
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時15分

140,000円～160,000円

正社員 59歳以下 03030- 2279191
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

135,135円～135,135円

正社員 不問 03030- 2280691

(1) 8時30分～17時30分
147,600円～147,600円

正社員以外 不問 03030- 2281991
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
準中型自動車免許 (1) 7時30分～16時30分

220,712円～220,712円

正社員 45歳以下 03030- 2282491
看護師又は
准看護師 (1) 8時30分～17時30分

普通自動車免許ＡＴ 220,000円～300,000円

正社員 64歳以下 03030- 2283791
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時30分

150,000円～200,000円

正社員 64歳以下 03030- 2284891

(1) 8時30分～17時15分
132,733円～143,877円

正社員以外 不問 03030- 2286591
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

看護師、准看護師
いずれか

正社員以外 不問 03030- 2287191
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

看護師、准看護師
いずれか

正社員以外 不問 03030- 2288091

(1) 8時00分～17時00分
133,300円～133,300円

正社員以外 不問 03030- 2273991
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- 2274491

(1) 8時40分～18時00分
145,000円～150,000円 (2) 8時30分～13時00分

正社員 30歳以下 03030- 2275791
普通自動車免許一種

(1) 7時00分～16時30分
324,000円～648,000円

正社員 64歳以下 03030- 2277291

(1) 8時30分～17時15分
125,200円～144,800円

正社員以外 不問 03030- 2260591
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
200,000円～400,000円

正社員 64歳以下 03030- 2262091
大型自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
184,000円～230,000円

正社員 69歳以下 03050- 4052591
移動式クレーン運転士

(1) 8時00分～17時00分
230,000円～345,000円

正社員 69歳以下 03050- 4053191
大型自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
184,000円～230,000円

正社員 69歳以下 03050- 4054091

1

     （6月28日時点の内容です）

　　６月２５日　から　６月２８日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　７月１１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

総合職／正社員

1人

・窓口や後方による預金業務、融資業務
・取引先訪問による預金、融資の渉外業務
・国債、投資信託、個人年金保険の販売

＊地域密着型の中小企業向け金融機関となりま

岩手県宮古市向町２番４
６号

宮古信用金庫

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

水産加工／正社員

1人

・イカの加工（生処理・皮むき・短冊切り等）、
袋詰め、箱詰めなど

・その他、加工場清掃等の付随する業務


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

岩手県下閉伊郡山田町

歯科助手

1人

当院における歯科診療補助業務を行っていただき
ます。
・歯科医師の診療補助
・器具類の準備及び片付け
・滅菌消毒業務

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

宅配ドライバー

1人

生協の個人宅配配送（いわて生活協同組合様）
・セットされた食材を生協組合員様宅にお届けの
仕事
・宮古市内で１日６０～７０件の配送
・車両は１．５ｔ　ＡＴ車の小さなトラック

岩手県宮古市田鎖第８地
割１２－１いわて生活協
同組合宮古センター

株式会社　三協運
輸サービス　宮古
センター雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師「看護」

1人

当事業所にて訪問看護を行っていただきます。
・利用者様宅へ訪問し在宅療養の支援業務

＊採用後しばらくは２人１組での訪問となりま
す。

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

木材加工（製造）

2人

製造部にて、住宅木材の加工を業務を担当しま
す。
・壁材の枠組みの製造作業
・木工機械に手作業で木材を並べ、機械を操作し
釘打、カット

岩手県宮古市実田１丁目
５－１３

株式会社　ヤマウ
チ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理員

1人

こども園にて調理業務をしていただきます。
・給食の下処理、調理、盛付
・おやつ調理、盛付
・厨房清掃、ゴミ捨て等
おもとこども園およそ４０名です。

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

保育士（いわいずみこども
園）「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

保育士（おもとこども園）
「保育」

2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

浄土ヶ浜駐車場整理員

2人

浄土ヶ浜第一駐車場での勤務となります。
・一般車両や観光バスの整理業務
・駐車場内での案内業務等
・４～５名体制で従事します
＊業務経験が初めての方からのご応募も可能で

