看護を行います。利用者様宅へ訪問し在宅療
養の支援をしていただきます。採用後しばらくは
２人１組での訪問となります。訪問時は社用車
（ＡＴ軽自動車）を使用します。訪問のない時間
帯には、場合によりデイサービスの看護業務を

岩手県宮古市山口５丁目
８番２号

株式会社　かがや
きライフ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

管理栄養士

1人

当施設は、ご利用者様の給食（朝、昼、夕）１回
約１１０食分を提供しております。主に、栄養管
理業務、パソコンを使用した献立作成、食材発注
業務等をしていただきます。また、調理業務にも
従事していただきます。

岩手県宮古市崎山第５地
割９４番地

社会福祉法人　若
竹会　わかたけ学
園雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

収集車運転業務

1人

ゴミ収集車の運転業務に従事していただきます。
４ｔ車の運転となります。エリアは岩泉町内より
収集し、宮古市までの運搬となります。その他付
随する業務をおこなっていただきます。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字鼠入川６６

中央第一総合　有
限会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

重機オペレーター（北海
道・岩手県・福島県・宮城

10人

建設業を中心とした重機施工の重機の運転手業務
を行っていただきます。

＊就業場所は、道内一円・岩手県・福島県・宮城
県になりま　す。

北海道札幌市白石区栄通
１７丁目１７番１０号
さくらハイツ１０１号

株式会社　上原興
業

雇用期間の定めなし

建設機械オペレーター経験
者（必須）

岩手県宮古市、他

土木作業員（北海道内・東
北近郊）

10人

建設業を中心とした、土木作業業務の全般を行っ
ていただきます。

＊就業場所については、北海道内・東北近郊にな
ります。

北海道札幌市白石区栄通
１７丁目１７番１０号
さくらハイツ１０１号

株式会社　上原興
業

雇用期間の定めなし


　

岩手県宮古市、他

調理師

1人

２０１５年１１月から認定こども園となり、給食
は他の業者に委託していました。２０１８年４月
から自園で給食を用意いたします。仕事内容は、
０～５歳児並びに教職員約１６０食分の昼食とお
やつの制作となります。０歳児は離乳食から行っ

岩手県宮古市西町３丁目
３－２６

学校法人　岩手キ
リスト教学園　認
定こども園　宮古
ひかり

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

栄養士

1人

２０１７年６月から栄養士２人体制で献立作成、
材料等の発注等や厨房に入って調理師・調理員と
共に給食の作成を行ってきました。４月末をもっ
て栄養士のパート職員が退職することから、現栄
養士と採用させていただく方と正規雇用での栄養

岩手県宮古市西町３丁目
３－２６

学校法人　岩手キ
リスト教学園　認
定こども園　宮古
ひかり

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

     （3月30日時点の内容です）

　　３月２７日　から　３月３０日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　４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 

平成３０年４月５日発行  



普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）
(1) 6時30分～15時00分

140,000円～230,000円 (2)13時30分～22時00分

正社員 59歳以下 03030- 1296481

(1) 8時30分～17時30分
165,000円～207,000円 (2) 9時00分～18時00分

正社員 35歳以下 03030- 1299281

(1) 8時30分～17時30分
165,000円～207,000円 (2) 9時30分～18時30分

正社員 40歳以下 03030- 1300481

(1) 9時00分～18時00分
124,574円～124,574円

正社員以外 不問 03030- 1301781
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 6時30分～15時00分
140,000円～190,000円 (2)13時30分～22時00分

(3)15時00分～23時30分

正社員 59歳以下 03030- 1304181

2

サービススタッフ

2人

ホテルおいて利用客に対する接客業務全般（フロ
ント、客室、レストラン等）に従事していただき
ます。
【フロント】チェックイン・チェックアウト時の
受付、清

岩手県宮古市日立浜町３
２－４

株式会社　浄土ヶ
浜パークホテル

雇用期間の定めなし

パソコンの基本操作
又は 6時30分～21時00分の
間の7時間程度

岩手県宮古市

在庫管理業務

1人

金型用部品の材料の補充・発注や品質管理を行う
業務です。データ入力などパソコンを使った操作
となります。専用ソフトを使用しての作業になり
ますが、エクセルでの簡単な集計業務もありま
す。

岩手県宮古市松山第１地
割２９番地１

パンチ工業株式会
社　宮古工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

材料入出庫業務

1人

主に金型用部品の材料の入出庫を行う業務です
（重いものを扱うものではありません）。入出庫
時は、専用端末を使用した簡単な作業になりま
す。未経験者も応募可能です。業務は立ち仕事に
なります。

岩手県宮古市松山第１地
割２９番地１

パンチ工業株式会
社　宮古工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ケーブル加工員

5人

電線を専用ハサミでカット及び準備加工、圧着・
ハンダ付け作業をしていただきます。
初めての方でも責任をもって作業していただけれ
ば指導いたしますのでご応募下さい。


岩手県下閉伊郡山田町豊
間根２－１０５－４

有限会社　八千代
ＴＥＣ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

営業フロント係

1人

ホテルフロントでのお客様への対応、精算業務
（パソコン使用）、電話による予約業務を行いま
す。また、お客様の送迎（普通自動車）や、法事
等の配達、時には宴会時の飲食サービスもありま
す。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字府金４８

株式会社　岩泉総
合観光

雇用期間の定めなし

パソコン（ワード・エクセ
ル）基本操作

岩手県下閉伊郡岩泉町


