
中型一種（８ｔ限定） 変形（１年単位）
(1) 7時00分～17時00分

160,000円～180,000円

正社員 18歳～64歳 02020- 4857691
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～17時00分
135,000円～135,000円

正社員 不問 03030- 1198191
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～182,400円

正社員 60歳以下 03030- 1202591
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

140,000円～182,400円 (2) 9時00分～18時00分
(3) 9時30分～18時30分

正社員 60歳以下 03030- 1203191

(1) 8時00分～17時00分
130,000円～160,000円 (2) 8時30分～17時30分

正社員以外 不問 04010-21950691

(1) 9時00分～17時30分
250,000円～600,000円

正社員以外 不問 28030- 5063191
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
173,600円～347,200円

正社員 不問 32020- 1711791
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時15分～17時15分
134,240円～160,000円 (2)17時15分～ 8時15分

正社員 18歳～45歳 03020-  711291
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時15分～17時15分
134,240円～180,000円

正社員 45歳以下 03020-  712591
中学校教諭免許

（国語または理科） (1) 8時15分～16時45分
210,608円～278,880円

正社員以外 不問 03030- 1184991
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時00分
170,000円～180,000円

正社員 45歳以下 03030- 1187891
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

139,100円～160,500円 (2) 9時00分～18時00分
(3)13時00分～22時30分

正社員以外 不問 03030- 1188291
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

車両系整地掘削用運転 (1) 8時00分～17時30分
184,800円～346,500円

正社員 不問 03030- 1189591
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- 1190391
中型自動車免許一種

(1) 8時00分～16時00分
146,400円～195,200円

正社員 64歳以下 03030- 1191691
変形（１ヶ月単位）
(1) 9時00分～18時00分

195,854円～333,354円

正社員以外 不問 03030- 1192991
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

簿記検定（日商３級） (1) 8時00分～17時00分
151,200円～151,200円

正社員 不問 03030- 1193491
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～18時00分
163,000円～217,000円 (2) 8時00分～21時00分

(3) 8時00分～13時50分

正社員 不問 03030- 1194791

(1) 9時30分～18時30分
132,990円～132,990円 (2)10時30分～19時30分

正社員以外 不問 03030- 1195891
1

販売（平日勤務）

1人

店内においてスポーツ用品の販売を行っていただ
きます。
・お客様の対応、商品説明、レジ業務、電話対応
・商品の陳列・補充、伝票入力、清掃　など


岩手県宮古市長町１丁目
６－２２

株式会社　ヴィク
トリア　ネクサス
カンパニー　タケ
ダスポーツ宮古店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

セールスドライバー

1人

・宅配便の集荷及び配達
・宮古市内を２ｔ車で運転しての集配業務
＊社内規定に従い、初めは乗務見習いとして配達
の仕分け、端末操作方法、お客様との接し方など
を同乗しながら覚えていただきます。

岩手県宮古市長町二丁目
１－３２

ヤマト運輸　株式
会社　宮古支店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

コンサルタント

1人

・地域再生コンサルティング（観光・物産・まち
づくり）
・マーケティング
・プロモーション

岩手県下閉伊郡山田町山
田第５地割６６番地７

山田プライド株式
会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

パソコン操作（ワー
ド・エクセル・パワー

ポイント）
事務員

1人

事務業務を担当していただきます。
・電話応対
・事務室清掃
・パソコン（ワード・エクセル）を使用しての納
品書・請求　書の作成

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根第２地割３６‐１

有限会社　高橋建
材

雇用期間の定めなし
経理事務経験者

パソコン（ワード・エクセ
ル）基本操作 岩手県下閉伊郡山田町

ドライバー《急募》

1人

食料品や雑貨などを配達配送してます。
・配送ルートは宮古市内、久慈市は２～３トン車
で配達
・盛岡市は６トン車で配送
３ヶ月間、ドライバーと２人でまわり、仕事を覚

岩手県宮古市西町一丁目
７－１６

津軽石運送　有限
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理師

1人

レストラン厨房でレストランメニュー、弁当、団
体用メニューの調理を行います。
・海鮮定食、丼、麺類等中心調理業務
・食材の仕込み、調理、盛付け
・食材注文、清掃作業

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

介護職員（臨時）「介護」

1人

入所者の介護業務となります。
・入所者（１００名）の身の回りのお世話
・食事、入浴、排せつ、移動などの介助
・リネン交換、掃除、洗濯などの手助

社会福祉法人　正
受会　特別養護老
人ホーム平安荘雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡山田町山
田１６－９－１０

