
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

209,700円～209,700円

正社員 40歳以下 03030- 2245191
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
152,460円～152,460円

正社員 不問 03030- 2246091
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時15分
145,000円～250,000円

正社員 30歳以下 03010-15479991
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 04010-42031491

(1)12時20分～21時20分
144,000円～144,000円

正社員 不問 03030- 2237091
介護支援専門員

普通自動車免許一種 (1) 8時15分～17時15分
174,800円～219,700円

正社員 64歳以下 03030- 2238391
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時00分
136,500円～150,000円

正社員 64歳以下 03030- 2240491
変形（１ヶ月単位）

165,000円～300,000円

正社員 18歳～64歳 03030- 2227591

(1) 8時30分～17時15分
125,826円～183,781円

正社員以外 不問 03030- 2229091
大型自動車免許一種又
中型一種（８ｔ限定） (1) 8時00分～14時00分

160,000円～180,000円 (2) 8時00分～15時00分
(3) 8時00分～15時30分

正社員 不問 03030- 2231491
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
132,500円～148,000円

正社員 64歳以下 03030- 2232791
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時00分
143,225円～150,096円

正社員以外 不問 03030- 2233891
介護福祉士 変形（１ヶ月単位）

(1) 7時30分～16時30分
154,000円～210,000円 (2) 8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

正社員 64歳以下 03030- 2234291

(1) 8時30分～17時15分
131,460円～152,040円

正社員以外 不問 03030- 2235591
変形（１年単位）
(1) 8時15分～17時15分

132,017円～132,017円

正社員以外 64歳以下 03030- 2236191
変形（１ヶ月単位）

241,655円～304,430円

正社員 18歳～59歳 03030- 2225891
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時00分
156,100円～156,100円

正社員以外 不問 03030- 2226291
普通自動車免許ＡＴ

土木施工管理技士２級 (1) 8時00分～17時00分
202,000円～355,000円

正社員以外 不問 03050- 3960191
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     （6月24日時点の内容です）

　　６月１７日　から　６月２４日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　７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
事業所名
求人番号

山林作業員

1人

木材の伐採・搬出を行う素材生産に関わる業務全
般。
・立木の伐採、伐倒木の集材、集伐木の造材（集
めた木を玉切る）
・造材木（玉切った木）の運搬となります。

岩手県宮古市近内一丁目
４番１３号

有限会社　道又林
業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般事務

1人

事務所内にて、事務業務全般を担当していただき
ます。
・電話応対、来客応対
・書類整理、データ入力など
・外出用務（銀行・取引先へ）、外出の際は社用

岩手県宮古市赤前１４－
３９－２

有限会社　かくり
き商店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

区画線・交通安全施設作業
（宮古営業所）「建設」

1人

国土交通省、県、市町村より請負契約をした道路
工事作業
・区画線工事（使用材料が２０ｋｇ程度の重さ
で、一日に５～６回程度の移動があります）
・土木施工作業

岩手県滝沢市木賊川４０
９－３

協積産業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

現場監督（建築）［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
業環境に関してのご相談はお気軽にどうぞ。

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 岩手県宮古市、他

販売員

1人

販売業務を担当していただきます。
・接客、レジ、商品袋詰め、商品陳列、補充、店
舗内外の清掃等
・販売員は他に３～４名
・商品発注については、業務内容に予定しており

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－４５－２

ワイショップ　川
村

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

主任介護支援専門員／正社
員

1人

各センターにおいて、以下の業務を行っていただ
きます。
・地域に暮らす人たちの介護予防
・日々の暮らしのサポートをする地域包括支援セ
ンターの業務

岩手県宮古市小山田２丁
目９番２０号

社会福祉法人　宮
古市社会福祉協議
会雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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。
・その他庶務関係及び事務に付随する指示された