岩手県宮古市宮町一丁目
１－８０

一般社団法人　宮
古観光文化交流協
会雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

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

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

歯科衛生業務及び受付事務

1人

当院において下記の業務に従事します。
・歯科衛生業務（器具の洗浄や準備などから業務
を覚えていただきます）
・患者さんの接客、電話対応、受診予約、清掃
等。

岩手県宮古市大通１－３
－１３

歯科伊藤医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木作業員（土工）「建
設」

1人

工事現場で現場内整備の業務を行っていただきま
す。
・トンネル坑内外での資材移動

■以下有資格により■

岩手県宮古市川井第１地
割６０－１４

吉田西豊建設株式
会社　川井出張所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務補助／農林振興セン
ター

1人

宮古農林振興センターにおいて、職員指示のもと
下記業務を行っていただきます。
・データ整理（エクセル）
・文書作成（ワード）
・電話、来客対応（お茶出し）

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） 基本的なパソコン操作がで

きること（ワード、エクセ
ル） 岩手県宮古市

土木技術者「建設」

1人

公共工事や一般土木工事などの施工計画案の作成
○工事中における品質管理、安全管理、施工の調
整など監督・指揮業務や各種書類作成
○就業場所は担当の現場事務所が基本になります
が、現場への直行直帰もあり

岩手県宮古市八木沢三丁
目１１－５

株式会社　菊地建
設

雇用期間の定めなし

土木施工管理業務経験者
岩手県宮古市

大型ダンプ運転手（宮古営
業所）

1人

◇建設工事用資材や関連部材の荷積み、積み降ろ
しの
　配送業務全般。

・土木工事現場、建設工事現場にてダンプによる

岩手県一関市城内６－１
２

一般財団法人　建
設工事共同企業体
Ｔ・Ｂ・Ｉ雇用期間の定めなし

大型ダンプ経験者 岩手県宮古市

移動式クレーンオペレー
ター（宮古営業所）

1人

◇移動式クレーンを使用し各現場での資材、機械
などのつり上げ作業。
・建設現場でのクレーン操作業務。
・管理者の指示に従って資材の運搬等の作業をし
て頂きます。

岩手県一関市城内６－１
２

一般財団法人　建
設工事共同企業体
Ｔ・Ｂ・Ｉ雇用期間の定めなし

２５ｔ、５０ｔクレーン経
験者

岩手県宮古市

大型ダンプ運転手（宮古営
業所）

1人

◇建設工事用資材や関連部材の荷積み・荷降ろし
の配送業務全般
＊土木工事現場・建設工事現場にてダンプによる
土砂・砕石・砂利等の運搬作業に従事します。


岩手県一関市弥栄字下谷
起６６－２

一般社団法人　東
北労働支援組合

雇用期間の定めなし

大型ダンプ経験者 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７月４日発行  



移動式クレーン運転士
大型自動車免許一種 (1) 8時00分～17時00分

230,000円～345,000円

正社員 69歳以下 03050- 4055391

170,500円～193,600円

正社員以外 18歳以上 01240-13727191
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～400,000円

正社員 64歳以下 03010-15616191

(1) 8時30分～17時15分
154,890円～200,400円

正社員 31歳以下 03010-15680291

(1) 8時30分～17時30分
130,000円～150,000円

正社員 不問 03030- 2250891
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 9時00分～17時20分
140,000円～150,000円

正社員 59歳以下 03030- 2254091
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

135,135円～155,925円

正社員 59歳以下 03030- 2255391
幼稚園教諭免許 変形（１年単位）

保育士 (1) 8時10分～17時10分
168,500円～208,500円 (2) 7時30分～16時30分

正社員 59歳以下 03030- 2256691
調理師 変形（１ヶ月単位）

(1) 6時30分～15時30分
133,100円～157,000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- 2257991
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

140,000円～170,000円

正社員 40歳以下 03030- 2258491
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時15分
230,000円～381,000円