岩手県下閉伊郡山田町

重機オペレーター「建設」

1人

建設現場において
・車両系機械操作
・大型ダンプへの積み込み等の業務を行っていた
だきます。

岩手県下閉伊郡山田町境
田町１１地内　岩手県山
田町仮設店舗Ａ棟７

佐々総業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

機械作業員

1人

船舶の修理、メンテナンス業務を行っていただき
ます。
○エンジン・機械類の修理
○メンテナンス（取外し、分解、掃除、部品交
換、組立調　　整、据付、試運転（海上含む））

岩手県宮古市日立浜町９
－８

有限会社　攝待鉄
工所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

中学校期限付臨時教員（国
語・理科）

1人

岩泉町、田野畑村内の中学校において、臨時教員
として、生徒に対する国語や理科の教科指導や生
活指導などを行っていただきます。

＊ほかに、クラブ活動の指導、学校行事対応等を

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）

パソコン操作 岩手県宮古市

大型トラック運転手／宮古
事業所

2人

＊宮古市浄化センターで発生する下水道汚泥等を
宮古市清掃
　センターへ運搬する業務。
＊宮古市浄化センターで発生する焼却灰等を宮古
市最終処分

岩手県釜石市定内町４丁
目１番４７号

株式会社　テツゲ
ン　東北支店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

技術職／宮古事業所／浄化
センター（日勤・宿直あ

2人

＊宮古市浄化センターに於いて、施設の操業及び
維持管理業　務全般に従事します。下水処理施設
の点検等を行うほか、　市内の中継ポンプ施設を
定期的に巡回し、電気設備などの　保守点検業務
を行います。

岩手県釜石市定内町４丁
目１番４７号

株式会社　テツゲ
ン　東北支店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

積算技術業務（道路部門）
就業場所【1～3のいずれ

3人

◎道路工事価格の積算技術業務
　＊当社内での勤務となります。
　＊転勤はありません。
　＊正社員登用制度あります。

兵庫県尼崎市長洲西通１
丁目３－２６　尼崎ス
テーションビル８Ｆ

株式会社　和技研

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

 
同様業務経験（補助経

験者も含む）

現場作業員

5人

●下記業務に従事していただきます。
・５月下旬（予定）までは、岩手県宮古市の現場
で「太陽光パネル」の運搬・設置・解体業務を中
心に作業を行っていただきます。
・土木作業もあります。

島根県浜田市浅井町１４
０６－４　ＩＺＵビル１
階

株式会社　Ｌｏｃ
ｏｓｙｓｔｅｍ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般（現場）事務［岩手県
宮古市］

1人

建設業における事務全般補助業務

・各種書類作成、電話応対、来客対応、事務所内
清掃等
・各種ファイル等作成

宮城県仙台市宮城野区榴
岡３丁目１０－７　サン
ライン第６６ビル７階

株式会社　ナス
キー　仙台東口支
店

・PC操作(メール)、エ
クセル、ワードの入力
程度・書類整理(ファイ
リング)などこまめにで

きる方

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

ホール兼売店／正社員

1人

接客を行います。
・レストランにて注文、配膳、片付け、会計レジ
　ホール担当は４名、エプロン貸与
・売店レジ操作、接客、商品陳列業務
・日計表の入力、棚卸業務ＰＣ入力

岩手県宮古市川内８－２ 株式会社　川井産
業振興公社

雇用期間の定めなし

パソコン操作 岩手県宮古市

営業配達兼製造係／正社員

1人

〇営業配達
・配達は商品仕分け、箱入れ商品の箱作り
・伝票出し、商品積込み（ワンボックス車）
・得意先へ注文を取りながら配送
　エリアは盛岡市、宮古市、山田町等。百貨店、

岩手県宮古市川内８－２ 株式会社　川井産
業振興公社

雇用期間の定めなし

簡単なパソコン操作 岩手県宮古市

事務管理

1人

保健代理店において下記の業務に従事していただ
きます。
＊専用ソフトを使用し、設計書・申込み書類作成
（ＰＣ使用　エクセル・ワード）
＊顧客情報の登録、管理

岩手県宮古市太田１－３
－１３

あんしんライフサ
ポート　合同会社

雇用期間の定めなし

パソコン（エクセル）操作
できる方（必須）

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

発泡スチロール製品の配達
業務

1人

◇発泡スチロール製品（製箱等）の配達業務
・２ｔまたは４ｔトラックを使用します。
・配達先で、鮮魚の箱詰め作業に伴う氷を詰める
等、多少
　手伝うこともあります。

青森県八戸市大字新井田
字林ノ上４－５

ホクト化学工業株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

     （3月25日時点の内容です）

　　３月１８日　から　３月２５日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　４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

◎ 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３１年３月２８日発行  



(1) 9時30分～18時30分
136,400円～136,400円 (2)10時30分～19時30分

正社員以外 不問 03030- 1196291
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1)10時00分～19時00分
149,400円～160,600円

