
変形（１ヶ月単位）
(1) 6時30分～14時30分

119,955円～119,955円 (2)10時50分～18時50分

正社員以外 不問 03010-18340291
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～17時00分
178,000円～206,000円

正社員 45歳以下 03010-18385191
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 7時00分～16時00分
134,940円～204,140円 (2) 8時30分～17時30分

(3)16時00分～ 9時00分

正社員 63歳以下 03030- 2641691
中型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
161,330円～268,830円

正社員 59歳以下 03030- 2645891

(1) 8時00分～17時00分
133,120円～133,120円

正社員以外 不問 03030- 2646291

(1) 8時00分～17時00分
125,529円～125,529円

正社員以外 不問 03030- 2647591
保育士

(1) 8時30分～17時00分
165,480円～190,680円 (2) 7時00分～13時00分

(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030- 2630191
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

土木施工管理技士１級 (1) 8時00分～17時00分
又は 200,000円～300,000円

土木施工管理技士２級

正社員 64歳以下 03030- 2631091
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～17時40分
171,000円～220,000円

正社員 59歳以下 03030- 2632391
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
160,000円～300,000円

正社員 不問 03030- 2633691
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時30分～18時30分
197,000円～292,500円

正社員 35歳以下 03030- 2634991
普通自動車免許一種

危険物取扱者（丙種） (1) 8時00分～17時00分
160,000円～160,000円

正社員 59歳以下 03030- 2635491
中型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
155,000円～230,000円

正社員 59歳以下 03030- 2636791
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

131,921円～155,050円

正社員以外 不問 03030- 2637891
大型自動車免許一種

(1) 7時00分～16時00分
255,600円～340,800円 (2) 8時00分～17時00分

正社員 不問 04010-49714091
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 9時00分～18時00分
184,400円～196,800円

有期雇用派遣 不問 03010-18179491
変形（１年単位）
(1) 8時15分～17時15分

131,963円～131,963円

有期雇用派遣 不問 03010-18180291
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
184,800円～277,200円

正社員 不問 03030- 2627491

1

     （7月29日時点の内容です）

　　７月２３日　から　７月２９日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　８月８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

駅構内そば店従業員（宮古
駅）

1人

宮古駅構内「宮古そば店」において、以下の業務
を行っていただきます。
・そば店での簡単な調理・販売業務及び商品管
理、店舗清掃等
・その他関連する業務及び指示された業務

岩手県盛岡市盛岡駅前北
通５番３３号

株式会社　ＪＲ東
日本リテールネッ
ト　盛岡支店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

営業（盛岡支店・北上支
店・宮古支店）

4人

◆損害保険・生命保険の代理店営業業務を担当し
ていただきます。

○１年ほどの研修期間（三井住友海上火災保険
（株）で、必要となる資格、免許取得のプログラ

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 PC操作(インターネッ
ト・ワード・エクセル
を使用し定型フォーム
に入力ができる事)

岩手県宮古市、他

介護職員／正社員「介護」

1人

グループホーム入所者の介護業務全般を行いま
す。
・入所者９名の身の回りの世話、食事、入浴、排
泄、リハビリ等の介助や見守りなど
・食事の準備や後片付け、洗濯、清掃、その他雑

岩手県宮古市中里団地４
－１１

グループホーム愛
宕の丘（有限会社
川崎タクシー）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木作業員「建設」

2人

宮古・下閉伊地区の各現場において、土木工事等
に係る業務を行っていただきます。
・主に公共工事及び民間の基礎・造成等の土木工
事作業
・現場作業において２ｔ・４ｔダンプ及び４ｔト

岩手県宮古市宮町一丁目
３－５

陸中建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

土木工事経験 岩手県宮古市

水産加工員／フルタイム
（１）

1人

当工場において下記の業務を行っていただきま
す。
・主にイカ類の加工やカレイの干物の製造業務
・原材料、製品の運搬
・汚れの除去及び専用箱へ並べる業務

岩手県宮古市上鼻２－１
－３３

株式会社　大濱正
商店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

水産加工員／フルタイム
（２）

2人

当工場において下記の業務を行っていただきま
す。
・主にイカ類の加工やカレイの干物の製造業務
・原材料、製品の運搬
・汚れの除去及び専用箱へ並べる業務

岩手県宮古市上鼻２－１
－３３

株式会社　大濱正
商店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

保育士「保育」

1人

２歳未満児の保育業務が主な仕事になります。
・現在は１８人の園児を５名の保育士が担当して
おります。
・園児は全部で６３名おり、保育士は９名体制で
行っております。

