
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～16時30分

182,000円～182,000円 (2)21時00分～ 5時30分

正社員 40歳以下 03010-11103891
変形（１ヶ月単位）
(1) 7時45分～16時45分

141,200円～141,200円 (2) 8時00分～17時00分

正社員以外 不問 03030- 1631391
変形（１ヶ月単位）
(1) 5時00分～14時00分

132,000円～162,000円 (2) 8時30分～17時30分
(3) 9時45分～18時45分

正社員以外 不問 03030- 1633991
電気工事施工管理1級又は

電気工事施工管理2級 (1) 8時30分～17時30分
普通自動車免許ＡＴ 265,000円～510,000円

正社員 59歳以下 04010-29238691
大型自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時00分
181,900円～181,900円

正社員以外 不問 03030- 1620591
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

241,655円～304,430円

正社員 18歳～59歳 03030- 1621191
変形（１年単位）
(1) 6時30分～15時30分

140,000円～200,000円 (2) 8時30分～17時30分
(3)14時00分～22時00分

正社員 59歳以下 03030- 1622091
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

および (1) 7時00分～16時00分
電気工事士（第２種） 140,000円～220,000円 (2) 8時30分～17時30分
危険物取扱者（乙種） (3)13時00分～21時00分

いずれか
正社員 59歳以下 03030- 1623391

調理師 変形（１年単位）
(1) 5時30分～14時30分

140,000円～220,000円 (2) 8時30分～17時30分
(3) 9時30分～18時30分

正社員 59歳以下 03030- 1624691
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
236,240円～440,640円

正社員 59歳以下 04010-28919691
電気主任技術者３種
普通自動車免許一種 (1) 8時30分～17時20分

209,200円～285,000円

正社員 59歳以下 03010-10917291
普通自動車免許ＡＴ 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-  883291
変形（１年単位）
(1) 8時00分～18時30分

136,800円～136,800円 (2)21時30分～ 8時00分

正社員以外 18歳以上 03030- 1609991
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

130,732円～162,400円

正社員 45歳以下 03030- 1613191
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

130,732円～162,400円

正社員 45歳以下 03030- 1615391
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

130,732円～162,400円

正社員 45歳以下 03030- 1617991
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

264,000円～264,000円

正社員 64歳以下 02020- 6533591
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- 1594991

1

     （4月26日時点の内容です）

　　４月２３日　から　４月２６日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　５月１６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

鉄道軌道工事作業員（宮古
軌道センター）

3人

＜鉄道軌道工事＞
・電車の線路（レール）や枕木の交換作業の補助
業務
・道床（レールを敷く地面）の砂利を平らにする
作業

岩手県盛岡市盛岡駅前北
通４－５

盛岡軌道工業　株
式会杜

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理員（日勤）

1人

当施設利用者の給食調理業務となります。
・給食（朝、昼、夕食）１回約１１０食分の調理
・食器洗浄
・清掃　等


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

1人

ほほえみの里利用者（おおよそ入所者１００名、
通所者６０名）の食事調理業務全般。
・下ごしらえ、調理、食器の洗浄
・その他調理場の清掃や付随する業務


岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
９地割３９番地２７

医療法人　仁泉会
介護老人保健施設
ほほえみの里雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

電気通信技術者（工事監督
支援）

2人

国交省等から民間の建設会社に発注された道路・
河川・ダム等の工事において、国交省職員の補助
として、現場の適正な施工確認／品質及び安全管
理／提出書類の確認等を行います


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

雇用期間の定めなし
官公庁の発注者支援業務経
験又は電気通信工事の施工

管理3年以上の経験 岩手県宮古市

生コン運転手

1人

生コンクリート車の運転となります。
・主にプラント（生コンクリート製造工場）から
現場間の運　搬
・範囲は宮古地区、山田地区
未経験の方も指導しますので、安心して応募下さ