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

レストランスタッフ（正社
員）

1人

朝食、夕食レストランの運営をメインで行ってい
ただきます
【主な業務内容】
○接客○調理○シフト管理○衛生管理
＊全国での活躍の場がある他、県内や地元のみで

岩手県宮古市藤の川１５
番地３８号

ルートインジャパ
ン株式会社　　ホ
テルルートイン宮
古

雇用期間の定めなし

又は 5時30分～22時30分の
間の8時間

岩手県宮古市

事務補助員（医療クラー
ク）

1人

医師の事務作業補助の業務全般を行っていただき
ます。診断書などの文書作成補助、診療記録への
代行入力、医療の質の向上に資する事務作業等の
業務を行います。各種資料作成などにはパソコン
を使用します。

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎１
－１１－２６

岩手県立　宮古病
院

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）
事務経験

収集車運転手及び作業員

1人

収集車を運転、操作をし一般廃棄物を収集、運搬
をする業務を行っていただきます。
・収集範囲は山田町内
・収集業務は２人１組
・その他付随する業務

岩手県下閉伊郡山田町川
向町７番４号

有限会社　北日本
クリーン

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

事務

1人

品質管理書類作成を行っていただきます。
・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

岩手県下閉伊郡山田町船
越９－２１５－１

株式会社丸一水産

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード、エ
クセル）できる方

岩手県下閉伊郡山田町

一般事務

2人

プレミアム商品券の発行、換金等の業務を行って
いただきます。
・換金受付業務
・換金請求代振込業務
・商品券払出し業務

岩手県宮古市保久田７－
２５

宮古商工会議所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン操作（ワード・エ
クセル）等

岩手県宮古市

介護福祉士「介護」

1人

入院患者（１病棟４０名位）の介助支援を行いま
す。
・食事、入浴、トイレなどの介助
各病棟には１０～１５名の介護士がおります。リ
ハビリテーション病棟では、他の職種と共働で患

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
院雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般事務補助／宮古審査指
導監（期限付臨時職員）

1人

宮古審査指導監において、一般事務補助を担当し
ていただきます。
・ＰＣ（ワード・エクセル）を使ったデータ入
力、資料作り、資料整理
・物品購入事務等

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

岩手県宮古市

水産加工員

1人

主に生イカの加工業務を行います。
・イカの生処理作業（皮むき、腹割り等）
・刺身作り工程での計量や盛り付け
・パック・包装や箱詰め作業
加工品は冷凍商品として出荷されます。

岩手県宮古市長町二丁目
３－１

共和水産　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

『炭火焼肉牛角宮古店』新
規オープン正社員

3人

おしゃれで家庭的な雰囲気の焼肉店「牛角」で、
接客や調理を担当していただきます。誰がお仕事
をしてもスキルが上がるようわかりやすく指導し
ます。
・接客、簡単な調理

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

又は13時00分～ 0時00分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

水揚げ作業補助又は鮭ふ化
場放流作業

5人

○業務課・・・業務課に勤務し自営定置網の水揚
げ作業補助他パソコン操作（ワード・エクセル）
による事務処理を行っていただく場合あり
○ふ化場・・・鮭稚魚の放流作業、飼育管理他
　　　　　　（宮古市津軽石８－１０８）

岩手県宮古市光岸地４番
４０号

宮古漁業協同組合

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

建築工事施工管理技術者
（山田町現場事務所）「建

2人

・総合建設工事（道路、下水道、造成、舗装）の
現場管理。
・見積書、積算書、現場管理報告書作成。
・施工計画書作成及び現場管理、写真作成。
・安全管理、品質管理、環境整備など。

一関市山目字中野１４０
－５

株式会社　佐々木
組

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

◎ 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６月２７日発行  



普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～17時00分

120,000円～120,000円

正社員以外 不問 03050- 3961091
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～18時00分
200,000円～300,000円

正社員 59歳以下 03010-15268991
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～18時00分
200,000円～250,000円

正社員 不問 03010-15269491
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
169,000円～237,000円

正社員 59歳以下 03010-15277491
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～16時45分
155,000円～155,000円