岩手県宮古市沢田４－１ 常安寺保育園

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

土木施工管理技士「建設」

1人

当社請負の各現場において下記業務を行っていた
だきます。
・土木工事の現場施工管理業務
・安全管理、品質管理、工程管理、出来形管理、
原価管理

岩手県下閉伊郡岩泉町小
本字鈩３０５番地１

株式会社　佐藤組

雇用期間の定めなし

施工管理経験 岩手県下閉伊郡岩泉町、他

自動車整備

2人

自動車整備業務全般
・軽自動車、小型・中型自動車および大型自動車
などの車検整備や一般点検整備、修理など
・整備関係書類（整備記録）作成、お客様の車の
入庫、引取りロードサービス

岩手県下閉伊郡田野畑村
菅窪２２３－７５

丸奥自動車工業株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

自動車板金塗装工

1人

当整備工場において主に下記の業務に従事しま
す。
・キズ、凹みなど自動車の損傷個所の自動車板金
塗装
・主に新車へのボディコーティング

岩手県下閉伊郡田野畑村
和野１５－２４

有限会社　佐々木
自動車整備工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

商品配達及び営業

1人

【商品配達】
・注文商品（主に食品、生活用品等）を１日５０
件位配達
・エリアは宮古、下閉伊地域で、コースは曜日毎
に決まっており、１０ｋｇ位の重量物もあり

岩手県宮古市田鎖８－１
２－１

いわて生活協同組
合　共同購入事業
部　宮古センター雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ガス検針・配達

1人

・ガスの検針、集金（軽トラックを使用）
・灯油配達（配達車２ｔトラック）
・主に宮古市内
・入社後相談の上、住宅設備機器等の工事もあり


岩手県宮古市磯鶏石崎５
番６号

有限会社　千崎商
事

雇用期間の定めなし

ＬＰガスまたは水道工事 岩手県宮古市

運転手兼水産加工員

1人

運搬業務、水産加工に従事します。
・４ｔ車を使用し、市場から工場へ原料魚を運搬
作業
・工場内で水産加工（時期に水揚げとなった魚の
下処理）

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

水産加工員

3人

秋鮭、いくら、サンマ、サバなどの水産加工作業
を行っていただきます。
・その時期に水揚げとなった魚を取り扱い、下処
理や箱詰め作業等


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
場雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県宮古市

ダンプカー運転手

2人

◎建設現場でのダンプカー運転業務
主に震災の復旧工事を中心とした砕石、砂、骨材
等の運搬

＊現場：主に沿岸、気仙沼地区、相馬市、南相馬

宮城県仙台市若林区沖野
２丁目６－４３－２０５

株式会社　ＪＭＰ
ソリューションズ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

組立・加工業務（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。
・電子機器の組立（ハンダ作業、電動ドライ
バー）
・車両通行規制に使うポールの加工

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）
パソコンの基本操作（ワー
ド・エクセル）ができる方 岩手県宮古市

データ測定・記録（宮古
市）

1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。
・食品加工ラインの指定された場所の温度及び水
温を確認記録し、異常値が出た際は上長に報告
・加工品のサンプル検査

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

月未満）

岩手県宮古市

大型運転手／田老工場

1人

大型トラック１０ｔ車の運転業務となります。
・石巻～宮古間から、魚あら等を回収
・当社宮古営業所に運搬
　運転手１名乗務での運行になります。
＊フォークリフト技能資格あれば尚可