正社員 63歳以下 04010-21559591
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1)10時00分～19時00分
149,400円～160,600円

正社員 63歳以下 04010-21563491

(1) 9時00分～17時00分
145,000円～150,000円

正社員 59歳以下 03010- 7879691
土木施工管理技士２級
普通自動車免許ＡＴ (1) 8時30分～17時30分

350,000円～480,000円

正社員 59歳以下 04010-21102691
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
220,000円～264,000円

正社員 不問 03010- 7823791
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- 7829391
保育士

幼稚園教諭免許 (1) 8時30分～17時15分
小学校教諭免許 164,971円～180,095円

いずれか

正社員以外 不問 03030- 1172191
介護支援専門員

普通自動車免許ＡＴ (1) 8時30分～17時30分
190,000円～280,000円

正社員 64歳以下 03030- 1174391
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

126,000円～145,000円 (2)20時00分～ 5時00分

正社員 18歳～59歳 03030- 1178791
変形（１ヶ月単位）
(1) 9時30分～18時15分

162,750円～244,125円 (2)11時00分～19時45分
(3)12時15分～21時00分

正社員以外 不問 13040-39088191
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時20分～17時00分
133,300円～133,300円

正社員 65歳以下 03030- 1157191
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～145,000円

正社員 不問 03030- 1158091
保育士又は 変形（１ヶ月単位）

幼稚園教諭免許 (1) 7時30分～16時30分
153,700円～157,200円 (2) 8時00分～17時00分

(3) 9時00分～18時00分
正社員以外 不問 03030- 1160791

中型自動車免許一種
(1) 6時00分～10時00分

170,000円～170,000円 (2)14時00分～18時00分

正社員 64歳以下 03030- 1161891
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

122,301円～137,709円

正社員以外 59歳以下 03030- 1163591
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
138,600円～231,000円

正社員 64歳以下 03030- 1164191
ボイラー技士（２級）
電気工事士（第２種） (1) 8時00分～17時00分
電気主任技術者３種 140,000円～150,000円

正社員以外 不問 03030- 1165091
診療放射線技師

(1) 8時30分～17時30分
180,000円～300,000円 (2) 8時30分～12時30分

正社員 不問 03030- 1166391
歯科衛生士

(1) 8時30分～17時30分
164,000円～164,000円

正社員以外 不問 03030- 1167691
車両系基礎工事用運転 変形（１年単位）
車両系整地掘削用運転 (1) 8時00分～17時00分

車両系解体用運転 132,284円～217,000円

正社員 不問 03100-  844391
2

重機オペレーター（山田営
業所）

2人

◆産業廃棄物の重機オペレーター
　
＊場内においての重機オペレーター業務が主な仕
事になりま　すが、状況に応じて作業員として、
非鉄金属の分別、選別　作業等の軽作業も行って

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

岩手県下閉伊郡山田町

歯科衛生士

1人

当院における歯科衛生士業務全般を行っていただ
きます。
・歯科医師の診療介助
・口腔衛生指導
・器具類の準備及び片付け

岩手県宮古市保久田８－
３７

特定医療法人　弘
慈会　宮古第一病
院雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

診療放射線技師

1人

診療放射線技師に従事していただきます。
・外来患者様への一般撮影、ＭＲＩ撮影
・撮影までの患者様誘導、対応
・画像処理、解析、説明、報告
・患者様への説明、相談業務

岩手県宮古市栄町２－５
カリヤビル５Ｆ

木澤内科・脳神経
内科クリニック

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

大工見習い

1人

以下の業務を行っていただきます。
・新築、リフォーム作業の補助
・修理、修繕作業の補助
・サイエンスホーム宮古店での新築作業補助

岩手県宮古市山口一丁目
２－３１

沢与建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市
建築物環境衛生管理技術者

1人

当社請負先において、建物管理に従事します。
・ボイラーや冷房等設備の運転・維持・管理全般
を担当
・建物内全体の温度管理、電気等計器類の監視
・電気の点灯・消灯の確認

岩手県宮古市藤の川１３
番２３号

宮古環境管理株式
会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

しいたけ菌床及び製造

2人

しいたけ菌床の製造、栽培、出荷業務担当となり
ます。
・菌床製造
・種菌接種
・培養

岩手県下閉伊郡田野畑村
松前沢５４番地８

株式会社　サン
マッシュ田野畑

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

保育士又は幼稚園教諭「保
育」

1人

０歳～６歳児までの児童保育補助を担当
・園児達の給食・お手洗いの指導
・遊び・お昼寝の見守り等
・担任の補助業務を行います

岩手県下閉伊郡山田町船
越９－２６－４

社会福祉法人　親
和会　日台きずな
保育園雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
岩手県下閉伊郡山田町