正社員以外 不問 04010-42534791

2

任期付職員［宮古市］

1人

環境省職員として採用後は、国立公園満喫プロ
ジェクト等に関する業務のうち、主に外国人観光
客を増加させるとともに利用環境を向上させるた
め、観光関係者間の調整や国立公園利用のプロ
モーションに関する業務等に従事します。

宮城県仙台市青葉区本町
３丁目２－２３　仙台第
２合同庁舎６階

東北地方環境事務
所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

大学卒業後７年以上の業務
経験(大学院での研究業務

を含む)を有すること
環境社会学,地域社会学,ｺ
ﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学,観光学など

木材加工

1人

マンションの建築内装工事で使用する造作材の生
産部所において、木材加工に従事していただきま
す。
・機械への材料投入
・化粧シート貼り作業

岩手県宮古市大字田鎖１
地割６番１

丸石商事株式会社
宮古工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理員／紫桐苑

1人

当法人が運営する特別養護老人ホームやデイサー
ビスセンターにおいて、調理業務に従事していた
だきます。
・朝夕９０食程度、昼１１０食程度の調理となり
ます。

岩手県宮古市茂市１－１
１５－１

社会福祉法人新里
紫桐会　特別養護
老人ホーム紫桐苑雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

幼稚園教諭

1人

３～６歳までの幼児保育業務全般を行います。
・保育、幼児教育、生活指導、身の回りのサポー
ト
・バス送迎乗車
・行事準備、運営

岩手県宮古市磯鶏沖４－
２０

学校法人磯鶏学園
認定こども園そけ
い幼稚園雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

水産加工員

1人

水揚げされた鮮魚や冷凍している魚の加工作業と
なります。
時期により取り扱う魚が異なります。
・加工処理は切り身、開き、衣を付けての冷凍加
工など

岩手県宮古市藤原二丁目
２－１７

有限会社　佐々京
商店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

自動車整備士補助

1人

自動車の整備全般の補助に従事していただきま
す。
・洗車・納車
・その他自動車整備士に関する業務の補助に従事


岩手県宮古市田鎖１３－
２６－１

有限会社　丸正
カーサービス

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般・経理事務

1人

一般事務及び経理事務全般を行っていただきま
す。
・電話対応、来客応対
・見積書・伝票作成　　　　　　　　　
・その他付随する業務

岩手県宮古市藤の川１３
番２３号

宮古環境管理株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

　
パソコン（ワード・エクセ

ル）操作のできる方
事務経験のある方

事務総合職（盛岡・宮古）

2人

○大学事務局における事務を担当していただきま
す。
（教務、研究支援、入試、学生支援、就職支援、
地域連携、企画、総務、経理等）


岩手県滝沢市巣子１５２
－５２

公立大学法人　岩
手県立大学

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

パソコン操作できる方
（ワード・エクセル・パ

ワーポイント・メール等）

交通事故から人を守る施設
の設置（道路工事管理）

1人

工事の管理を行っていただきます。
お客様や作業員との打ち合わせ、工事の準備、写
真の撮影、施工した数量の実測、パソコンでの資
料の作成などです。
＊主な工事内容　

岩手県盛岡市本宮７丁目
１２－４１

株式会社　東北工
商

雇用期間の定めなし

建設業に携わった経験があ
る方

岩手県宮古市、他

建設会社寮の住込調理補助
（岩手県宮古市）

1人

○朝食、弁当、夕食の調理補助と配膳（６０食程
度）
○食器の洗浄と清掃等

　上記の業務に従事していただきます。

札幌市北区屯田５条１０
丁目１０番２４号

株式会社　ホク
ショク

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 3時00分～20時00分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

移動式クレーンオペレー
ター（宮古営業所）

1人

◇移動式クレーンを使用し各現場での資材・機械
などの吊り上げ作業

◇建設現場でクレーン操作業務


岩手県一関市弥栄字下谷
起６６－２

一般社団法人　東
北労働支援組合

雇用期間の定めなし

２５ｔ・５０ｔ以上のク
レーンを操作経験者

岩手県宮古市


