
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 02020-11220291
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分
159,000円～169,800円

正社員 45歳以下 03010-18029091
変形（１年単位）
(1) 7時00分～16時00分

138,000円～180,000円 (2)13時00分～22時00分

正社員 59歳以下 03030- 2615091
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時15分
215,040円～215,040円

正社員以外 不問 03030- 2617691
普通自動車免許一種

土木施工管理技士２級 (1) 8時30分～17時15分
165,480円～236,040円

正社員以外 不問 03030- 2618991
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
155,000円～250,000円

正社員 59歳以下 03030- 2610791
土木施行管理技士２級

(1) 8時30分～17時30分
400,000円～550,000円

正社員 59歳以下 04010-48911291
普通自動車免許ＡＴ

(1)10時00分～19時00分
133,056円～133,056円

正社員以外 不問 03030- 2607191
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

133,728円～151,200円

正社員以外 不問 03030- 2608091

(1) 7時00分～16時00分
160,300円～229,000円

正社員以外 不問 03030- 2609391
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

140,000円～160,000円

正社員 59歳以下 03030- 2590891
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

140,000円～160,000円

正社員 59歳以下 03030- 2592591
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

142,600円～142,600円

正社員 59歳以下 03030- 2595391
変形（１ヶ月単位）
(1) 7時30分～16時30分

140,000円～190,000円 (2) 8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

正社員以外 64歳以下 03030- 2597991
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

147,262円～147,262円

正社員以外 不問 03030- 2598491
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～18時00分
172,000円～215,000円

正社員 不問 03030- 2602491
普通自動車免許ＡＴ

介護福祉士 (1) 8時00分～17時00分
173,750円～178,750円

正社員以外 不問 03030- 2581791
普通自動車免許一種

(1)13時00分～21時00分
218,950円～218,950円

正社員以外 不問 03030- 2583291
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     （7月22日時点の内容です）

　　７月１６日　から　７月２２日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　８月１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

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

業務管理（盛岡営業所・奥
州出張所・沿岸）

2人

〇業務課のサポートとして、岩手県内の請負現場
を対象に、スタッフ欠員時のサポート業務を実
施。（社用車で県内の病院へ移動していただき、
院内業務のサポートをしていただきます。）
〇欠員が無い場合は、現場のシフト管理などの事

岩手県盛岡市中太田泉田
６６－１１

ワタキューセイモ
ア　株式会社　盛
岡営業所雇用期間の定めなし

パソコンスキル（エクセ
ル・ワード）

岩手県宮古市、他

フロント・レストランサー
ビス

2人

営業課に配属となります。
・宿泊フロント業務、受付、会計、電話対応等を
担当していただきます。
・レストランサービスとして朝食、夕食の配膳を
していただくこともあります。

岩手県宮古市田老字向新
田１４８

株式会社　グリー
ンピア三陸みやこ

雇用期間の定めなし

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ていただきます。
・道路状況の確認や張り出した枝の刈り払い等の
業務
・県所有車両（公用車）の運転業務

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） 自動車運転経験５年以上

（過去５年間無事故・無違
反） 岩手県宮古市

工事監督補助／宮古土木セ
ンター

1人

県営建設工事に係る監督職員（正職員）の補助業
務となります。
・工事現場の確認、巡回、報告等
・事務補助、パソコンによるデータ入力
・その他付随する業務

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）

建設業の従事経験者又は公
共事業発注機関の工事監督

経験者
PC入力(Word,Excel)操作 岩手県宮古市

鉄工作業員

1人

弊社山田工場において下記の業務に従事します。
・各種プラント機器の溶接作業
・製缶作業
・配管工事
・各種産業機械の据付工事

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根第２地割８－１

五菱工業株式会社
山田工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

工事監督支援業務［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
者支援業務、施工管理、工事関係資料作成、補助
業務に従事して頂きます。
　現場管理及び現場の立会い打合せ等の業務。


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

　
国交省発注土木工事の施工

管理経験者
岩手県宮古市

一般・経理事務

1人

当ＮＰＯ法人において、下記の業務を行っていた
だきます。
・キャンプ場、宿泊者等利用者の人数集計
・診療所給食数集計データ入力、報告書作成
・検便検査依頼

岩手県宮古市鈴久名４－
５－４

特定非営利活動法
人かわい元気社

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード・エ
クセル）

岩手県宮古市

精密部品の検査

1人

空調の効いた明るい工場内で座って作業して頂き
ます。
拡大鏡や顕微鏡を使用し携帯電話、デジタルカメ
ラなどに用いられる精密電子部品（コネクタ）の
検査をして頂きます。細かい作業が得意な方に最

岩手県宮古市田鎖９地割
５５番地１

株式会社　エム・
アイ・テイー　東
北工場雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

森林整備作業員

3人

宮古市周辺の作業現場において下記の業務を行っ
ていただきます。
・山林作業全般
・立木の伐木、枝払い、玉切り、集積
・下刈り、地拵え、植栽

岩手県宮古市藤の川９番
８号

武商店　合同会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

事務・販売

1人

事務業務及び販売業務に従事します。
・伝票処理、帳簿作成、パソコンでの書類作成
・店頭（工場内店舗）での販売、商品の発注・受
注
・メール送受信、画像処理、ネット販売の管理