岩手県宮古市実田一丁目
４番３７号

ＳＢＳフレイト
サービス　株式会
社　宮古営業所雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

店長・店長候補

3人

沿岸地域１号店となる「炭火焼肉牛角宮古店」に
おいて、ホール・キッチン業務及び店舗運営全般
を担当して頂きます。
・開業（本年度秋頃）までの間本部での研修（４
０日程度）　にて、店舗運営全般の知識を身につ

岩手県宮古市鴨崎町１－
５８

アンドーコーポ
レーション　有限
会社雇用期間の定めなし

パソコン（ワード・エクセ
ル）で資料が作れる知識

又は13時00分～ 0時00分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

施設管理

1人

ホテル館内の施設管理業務
・建物内の見回り
・電気、空調、消防設備、ボイラー等の定期点検
・送迎バスの運転、バスの点検
・簡単な修繕等

岩手県下閉伊郡田野畑村
羅賀６０－１

株式会社　陸中た
のはた

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

サービス業務

2人

サービス業務　
・宴会場、コンベンションホール等で席のセッ
ティング
・お客様案内、接客
・料理の配膳、片付け等

岩手県下閉伊郡田野畑村
羅賀６０－１

株式会社　陸中た
のはた

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

調理業務

1人

宿泊客、日帰り客に提供する料理の調理業務。
・和食を中心とした旬の新鮮な魚介類を調理
・仕込み、調理、盛付け、清掃作業
・朝食はバイキング（和食）の調理
・食材の注文

岩手県下閉伊郡田野畑村
羅賀６０－１

株式会社　陸中た
のはた

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

現場監督補助（電気設備分
野）［岩手県］

1人

電気設備工事における管理業務（現場監督）を
行っていただきます。
・工事における写真の撮影及び管理業務
・作業員への作業内容の伝達及び確認・現場での
安全確認業　務・ミーティング

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

岩手県宮古市、他

自家用電気工作物の保安業
務（県内９事業所）

2人

自家用電気工作物の保安業務（契約事業場の保守
点検・試験）を行う。

＊自家用電気工作物の工事維持・運用に係る実務
を４年以上

岩手県盛岡市向中野二丁
目１４番２１号

一般財団法人　東
北電気保安協会
岩手事業本部雇用期間の定めなし

電気主任技術者の資格を有
し４年以上の保安に関する

実務経験があること 岩手県宮古市、他

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

合板工（交替制あり）／藤
原工場

1人

藤原工場において、合板の製造、加工業務を行い
ます。
・原木（丸太）を機械に挿入し、切断する作業
・切断した板を切削し、薄い単板に加工する作業
機械のオペレーション作業ですが、難しい機械操

岩手県宮古市磯鶏２丁目
３－１

ホクヨープライ
ウッド株式会社宮
古工場雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

基板・製品加工

1人

電気機器に使用される基板、付随する製品化作業
を行っていただきます。
・担当社員の指導のもと基本から業務を覚えてい
ただきます　ので、安心してご応募ください。


岩手県宮古市大字津軽石
１９－１８

株式会社　宮古マ
ランツ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

資材業務

1人

小部品受入、出庫、配膳、在庫管理などを行って
いただきます。
・屋内での作業となります。
・教育体制あり、担当社員の指導のもと基本から
業務を覚え　ていただきますので、安心してご応

岩手県宮古市大字津軽石
１９－１８

株式会社　宮古マ
ランツ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

生産管理

1人

取引先注文書処理、生産計画、請求書作成、出荷
等の業務を行っていただきます。
・ＰＣ操作（ワード、エクセル等）を使った業務
・その他付随する業務


岩手県宮古市大字津軽石
１９－１８

株式会社　宮古マ
ランツ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

太陽光パネル配線作業員

5人

・既に設置されている太陽光パネルにケーブル線
を取り付け　る作業です。
・パネルの下（高さ１ｍ前後）に細物のケーブル
線を５人～　１０人で延ばし、結束バンドで固定
します。簡単な作業で　す。