有期雇用派遣 不問 03010-15214591

(1) 9時15分～17時00分
180,000円～240,000円 (2) 9時15分～16時15分

雇用期間の定めなし

正社員 64歳以下 03080- 2148891
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

土木施工管理技士２級 (1) 8時00分～17時00分
又は 220,000円～450,000円

建築施行管理技士２級

正社員 64歳以下 03020- 1215291
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
236,240円～433,300円

正社員 59歳以下 04010-41016591
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 04010-41028991

2

現場監督（土木）［岩手
県］

1人

造成・舗装・橋梁・トンネル・護岸等、様々な現
場での土木施工管理を行っていただく仕事です。
多種多様な物件に携わることも可能ですので、就
業環境に関してのご相談はお気軽にどうぞ。
＊ブランクがある方も歓迎します！

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 岩手県宮古市、他

施工管理補助（空調・衛生
設備課）［岩手県］

1人

未経験の方でも歓迎致します。
建設現場での現場監督の補佐（空調・衛生設備）
に従事して頂きます。
・デジカメ等を使用した写真の管理・整理
・ＰＣを操作（Ｅｘｃｅｌ・Ｗｏｒｄ）し、書類

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

株式会社　小澤組

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木施工管理技術者「建
設」

1人

※工事現場における工事（土木）の施工管理・監
督業務
・作業工程の管理、監督、協力会社指導、
　発注者との打合わせ
・人員、資材、機械の手配

岩手県釜石市松原町３丁
目１０－２２　小澤ビル
２Ｆ

2人

＊商工会議所、商工会会員企業に対する生命保険
による従業　員の福利厚生制度（退職金・弔慰金
制度）のコンサルティング営業
＊経営者のリスク管理や事業承継、資産管理等の
アドバイスや保険設計

岩手県大船渡市盛町字中
道下２‐２５
大船渡商工会議所１階

アクサ生命保険
株式会社　盛岡支
社　大船渡営業所

岩手県下閉伊郡山田町

肥料製造（宮古市）

2人

派遣先事業所において下記の業務を行っていただ
きます。
・肥料を製造する業務
・出荷補助、１０～１５ｋｇの肥料の積み上げ業
務

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

月以上）

岩手県宮古市

山田町商工会　共済・福祉
制度推進スタッフ（正社員
募集）

建設機械整備（宮古営業
所）

1人

＊当社宮古営業所において、建設機械の整備を
行っていただきます。
（油圧ショベル・アスファルトフィニッシャー・
クレーン等　重量物の整備）


岩手県盛岡市渋民字岩鼻
２０－２１

住友建機販売　株
式会社　北海道・
東北統括部　盛岡
支店

雇用期間の定めなし

建設機械整備・自動車整備
経験者

岩手県下閉伊郡山田町

保険契約の保全（釜石支
社）

2人

保健契約の満期更新のタイミングで、ご契約内容
の確認を行う業務です。お客様の意向やリスク実
態にマッチした保険内
容となっているかご確認いただきます。


岩手県盛岡市上堂３丁目
２－１５　工藤ビル１・
２階

株式会社　東海日
動パートナーズ東
北　岩手支店雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

コンサルティング営業（損
保・生保）（釜石支社）

2人

損害保険および生命保険のコンサルティング営業
を担当していただきます。
（主な担当業務）
　・損害保険・生命保険のご案内
　・プランの見直しや新商品のご提案

岩手県盛岡市上堂３丁目
２－１５　工藤ビル１・
２階

株式会社　東海日
動パートナーズ東
北　岩手支店雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

建設現場内での事務（山田
町現場事務所）

1人

◇現場事務業務全般
・建設工事現場の事務、請求書等のまとめ
・現場内業務における事務作業
（役所関係書類などの文書作成等）　　
・事務所内の整理整頓や清掃

一関市山目字中野１４０
－５

株式会社　佐々木
組

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町