岩手県下閉伊郡山田町中
央町７－６

有限会社　木村商
店

雇用期間の定めなし

メール、ネット販売につい
てのＰＣスキル

岩手県下閉伊郡山田町

加工・販売

1人

豊間根工場で商品の加工と販売を行っていただき
ます。
・主にイカの塩辛、魚の干物、押し寿し等の加工
・店頭（工場内店舗）での販売、レジ操作、パッ
キング、包装等

岩手県下閉伊郡山田町中
央町７－６

有限会社　木村商
店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

水産加工品の製造

2人

商品パック詰め工程、加工製造業務に従事しま
す。
・めかぶ、塩辛加工品ライン工程による作業
・ライン工程はパック詰め、検品、目視検査箱詰
・担当工程は交替制

岩手県下閉伊郡山田町織
笠第１１地割２２－１１

株式会社　山田
コールドストレー
ジ雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

介護職「介護」／日勤

2人

・入院患者（１病棟４０名位）の食事、入浴、ト
イレ介助などの支援。
・病棟の介護スタッフは１０～１５名となり、シ
フトでの勤務となります。
・他職種と共働で患者様の身体機能障害からの回

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

水産加工員（サンマ）

6人

魚類の加工食品等の処理を行います。
・主にサンマ選別ラインに沿った製造
・梱包作業
・その他イカの冷凍食品加工、秋サケの加工
・スケソウダラ・サバ等の前浜魚の処理作業

岩手県宮古市日立浜町８
番２３号

株式会社　おがよ
し

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

霊柩車運転搬送

2人

＊寝台車運転業務
・病院、施設等から自宅や葬儀場安置所ご遺体を
移動搬送
＊霊柩車運転業
・安置所から火葬場までの搬送

岩手県下閉伊郡田野畑村
奥地３３

田野畑交通　有限
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

介護職員「介護」

1人

デイサービスセンターにおいて介護業務を担当
・介護業務（身の回りの世話・食事・入浴・排泄
等の介助）
・ワイドタイプのワゴン車（施設車）で、通所者
の送迎運転業務

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－１００－３

社会福祉法人　正
受会　平安荘デイ
サービスセンター雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

介護職 岩手県下閉伊郡山田町

セールスドライバー

2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

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

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２５日発行  



(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- 2584591
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時30分
155,000円～155,000円

正社員以外 不問 03030- 2585191
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
140,000円～145,000円

正社員 不問 03030- 2587391

(1) 8時30分～17時15分
125,868円～144,432円

正社員以外 不問 03030- 2589991
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 9時00分～18時00分
176,000円～176,000円

有期雇用派遣 不問 03010-17750591
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00分
286,000円～330,000円

正社員以外 不問 03020- 1381991
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 04010-48103791
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 04010-48118991
理学療法士
作業療法士 (1) 8時30分～17時30分
言語聴覚士 237,031円～294,843円
いずれか

普通自動車免許ＡＴ
正社員 不問 13070-66743591

2

訪問リハビリテーション／
宮古

1人

本財団は、日本理学療法士協会・日本作業療法士
協会・日本言語聴覚士協会が共同出資し、被災者
の支援を目的として創設致しました。
福島県・宮城県・岩手県の被災者および高齢者の
支援として、専門的な在宅での理学療法や作業療

東京都渋谷区干駄ヶ谷３
－８－５

一般財団法人訪問
リハビリテーショ
ン振興財団雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

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

重機オペレーター　「建
設」

2人

＊各工事現場において、重機の運転業務に従事し
て
　いただきます。
・現在の現場は宮古市内
・バックホー等での土砂の掘削、整地など

岩手県釜石市浜町１丁目
１番１号釜石ビル３０８

株式会社　ダイ
セー

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

出荷管理業務（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。
・タテ１ｍ、直径１５ｃｍ程の製品の箱詰め
・手動フォークを用いての運搬
・在庫管理（パソコンへのデータ入力）

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

岩手県宮古市宮町一丁目
１－３０

宮古市役所

岩手県宮古市

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

保育補助／こども課
（期限付臨時職員）「保
育」

一般事務

1人

当社において主に下記の事務業務に従事します。
・給与計算
・年末調整
・作業日報の作成
・入札関係書類の作成

1人

宮古市田老保育所において、下記保育補助業務を
行っていただきます。
・園内の清掃や片付け、備品消毒
・行事の準備業務
・保育士の補助など

岩手県下閉伊郡田野畑村
和野２６３－１

大崎建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村
パソコン基本操作（ワー

ド、エクセル）ができる方

厨房係

1人

浄土ヶ浜レストハウスにおいて、下記の業務に従
事していただきます。
・和食を中心とした食材の仕込み（魚捌き等）、
盛り付け、料理提供までの一連の調理業務
・食材の仕入れや、厨房の片づけ等もあり

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
会雇用期間の定めなし

調理経験者 岩手県宮古市

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