運転手

1人

当施設利用者の送迎業務を担当していただきま
す。　
・施設～自宅間の送迎
・利用者の範囲は、久慈市、野田村、普代村、田
野畑村が対　象

岩手県下閉伊郡田野畑村
菅窪２０－２

特定非営利活動法
人　ハックの家

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

一般事務

1人

事務を担当していただきます。
・パソコンン（ワード・エクセル・専用ソフト）
を使用して　のデータ入力、資料作成、メール対
応等
・書類整理、保管

岩手県下閉伊郡田野畑村
羅賀２４７－２

小松山建工　小松
山　久男

雇用期間の定めなし

パソコン（ワード・エクセ
ル・メール）基本操作

岩手県下閉伊郡田野畑村

商品検査兼経理事務

1人

〇商品検査
・検品、数量確認、出荷業務
〇経理事務
・給与計算、請求書作成（パソコン操作）、納品
伝票作成　　（手書き）、保険手続き、電話来客

岩手県宮古市千徳第１３
地割５０番地

有限会社　クラス
ター

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ジュエリー販売スタッフ
（マリンコープＤ０ＲＡ

1人

マリンコープＤＯＲＡ内のジュエリー・アクセサ
リーショップ「エステール」で接客販売及び関連
事務作業をお願いします。商品知識等は教育を
しっかり行いますので、未経験の方も安心です！
※長期勤務できる方歓迎！

東京都港区虎ノ門４－３
－１３　ヒューリック神
谷町ビル５Ｆ

Ａｓ－ｍｅエス
テール　株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

成形・組立オペレーション
作業

2人

電子機器部品（コネクター）の個品（部品）や製
品の成形・組立オペレーター業務をしていただき
ます。
・勤務形態として約３ヶ月間の昼勤での業務実習
後、昼夜の　交代勤務のシフトあり

岩手県宮古市津軽石第１
６地割９番１

株式会社　中村電
子

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

居宅介護支援専門員「介
護」

1人

当センターにおいて介護支援専門員の業務を行い
ます。
・利用者様の状況把握・相談援助業務
・契約の締結、居宅サービス計画の作成・交付
・居宅サービス事業者との連絡調整

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

保育士　　　　「保育」

1人

こども園にて園児の保育業務をしていただきま
す。
・園児の遊び、食事介助、寝かしつけ、おたより
記載
・教室の整理整頓

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字惣畑５９－５

岩泉町役場

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

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

重機オペレーター・作業員
「建設」

2人

・重機による宅地造成、地盤改良作業。（コング
ロエンジニ　アリング（株）からの受注業務）
・補助的作業として検査用の土採取、現場清掃、
写真撮影を　行っていただきます。
・冬期には除雪作業あり。

岩手県盛岡市山岸３丁目
２０－８

株式会社　アイ・
クリーン

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

発注者支援業務［宮古市］

2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、
施工管理、工事関係資料作成、積算等の補助業務
に従事して頂きます。


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

岩手県宮古市

 
国交省発注土木工事の

施工管理経験者

一般事務（宮古支店）

1人

損害保険・生命保険代理店業務の事務を担当して
いただきます。
【主な担当業務】
・損害保険・生命保険申込書のチェック
・来客対応

岩手県盛岡市大通３丁目
３－１０　七十七日生盛
岡ビル　９階

ＭＳ北東北　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

 
PC操作(Word・Excelを
使って定型フォームへ
の入力ができること)

イエローハット軽整備ス
タッフ［宮古市］

3人

・主にタイヤ交換、オイル交換などのピット作業
全般
・カー用品等の販売、商品陳列、お客様対応

※自動車についての難しい知識や技術がなくても

宮城県仙台市太白区西多
賀４丁目４－１７

株式会社　ホット
マン　（イエロー
ハットＦＣ）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

イエローハット店頭販売ス
タッフ［宮古市］

3人

・カー用品の販売、レジ業務、簡単な事務処理業
務
・作業の受付、接客、品出し、発注、売場作り等

※自動車についての難しい知識がなくても大丈

宮城県仙台市太白区西多
賀４丁目４－１７

株式会社　ホット
マン　（イエロー
ハットＦＣ）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売（シフト勤務）

1人

店内においてスポーツ用品の販売を行っていただ
きます。
・お客様の対応、商品説明、レジ業務、電話対
応。
・商品陳列、商品補充、品出し、伝票入力、清掃

岩手県宮古市長町１丁目
６－２２

株式会社　ヴィク
トリア　ネクサス
カンパニー　タケ
ダスポーツ宮古店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 9時30分～19時30分の
間の6時間以上

岩手県宮古市


