
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）
(1) 8時00分～18時00分

180,000円～400,000円

正社員 59歳以下 03010-17707381
変形（１年単位）
(1) 8時00分～18時00分

184,000円～414,000円

正社員 59歳以下 03010-17708681
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- 2710681
変形（１年単位）
(1)15時00分～ 0時00分

200,000円～250,000円

正社員 18歳以上 03030- 2714781
普通自動車免許ＡＴ

介護福祉士 (1) 8時00分～17時00分
150,000円～160,000円

正社員 64歳以下 03030- 2716281
変形（１ヶ月単位）
(1) 5時00分～14時00分

150,700円～153,300円 (2)10時30分～19時30分

正社員以外 不問 03030- 2717181
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時00分

141,200円～141,200円 (2) 5時30分～13時45分
(3)10時00分～18時30分

正社員以外 不問 03030- 2706781
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時00分

141,200円～141,200円

正社員以外 不問 03030- 2707881
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
128,680円～148,000円

正社員 64歳以下 03030- 2709181
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

128,117円～162,750円

正社員 不問 03100- 1899781
車両系整地掘削用運転
車両系基礎工事用運転 (1) 8時00分～17時00分

317,200円～317,200円

正社員 不問 04020- 5905381

(1) 8時00分～17時00分
219,600円～268,400円

正社員 不問 04020- 5906681
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～16時30分
144,000円～160,000円

正社員以外 不問 03030- 2701381
普通自動車免許ＡＴ
簿記検定（日商２級） (1) 8時30分～17時15分

166,500円～184,500円

正社員 35歳以下 03030- 2705481
変形（１年単位）
(1) 8時10分～17時10分

200,000円～400,000円

正社員 64歳以下 03030- 2697681
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
140,000円～165,000円

正社員 35歳以下 03010-17410481
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
257,389円～305,190円

正社員 59歳以下 20070- 5309481
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～18時00分
175,000円～283,291円

正社員 40歳以下 03010-17266981

1

     （7月13日時点の内容です）

　　７月９日　から　７月１３日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　７月２６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

建設業仮設足場工事の営業
その他（宮古営業所）

5人

架設足場リースの営業

・主に建設、建築、塗装業等の事業所を訪問して
いただき　　ます。　　　　　　　　　　　　　
・社内での雑務、現場での写真撮り、採寸等。

岩手県盛岡市津志田２７
地割３７番地１５号【求
人票送付先指定あり】

有限会社　新鋭

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

建設業仮設足場工事の作業
員（宮古営業所）「建設」

5人

＊仮設足場の組立・撤去作業
＊社内での雑務、現場での写真撮り、採寸等

若年者また高齢者や足場作業主任者など無資格者
は高所作業はありません。現場内での資材運搬等

岩手県盛岡市津志田２７
地割３７番地１５号【求
人票送付先指定あり】

有限会社　新鋭

雇用期間の定めなし

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

調理補助（つぼ八）

2人

チェーン店居酒屋での調理業務全般に従事してい
ただきます。食材の仕込み、調理、盛付け、調理
器具や食器類の洗浄などを行います。メニューは
チェーン店定番品の他、旬の料理などもありま
す。その他、掃除等行います。

岩手県宮古市近内第４地
割５２－３　ラフィネＡ
１０２

株式会社　マルセ
イユ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

訪問介護員「介護」

1人

町内の利用者の方のお宅に訪問し、生活援助、身
体介護等の業務を行います。移動は自家用車を使
用していただき、交通費は別途支給となります。
未経験の方には担当者が同行いたします。随伴時
の移動は介護、福祉タクシーを使用します。

岩手県下閉伊郡山田町川
向町６－１１

有限会社　山崎タ
クシー

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

調理員≪急募≫

1人

入院患者２３５名の食事調理にあたり、主に盛り
付け、配膳、下膳、食器洗浄機による作業をして
いただきます。調理員は２０名で交代勤務です
が、勤務時間などについては相談に応じます。入
職後は、業務を行いながら責任を持って指導しま