青森県八戸市大字中居林
字彦五郎９－１２

有限会社　山協電
気工業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

事務管理

1人

保険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

◎ 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 

 令和元年５月９日発行  



中型自動車免許一種
中型一種（８ｔ限定） (1) 7時30分～16時30分

156,000円～196,000円

正社員 59歳以下 03030- 1595491
変形（１ヶ月単位）
(1) 6時00分～15時00分

132,500円～148,400円 (2) 8時45分～17時45分
(3)10時30分～19時30分

正社員以外 不問 03030- 1596791
保育士

(1) 7時00分～16時00分
143,616円～143,616円 (2) 8時00分～17時00分

(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030- 1598291
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時00分
130,000円～150,000円

正社員 64歳以下 03030- 1601791
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～17時00分
132,500円～132,500円 (2) 9時00分～15時00分

正社員 59歳以下 03030- 1602891
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時20分

133,000円～140,000円

正社員 不問 03030- 1603291
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～300,000円

正社員 59歳以下 03030- 1604591
栄養士 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時00分
150,000円～230,000円

正社員 59歳以下 03030- 1605191
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時00分
179,600円～199,600円

正社員以外 不問 03030- 1607391

2

集配ドライバー

2人

○荷物の配達および集荷（２～４トン車を使用
し、宮古・下　閉伊・釜石地区全般への集配）
○積み降ろし作業（主に手積みで重量物もあり。
パレット等　積載の荷物は、フォークリフトを使
用）。フォークリフト　免許がなくても応募可能

岩手県宮古市津軽石１０
－３５－３７

東北西濃運輸株式
会社　宮古営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理員

1人

介護老人保健施設の利用者への給食調理業務に従
事していただきます。
・朝食、夕食は約８５食分。昼食は通所リハビリ
利用者を含　め、約１２０食分の調理
・下ごしらえ、盛り付け、食器洗浄など

岩手県下閉伊郡岩泉町乙
茂字上９－１２

社団医療法人　緑
川会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

保育士「保育」

1人

０～６歳児までの保育園に入園している乳幼児の
保育業務に従事していただきます。
・日常の遊び　　　　　
・保育記録作成
・お昼寝の見守り等

岩手県下閉伊郡山田町大
沢８－１９－２

社会福祉法人　大
沢愛育会　大沢保
育園雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

保育業務 岩手県下閉伊郡山田町

一般事務

1人

当社において一般事務に従事していただきます。

・電話応対、来客対応。
・ドライバーの運転日報のファイリング。
・パソコン入力、伝票作成など。

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－５１－６

マルヨ産業運送
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

事務

1人

・請求書等作成（パソコンは専用ソフト使用）
・顧客管理（車検、法定点検）
・電話、来客対応
・事務所、トイレ等清掃
・その他書類提出や銀行用務で外出用務（社用車

宮古市大通３丁目１－１
３

和山自動車販売株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

仕上係

1人

ゴム製品（オイルシール）の仕上げ加工業務全般
・手作業や油圧プレスを操作しゴム製品のバリ取
り
・受注規格書をもとに加工
全てハンドメイドとなるため技術の習得には時間

岩手県下閉伊郡岩泉町小
本字内の沢２―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

冷凍機械管理主任

1人

水産物を冷凍機械運転業務を行います。
・冷凍機械操作
・加工機械の保守、メンテナンス
・点検及び整備等
他１名おります。工場移動は社用車使用です。

岩手県宮古市藤原一丁目
５－９

有限会社　大井漁
業部　大印冷凍工
場雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

栄養士

1人

園児の給食についての献立作成から調理等全般。
・献立の作成と、材料の発注や会計業務
・給食の調理等
・２０～６０食を調理
・発注・会計業務ではパソコンを使用します

岩手県宮古市赤前第３地
割１４－１１

社会福祉法人　慈
愛会

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード、エ
クセル基本操作）

岩手県宮古市

子育て支援センター職員

1人

織笠保育園が運営する山田町地域子育て支援セン
ターにて来所者への対応をしていただきます。
・来所するお子さんのお世話
・お母さん達の子育て相談等


岩手県下閉伊郡山田町織
笠１１－３０

社会福祉法人　三
心会　織笠保育園

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町


