
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
(1) 9時00分～17時30分

177,000円～222,000円

正社員 59歳以下 03010-18180681
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時15分
124,644円～143,208円

正社員以外 不問 03030- 2737981

(1) 8時30分～17時15分
125,038円～144,834円

正社員以外 不問 03030- 2741181
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 04010-49552981
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時30分
140,000円～245,000円

正社員 59歳以下 04010-49580881
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時30分
215,000円～420,000円

正社員 59歳以下 04010-49581281
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

又は原動機付自転車免許 (1) 8時30分～17時15分
170,800円～206,500円

正社員 45歳以下 04010-49635781
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～18時00分

150,000円～160,000円

正社員以外 不問 04010-49685881
変形（１ヶ月単位）
(1)14時00分～22時00分

170,000円～181,000円

正社員 59歳以下 03010-18089781

(1)20時00分～ 5時00分
142,120円～142,120円

有期雇用派遣 18歳以上 03010-17890781
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
160,000円～180,000円

正社員 59歳以下 03030- 2733181
普通自動車免許一種
危険物取扱者（丙種） (1) 8時00分～17時00分

160,000円～160,000円

正社員 59歳以下 03030- 2734081
変形（１ヶ月単位）
(1)11時00分～20時00分

235,000円～245,000円 (2)13時00分～22時00分

正社員 不問 03030- 2736681
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

141,700円～141,700円

正社員 35歳以下 03030- 2723881
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時15分
212,730円～212,730円

正社員以外 不問 03030- 2724281
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 6時30分～15時00分
200,000円～250,000円 (2)13時30分～22時00分

正社員 59歳以下 03030- 2725181
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時20分
128,000円～130,000円

正社員 不問 03030- 2726081
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 9時00分～18時00分
209,600円～265,100円

正社員 59歳以下 03020- 1553981

1

ルート営業（宮古・８ｈ勤
務）／短時間

1人

・ルート営業（固定顧客管理）
・定期的にご契約頂いているお客様を訪問し、医
薬品の補充　や健康に関するアドバイスをする仕
事です。
・医薬品約６００アイテムなど、予防医学の観点

岩手県釜石市鵜住居町５
－８－２

株式会社　岩手中
京医薬品

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

配送係

1人

配送と社内工程を兼務していただきます。配送車
（キャラバン・バネット）で近隣の取引先工場へ
納品・引取りおよび内職者（個人宅）へ引取り・
配送、社内工程、その他付随する業務を行いま
す。

岩手県下閉伊郡岩泉町袰
野字赤鹿１２１－２

有限会社　岩泉ゴ
ム工業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

サービススタッフ（リー
ダー職）

1人

ホテルでの接客業務及び管理業務に従事していた
だきます。
宴会・レストラン・バーでの接客・案内・配膳・
片付け等を行います。またスタッフへの作業指示
や勤務シフトの管理なども行って頂きます。

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

期限付臨時職員（技能）／
宮古土木センター

1人

土木センターが所管する道路のパトロール業務及
び道路の維持修繕作業に従事します。道路状況の
確認や張り出した枝の刈り払いなどを行います。
また、県所有車両（公用車）の運転業務や、公用
車の維持管理業務も担当していただきます。

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）

岩手県宮古市

総務・経理

1人

社会保険・労働保険などの諸手続きや給与計算、
来客対応、電話応対など業務は多岐に渡ります。
パソコンでの資料や帳票作成があります。慣れて
きたら経理の業務も覚えていただきます。


岩手県下閉伊郡山田町豊
間根第２地割３１－１

株式会社　エフ
ビー

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

調理人

1人

平成２９年９月７日に山田町に新規オープンした
宿泊兼日帰り温泉施設「うみねこ温泉湯らっく
す」において、日帰り入浴及び宿泊するお客様に
対しての食事・飲食の提供に関する一切の業務を
お願いします。

岩手県下閉伊郡山田町川
向町１０－５

天翔水産株式会社
うみねこ温泉　湯
らっくす雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

ガス検針・配達

1人

ガスの検針、集金（軽トラックを使用）および灯
油配達（配達車２ｔトラック）をしていただきま
す。主に宮古市内となります。



岩手県宮古市磯鶏石崎５
番６号

有限会社　千崎商
事

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

配管工「建設」

1人

主に一般住宅の住宅設備、ガス設備、水道工事作
業をお願いします。水道管やガス管、関連器具な
どの取り付け工事、給排水設備を行っていただき
ます。現場は宮古市内となります。


岩手県宮古市磯鶏石崎５
番６号

有限会社　千崎商
事

雇用期間の定めなし

ＬＰガス関連経験か水道
工事経験のいずれか 岩手県宮古市

製品巻き取り業務（夜勤）
（山田町）

1人

派遣先事業所において下記の作業を行っていただ
きます。

・薄い金属を加工した製品を円型のリールに巻き
取る作業

岩手県盛岡市向中野３丁
目１８番２０号　２Ｆ
アクエリアスビル

株式会社　エムア
ンドエム　盛岡営
業所雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

学習塾講師（正社員）（宮
古市）

1人

学習塾での小中学生への指導。
新規入会希望者への対応、各種イベントの企画、
運営、掲示物の作成、月謝管理などを行っていた
だきます。
その他学習塾運営に関する業務の補助業務。

