
普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時15分

156,005円～209,920円

正社員以外 不問 03030- 2932091
大型自動車免許二種 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～18時00分

170,000円～330,000円

正社員 不問 03030- 2933391

(1) 9時00分～17時30分

118,500円～120,000円

正社員以外 不問 03030- 2935991
普通自動車免許一種

自動車整備士（３級） (1) 9時00分～17時30分
自動車整備士（２級） 230,000円～270,000円

有期雇用派遣 不問 04010-56085191

(1) 7時30分～16時30分

132,912円～132,912円

正社員以外 不問 06030- 7738391

132,912円～132,912円

正社員以外 不問 06030- 7739691
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時00分

188,000円～188,000円 (2) 9時00分～18時00分

正社員 18歳～26歳 03010-20549891
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時00分

188,000円～188,000円 (2) 9時00分～18時00分

正社員 18歳～26歳 03010-20550191
介護職員初任者研修 変形（１ヶ月単位）

又は (1) 8時30分～17時30分
介護福祉士 133,200円～154,880円 (2)11時00分～20時00分

普通自動車免許ＡＴ (3) 7時00分～16時00分

正社員 64歳以下 03030- 2917391
調理師 変形（１ヶ月単位）

(1) 7時00分～16時00分

161,000円～161,000円 (2)10時00分～19時00分

正社員 59歳以下 03030- 2918691
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

147,000円～240,000円

正社員 64歳以下 03030- 2919991
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

140,000円～250,000円 (2)20時00分～ 5時00分

正社員 18歳～35歳 03030- 2921291
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～16時50分

168,000円～188,000円

正社員 35歳以下 03030- 2924091
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分

215,000円～322,500円

正社員 不問 04080- 3209791
介護職員初任者研修

(1) 8時15分～17時15分

140,500円～146,500円

正社員以外 不問 03030- 2908391
准看護師以上

(1) 8時15分～17時15分

140,600円～239,700円

正社員 64歳以下 03030- 2909691
中型自動車免許一種

(1) 8時00分～16時00分

146,400円～195,200円

正社員 64歳以下 03030- 2910491
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- 2911791

1

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

ドライバー

1人

食料品や雑貨などを配達配送してます。
・配送ルートは宮古市内、久慈市は２～３トン車
で配達
・盛岡市は６トン車で配送
３ヶ月間、ドライバーと２人でまわり、仕事を覚

岩手県宮古市西町一丁目
７－１６

津軽石運送　有限
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師／正社員（小山田）
「看護」

1人

・デイサービス利用者のバイタルチェック、服薬
管理、リハビリ対応など
・訪問入浴サービス利用者のバイタルチェック、
更衣や入浴介助など


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

介護員（総合福祉セン
ター）「介護」

1人

浴槽を積んだ入浴車で、市内の利用者宅を訪問し
て、入浴の介護、およびデイサービス利用者の介
護業務従事していただきます。
・１日おおよそ４件で、１件あたりの入浴時間は
１５分ぐらいですが、浴槽の準備から片付けまで

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
会雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

大型ダンプドライバー

10人

○大型ダンプ（１０ｔ）の運転業務に従事して頂
きます。
・コンクリートプラント工場への材料搬送。
・その他付随する業務。
・フコク資材小本川砂工場での積み込み作業

宮城県気仙沼市朝日町２
２－３

株式会社　ＴＡＫ
ＡＣＯＲＰＯＲＡ
ＴＩＯＮ雇用期間の定めなし

実務経験者（必須） 岩手県下閉伊郡岩泉町

コンクリート試験係

1人

施工者より発注されたコンクリート試験業務を行
います。
・現場採取試験
・社内試験室で器具等を使用して行う試験
・品質管理等、その他付随する業務

岩手県宮古市藤の川１５
－７

宮古生コンクリー
ト　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

プレスオペレーター／山田

2人

コネクター用プレス端子加工および金型設計・製
作を主要とした業務を行っておりますが、その
内、プレスオペレーターを募集します。
・主にプレス機械に材料の取付け、製品の取出し
・実体顕微鏡を使用して外観検査など

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根７－４－１０

株式会社富士工業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

製造員（岩泉工場）

2人

当社岩泉工場において下記の業務を行っていただ
きます。
・洋菓子・和菓子・パン製造の補助
・生地の仕込み、成形、焼成、包装等


岩手県宮古市実田一丁目
５－１７

株式会社　日進堂
（ドーネル）

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

調理員

1人

利用者の食事に関する仕事を行います。
・主に高齢者約１００名分の調理
・下ごしらえ、調理、盛り付け、食器の洗浄
・その他、配膳・下膳など
＊調理スタッフ６名で調理業務を行います。