岩手県宮古市港町２－４ 株式会社　丸才
宮古営業所

雇用期間の定めなし

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８月１日発行  



普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）
介護支援専門員 (1) 7時00分～16時00分

185,680円～185,680円 (2) 9時00分～18時00分
(3)10時30分～19時30分

正社員以外 不問 03030- 2628791
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

フォークリフト技能者 (1) 8時00分～17時15分
車両系整地掘削用運転 160,000円～200,000円

正社員 64歳以下 03030- 2629891
変形（１ヶ月単位）
(1)11時00分～20時00分

230,000円～230,000円 (2)13時00分～22時00分

正社員 不問 03030- 2620291
変形（１年単位）
(1) 8時00分～16時50分

130,873円～135,682円 (2)17時00分～ 1時50分

正社員 18歳～59歳 03030- 2622191
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～150,000円

正社員 59歳以下 03030- 2623091
養護教諭免許

(1) 8時00分～16時30分
159,300円～270,400円

正社員以外 不問 03030- 2624391
保育士 変形（１年単位）

(1) 7時00分～16時00分
185,000円～197,000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- 2625691
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時45分～17時45分
160,000円～300,000円

正社員 40歳以下 03070- 4448391
調理師 変形（１年単位）

150,000円～180,000円

正社員 不問 03080- 2561291
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 04010-49296291

2

現場監督補助（空調・衛生
設備分野）［岩手県］

1人

空調・衛生設備工事における管理業務（現場監
督）を行って頂きます。
・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

調理師（アイルーム山田
町）

1人

ホテル「アイルーム山田町」に宿泊するお客様に
提供する朝食及び夕食の調理業務を担当していた
だきます。
・簡単な調理、盛付け、配膳、食器洗浄、後片付
け、清掃等

岩手県陸前高田市竹駒町
字館６３

株式会社　アグ
リ・フードシステ
ム雇用期間の定めなし

又は 5時00分～21時00分の
間の8時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

営業（宮古支店）

1人

○生命保険・損害保険の既契約者への契約保全を
しながら併せて新規契約の募集販売業務です。
　保険商品や金融知識を身につけ、自然災害や業
務災害などの多様なニーズやリスクに対する提案
業務を通し、地域社会に貢献できる仕事です。

岩手県北上市川岸３－１
０－２

株式会社　東北永
愛友商事岩手（本
社）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

保育士「保育」

1人

保育クラス担当者として、保育所に入所している
乳幼児（０～６歳）の保育業務に従事。
・日常の遊び、保育記録作成、年行事の計画・実
施など


岩手県下閉伊郡山田町八
幡町７－１

社会福祉法人光明
福祉会　山田第二
保育所雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

小学校講師（養護助教諭）

1人

小学校において養護教諭の業務を行っていただき
ます。
・児童の救急看護
・児童の健康診断および健康相談
・保健指導の計画及び実施

岩手県宮古市五月町１－
２０　宮古地区合同庁舎
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（ワード、エ
クセル）できる方

岩手県宮古市、他

一般事務

1人

一般事務に従事していただきます。
・パソコンを使用しての書類作成、請求書作成、
データ入力
・来客対応、電話対応
・その他指示された業務

岩手県宮古市上鼻二丁目
６番７５号

株式会社　伊藤礦
業所

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード、エ
クセル）ができる方

岩手県宮古市

プレスオペレーター（山
田）

1人

当社において、ゴムパッキンの製造業務に従事し
ていただきます。
・製造機械に材料（ゴム）を流し込んでプレス
・製品になって出てきたものを取り込む作業
・その他関連する作業

岩手県下閉伊郡山田町大
沢４－２０－１４０

ツインスターテク
ノロジー株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

調理人

1人

宿泊兼日帰り温泉施設「うみねこ温泉湯らっく
す」において調理業務に従事します。
・日帰り入浴及び宿泊するお客様に対しての食
事、飲食の提供
・食材の準備

岩手県下閉伊郡山田町川
向町１０－５

天翔水産株式会社
うみねこ温泉　湯
らっくす雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

木材加工

1人

チップの製造にかかる作業全般に従事していただ
きます。
・ある程度の大きさに裁断された丸太を、破砕用
の機械に投入する作業
・ショベルローダーとフォークリフトを使用して

岩手県宮古市川井２－２ 有限会社　川井林
業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護支援専門員「介護」

1人

施設入所者数１８名（認知症の方）を対象とした
入所者のケアマネジメント業務を行います。
・介護計画の作成
・利用者対応、家族との連絡調整


岩手県下閉伊郡田野畑村
机２９９

中城興産株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡田野畑村