岩手県宮古市板屋一丁目
６－３６

医療法人財団　正
清会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

調理員

1人

当施設利用者の給食（朝、昼、夕食）１回約１１
０食分の調理、食器洗浄、清掃等行います。立ち
仕事となり、食材運搬等体力を要します。



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

調理員（日勤）

1人

当施設利用者の給食（朝、昼、夕食）１回約１１
０食分の調理、食器洗浄、清掃等行います。立ち
仕事となり、食材運搬等体力を要します。



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

事務

1人

主に品質管理書類作成を行います。水産加工の
日々の生産管理記録作成（パソコン使用）管理、
ラベル発行確認業務、送り状作成、電話、来客対
応となります。
将来は各種伝票の起票、帳簿の記帳、給与計算

岩手県下閉伊郡山田町船
越９－２１５－３

有限会社　マイコ
ンフーズ

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード・
エクセル）が出来る方

岩手県下閉伊郡山田町

作業員（岩泉営業所）

1人

＊主な業務は産業廃棄物（廃プラスチック、木、
コンクリー　ト、アルミなど）の分別および選別
作業となります。
　（屋内での作業となります。）
　その他、場内の片づけ作業など付随する業務

岩手県久慈市長内町３７
－１２－８

有限会社　陸中商
会

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≪岩手県
≫

1人

◎土木工事現場にて、主に重機オペレーターとし
ての作業と
　手元作業をおこなっていただきます。

＊現場へは乗り合わせ、または直行直帰で向かい

宮城県石巻市蛇田字新沼田
３６番地　市営新西前沼第
１復興住宅Ａ－３１４

株式会社グロー

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木作業員≪岩手県≫

4人

◎土木工事現場において土木作業、主に手元作業
を担当して
　いただきます。

＊必要な資格に関しては、入社後資格取得支援あ

宮城県石巻市蛇田字新沼田
３６番地　市営新西前沼第
１復興住宅Ａ－３１４

株式会社グロー

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

在庫管理及び配達員

1人

菓子の在庫管理を行います。在庫数の確認と記
録、和菓子の個包、箱詰め、包装、店内の清掃業
務。また注文による町内配達や状況により盛岡店
までの配達をお願いする場合があります。配達は
社用車（ライトバン）を運転します。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字下宿３７

有限会社　中松屋

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

税務会計スタッフ

2人

税務会計業務を行います。お客様の会計帳簿の精
査、巡回指導等を行います。専用ソフトでのデー
タ入力、エクセル、ワードでの書類作成、電話対
応等になります。外出用務の際は自家用車使用と
なります。税理士を目指している方歓迎致しま

岩手県宮古市黒田町６番
２２号

株式会社　佐々木
鳥居会計事務所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

生産管理及び品質管理

1人

主に官公庁の制服を製造しています。工場内での
製品の生産指示や工程管理、品質管理の業務に従
事していただきます。パソコンを使用したデータ
入力作業も行っていただきます。

岩手県宮古市蟇目８－１
２０

有限会社　興亜被
服工業所　宮古工
場雇用期間の定めなし

パソコン（ワード・エク
セル）基本操作できる方
縫製の生産管理経験者 岩手県宮古市

消防用設備の点検作業及び
工事（宮古営業所）

1人

・社用車（普通車）にて、事業所（ビル、工場、
店舗）の消　防用設備の点検作業及び工事全般を
行います。
・その他、指示された業務及び付随する業務。


岩手県盛岡市上堂３－６
－３３

株式会社　ダイト
ク

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

法人向けルート営業

1人

金属の素材板をプレート状に加工した「カスタム
プレート」の営業を行います。
生産現場で大量に必要となる製品のため、１個の
導入に時間をかけるより、フットワーク軽く取引
を増やしていきます。

長野県千曲市大字上徳間
５５３番地２号

株式会社　フェ
ニックスメタル

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

福祉用具の相談員（宮古）

1人

福祉用具のレンタル・販売・住宅改修に係る、相
談提案営業・納品・集金・契約等。

ケアマネージャー等と連携し利用者の身体に合っ
た福祉用具を選定、納品、福祉用具の使い方、契

岩手県紫波郡矢巾町流通
センター南１丁目７－８

株式会社　サンメ
ディカル

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。 

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 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 フルタイム 