岩手県下閉伊郡山田町山
田１６－９－１０

社会福祉法人　正
受会　特別養護老
人ホーム平安荘雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

介護職員／赤前「介護」

1人

認知症対応型グループホームでの介護業務を行っ
ていただきます。主な仕事の内容は、利用者の方
の日常生活支援、レクリエーション、通院介助、
介護（食事、入浴、排せつ介助等）となります。


岩手県宮古市向町２番３
４号

有限会社　介護施
設　あお空

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

警備職（エリア職）

3人

営業所で総合セキュリティーサービスの提供を担
当する基幹人材を目指して頂きます。
・施設警備
・雑踏警備：お祭りやスポーツイベントなどのイ
ベント会場での安全確保

岩手県盛岡市清水町１２
－３３　リバーサイドＴ
ＡＮＴＡＮ１Ｆ

東洋ワークセキュ
リティ　株式会社
盛岡営業所雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

業務職（エリア職）

1人

営業所の運営全般を担当する基幹人材を目指して
頂きます。
・業務管理：警備現場の状況確認、備品管理等
・労務管理：警備員のシフト管理、勤務時間集計
等

岩手県盛岡市清水町１２
－３３　リバーサイドＴ
ＡＮＴＡＮ１Ｆ

東洋ワークセキュ
リティ　株式会社
盛岡営業所雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

販売（１００円ショップ）

1人

○１００円ショップでの商品陳列、レジ業務にな
ります。
　＊装飾の好きな方大歓迎



遊佐町比子字白木２３－
３６２

マルホンカウボ－
イ　本間物産株式
会社雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は 9時00分～20時30分の
間の8時間程度 岩手県宮古市

販売（宮古店：レジ・食品
品出し）

1人

○レジ（レジでの接客応対）
○商品の品出し（食品部門）
○勤務時間は（１）が週２日、主に商品の品出し
がメインです。レジ業務は９：００から２０：３
０のシフト制となり一日平均８時間の勤務となり

遊佐町比子字白木２３－
３６２

マルホンカウボ－
イ　本間物産株式
会社雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は 9時00分～20時30分の
間の8時間程度 岩手県宮古市

1人

岩手県内の大手国産車ディーラーでの自動車整備
業務です。主に車検・点検・一般整備をお願いし
ます。安定した環境と充実した研修制度でスキル
アップも図れます。まずは、お気軽に仙台営業所
（０２２－７９２－８８６０）までご相談下さ

宮城県仙台市宮城野区榴
岡４丁目２－３　仙台Ｍ
Ｔビル１１階

株式会社　レソ
リューション　仙
台営業所

自動車の整備 岩手県宮古市

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

（派）大手普通車ディー
ラーで自動車整備業務［宮
古市］

印刷機械オペレーター

1人

各種印刷機械の操作をしていただきます。
・印刷物・同関連商品作成における機械の操作
・その他付随する業務（製本・断裁・梱包等）
・土日祝完全休み。
※６ヶ月更新（原則更新）※正社員登用制度あり

岩手県宮古市新川町１－
２

花坂印刷工業株式
会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

大型バス運転手（本社）

1人

観光バス・送迎バスの運転業務
・観光バスでは、宮古近郊～全国各地、お客様の
プランや予約などに応じ、各方面への運転
・送迎バスでは、お客様の人数等により２５人乗
りの小型マイクロバス～大型バスの運転となり、

岩手県宮古市根市第２地
割３４－１

リアス観光　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

道路パトロール車の運転手
（技能補助）

1人

県が管理する道路（国道・県道・主要地方道）の
道路パトロールの運転業務に従事していただきま
す。
・主な運転範囲は岩泉町、田野畑村
・道路監視業務及び軽維持作業、車両運転

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字松橋２４－３

沿岸広域振興局
土木部　岩泉土木
センター雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

     （8月26日時点の内容です）

　　８月２０日　から　８月２６日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　９月５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

◎ 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。 

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。 

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２９日発行  



(1) 8時30分～17時15分

125,200円～144,800円

正社員以外 不問 03030- 2912891
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～16時30分

190,000円～190,000円

正社員 不問 03030- 2915191
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分

155,000円～155,000円

正社員 40歳以下 03030- 2916091
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- 2896991
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- 2898791

(1) 8時30分～17時15分

127,664円～127,664円

正社員以外 不問 03030- 2904291
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時00分

140,000円～180,000円

正社員 30歳以下 03030- 2905591

(1) 8時15分～17時00分

140,000円～200,000円

正社員 不問 03030- 2906191
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時15分～17時15分