岩手県盛岡市本宮３－３
４－８

株式会社　ＭＤＳ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

医療事務［宮古市］

2人

◎調剤薬局における業務全般
・調剤薬局における医療事務
・処方箋や医薬品に関する受付、会計業務
・レセプトコンピューターによる請求事務
・その他、付随する業務　

宮城県仙台市青葉区一番
町１丁目９－１　仙台ト
ラストタワー２４階

株式会社　アイン
ファーマシーズ
東北支店　［アイ
ン薬局］

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

ＪＰ金融アドバイザー［東
北エリア／岩手県（１）］

10人

・お客様のお宅や企業の職場にお伺いして、かん
ぽ生命保険　の商品や投資信託・貯金商品など金
融商品を中心に販売す　る職種です。
・職務経歴は問いませんが「金融商品や保険商品
について知　識・関心がある方」は特に歓迎しま

宮城県仙台市青葉区一番
町１丁目１－３４

日本郵便　株式会
社　東北支社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

メンテナンスエンジニア
（宮古営業所）［宮古市］

1人

・建設機械及び車両等（油圧ショベル、発電機、
ダンプ等）　のメンテナンス、修理業務をしてい
ただきます。
　入出庫業務や出張整備、配達等を含みます。

宮城県仙台市青葉区中央
３丁目２－１　青葉通プ
ラザ３Ｆ

株式会社　セント
ラル　仙台営業本
部雇用期間の定めなし

建設機械のメンテナン
ス、修理経験のある方 岩手県宮古市

サービス（宮古営業所）
［宮古市］

1人

・建設機械及び車両等（油圧ショベル、発電機、
ダンプ等）　のメンテナンス、修理業務をしてい
ただきます。

宮城県仙台市青葉区中央
３丁目２－１　青葉通プ
ラザ３Ｆ

株式会社　セント
ラル　仙台営業本
部雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

現場管理（電気設備）［岩
手県］

1人

※ブランクがある方も歓迎します。
建設現場における電気設備工事の監督業務に従事
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

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 岩手県宮古市、他

事務補助

1人

宮古教育事務所において、事務補助業務に従事し
ていただきます。パソコンを使用してのデータの
入力、資料の作成を行っていただくほか、来客の
応対、電話の応対等を行っていただきます。

岩手県宮古市五月町１－
２０　宮古合同庁舎内

宮古教育事務所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン基本操作（ワー
ド・エクセル）

岩手県宮古市

事務補助員／上下水道部
（臨時職員）

1人

宮古市上下水道部経営課に勤務となります。業務
に関する書類整理、パソコンを使ったデータ入
力、来客対応等をしていただきます。その他、職
員の指示のもと補助業務もあります。

岩手県宮古市新川町２－
１

宮古市役所

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）操作のできる方 岩手県宮古市

事業所名
求人番号

営業及び営業事務（県内支
店・営業所）

2人

当社において、大型・中型・小型トラック及びバ
スの新車販売等の営業業務を行っていただきま
す。
・見積り作成からお客様との商談、受注、販売、
納車、アフ　ターセールス等の活動

岩手県滝沢市大釜中道３
８－２

岩手三菱ふそう自
動車販売　株式会
社雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

     （7月23日時点の内容です）

　　７月１７日　から　７月２３日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　８月２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 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２６日発行  



変形（１年単位）
(1) 5時00分～20時00分

165,000円～165,000円

正社員以外 不問 04030- 3685881

(1) 9時15分～18時15分
144,000円～144,000円

正社員以外 不問 06010-15923581
調理師 変形（１年単位）

普通自動車免許ＡＴ
250,000円～300,000円

正社員 64歳以下 03030- 2719381
看護師又は
准看護師 (1) 8時15分～17時15分

普通自動車免許ＡＴ 165,000円～193,600円

正社員以外 不問 03030- 2722781

(1) 8時00分～17時00分
286,000円～374,000円

正社員以外 不問 07120- 2548781

2

グラウンド整備（岩手県）

3人

○陸上競技場の改修作業を行います。
・除草作業（刈払機又は人力）、芝貼り
・測量の手元、重機作業の助手を行います。
・その他、付随する業務を行います。


福島県南相馬市小高区下
浦字薬師前１８３

株式会社　あぶく
ま緑化土木

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

グラウンド整備経験者 岩手県下閉伊郡山田町

看護職員／ふれあい荘デイ
サービスセンター「看護」

1人

デイサービスセンターにおいて、利用者の健康管
理や看護業務（バイタルチェックや服薬管理等）
に従事していただきます。利用者は１日平均２０
人位（定員２５人）となっております。


岩手県宮古市田老字養呂
地６番地２

社会福祉法人　田
老和心会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

調理師（正社員）

1人

レストラン課配属となり、お客様が注文するメ
ニューの調理全般、食材の発注業務を行います。
メニューは和食、洋食、麺類等が中心です。厨房
内は５～６名で、繁忙期では最大１８０食程度と
なります。チームワークを大事にする方を希望し

岩手県宮古市大字崎山４
－８６－３

株式会社　宮古カ
ントリークラブ

雇用期間の定めなし

又は 7時00分～17時00分
の間の7時間程度

岩手県宮古市

（臨）大判焼き・たこ焼き
の製造販売員（宮古市）

3人

＊　上記スーパー、ホームセンターの敷地内に、
プレハブ型
　　の店舗を設置して、大判焼き、たこ焼きの製
造販売をし　　て頂く仕事です。


山形県天童市乱川３丁目
６番１号

株式会社　あじま
ん

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

調理〔宮古市津軽石〕（住
み込み）

1人

◇現場宿舎にて調理業務に従事していただきま
す。

　３食３５名程度の食事作りを行います。


宮城県多賀城市笠神４丁
目３－３７

有限会社　三山食
品

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市