平成３０年７月１９日発行  



変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

130,000円～150,000円

正社員 59歳以下 03030- 2683781
普通自動車免許一種

140,000円～180,000円

正社員 64歳以下 03030- 2685281
変形（１年単位）
(1) 8時00分～16時30分

160,000円～180,000円

正社員 59歳以下 03030- 2686181
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分

181,600円～231,700円 (2) 8時30分～12時30分

正社員 59歳以下 03030- 2687081
看護師又は
准看護師 (1) 8時30分～17時30分

180,000円～200,000円 (2) 8時30分～12時30分

正社員 不問 03030- 2689681

(1)15時00分～23時00分
150,000円～280,000円

正社員 18歳以上 03030- 2694181
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 5時00分～21時00分
330,000円～450,000円 (2) 7時00分～21時00分

正社員 59歳以下 13170-30596281
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 5時00分～21時00分
200,000円～350,000円

正社員 59歳以下 13170-30601181

2

従業員宿舎の調理全般に関
する業務／住み込み単身者

3人

建築現場の宿舎において従業員様への対応、食事
の用意等、日々の暮らしを支える業務を担ってい
ただきます。

＊調理

東京都三鷹市牟礼６－１
５－１１　木部建設株式
会社内

Ａｓｉａｎ　Ｓｔ
ａｆｆ　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

★従業員宿舎の施設管理及
び調理／住み込み夫婦

4人

従業員様への対応、食事の用意、宿舎の清掃、お
風呂の準備等の従業員方々の日々の暮らしを支え
る様々な業務を担っていただきます。
＊調理、食材の仕入れ、発注、管理。
・仕込み、調理盛り付け。

東京都三鷹市牟礼６－１
５－１１　木部建設株式
会社内

Ａｓｉａｎ　Ｓｔ
ａｆｆ　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

調理補助・ホール

1人

厨房内において調理の補助的作業（調理者の指示
により、野菜カットや調理の下ごしらえ、準備、
盛り付け、飲み物作り、食器・調理器具の洗浄、
食材の在庫確認等を行います）
ホールにおいて接客業務（お客様のご案内、注文

岩手県宮古市大通１－４
－１３

居酒屋　大ちゃん

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

正看護師・准看護師「看
護」

1人

当病院において、外来患者さまへの看護業務に関
する全般を担当していただきます。医師の指示の
もと、注射や採血、点滴などの業務を行っていた
だきます。


岩手県宮古市新町４－３
１

松井内科医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

医療事務

1人

医療事務に係る業務を行っていただきます。受付
窓口での患者様の対応（受付・精算等）、レセプ
ト入力、パソコン入力業務、電話対応、その他付
随する業務を行います。事務スタッフは他２５名
おります。

岩手県宮古市大通一丁目
３－２４

後藤泌尿器科皮膚
科医院

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード・
エクセル）可能な方 岩手県宮古市

事務員

1人

事務業務全般を担当していただきます。パソコン
を使った請求書、文書作成。給料に関する事務
（税理士の指導あり）。また来客・電話対応もあ
ります。
繁忙期の水産加工手伝いはありませんが、まれに

岩手県下閉伊郡岩泉町小
本字小成１３０－１

有限会社　竹下水
産

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード・
エクセル）

岩手県下閉伊郡岩泉町

水産加工員

1人

水産加工作業（ホタテ、ウニ、鮮魚）を行ってい
ただきます。合わせて、トラックで山田魚市場他
近郊の市場から事業所まで運搬業務もお願いしま
す。


岩手県下閉伊郡山田町境
田町４９５番地１

貫長水産　株式会
社

雇用期間の定めなし

又は 6時00分～16時00分
の間の6時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

オイルシールの仕上げ・検
査

3人

受注製品の型に加工されたオイルシールの仕上げ
及び検査業務を行っていただきます。その他、付
随する業務となります。主に自動車エンジン部分
に使用するものを、製造しています。


岩手県下閉伊郡岩泉町小
本字長内２６

岩手アライ　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町