134,240円～160,000円 (2)17時15分～ 8時15分
雇用期間の定めなし

正社員 18歳～45歳 03020- 1555091
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 04010-55408991
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 04010-55417491

(1) 8時30分～17時15分

125,868円～144,432円

正社員以外 不問 03030- 2884191
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時15分

125,200円～174,200円

正社員以外 不問 03030- 2886391
準中型自動車免許一種 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- 2889491
準中型自動車免許一種 変形（１年単位）
フォークリフト技能者 (1) 5時00分～15時00分

156,100円～156,100円 (2) 4時00分～14時00分

正社員以外 18歳以上 03030- 2890291
変形（１ヶ月単位）
(1) 6時30分～ 9時30分

140,000円～145,000円 (2)17時00分～22時00分
(3)14時00分～22時00分

正社員 不問 03030- 2893091

2

データ整理、事務補助（期
限付臨時職員）

1人

岩泉林務出張所において、事務補助作業に従事し
ます。
・窓口での来客応対、電話応対、パソコン操作
（データ入力や図面の作成等）、その他資料整理
等

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字松橋２４－３　岩泉
地区合同庁舎２階

沿岸広域振興局宮
古農林振興セン
ター林務室　岩泉
林務出張所

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）のできる方 岩手県下閉伊郡岩泉町

運転手（タンクローリー）

1人

タンクローリーの運転に従事していただきます。
　・化学薬品の運搬業務となります。
　（宮古市から下記運搬地）



岩手県宮古市磯鶏二丁目
４－２３

株式会社　カクヒ
ロ陸運

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

農林業器具等販売・修理

1人

農林業器具等の修理、販売、配達等を行います。
・チェンソー、発電機、農機具、刈払い機等の受
付修理
・チェンソー刃、ヤスリ、オイル、防護服など店
舗販売

岩手県宮古市長町ー丁目
２番１１号

ハスクバーナ宮古

雇用期間の定めなし

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

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。そのほか調理場の清掃や
付随する業務。管理栄養士２名、調理員１０名体
制となっております。

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

一般事務補助／水産商工課
（期限付臨時職員）

1人

水産商工課に勤務となります。担当職員の指示の
もと、町の観光・水産業・商業に係る資料整備、
パソコンでのデータ入力、集計作業、郵便物の発
送業務等の作業に従事していただきます。

岩手県下閉伊郡山田町八
幡町３－２０

山田町役場

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）操作が出来ること 岩手県下閉伊郡山田町

総合職

2人

漁業協同組合の各事業に従事します。
・購買事業（給油所での給油作業・社用車を使用
してのＬＰガス配達等）
・販売事業（魚市場での鮮魚入出荷業務等）
・製氷事業（漁船用の氷の製造・販売）

岩手県下閉伊郡山田町船
越１３－１０４

船越湾漁業協同組
合

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

機械オペレーター

1人

当社において下記の業務を行っていただきます。
・金型用パーツ部品の加工
・研磨、プロファイル【※】加工



岩手県宮古市田鎖３－１
４

株式会社　ＧＵＰ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

1人

＊宮古市浄化センターに於いて、施設の操業及び
維持管理業務全般に従事します。下水処理施設の
点検等を行うほか、市内の中継ポンプ施設を定期
的に巡回し、電気設備などの保守点検業務を行い
ます。

岩手県釜石市定内町４丁
目１番４７号

株式会社　テツゲ
ン　東北支店

岩手県宮古市

現場管理（土木）［岩手
県］

1人

※ブランクがある方も歓迎します。
　建設現場における土木工事の監督業務に従事し
て頂きます
　現場：工程管理、安全・品質管理、写真撮影
等

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３年以上 岩手県宮古市、他

技術職／宮古事業所／浄化
センター（日勤・宿直あ
り）

現場管理補助（電気設備）
［岩手県］

1人

※未経験・ブランクのある方も歓迎します！
電気設備工事における管理業務補助（現場監督）
を行っていただきます。
・工程管理（写真撮影及び管理、作業員への作業
内容の伝達及び確認）

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

事務補助員／介護保険課
（期限付臨時職員）

1人

介護保険課に勤務となります。
・事務補助、窓口対応業務
・介護保険事業所からの用務取り次ぎ
・市民からの各種申請受付など

岩手県宮古市宮町一丁目
１－３０

宮古市役所

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）操作ができること 岩手県宮古市

事務

1人

介護が必要な高齢者が利用（入所）する施設での
事務補助
【具体的な仕事内容】
窓口対応、業務に係る物品の管理、給与計算、庶
務　など

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中家４０

社会福祉法人　恩賜
財団済生会支部岩手
県済生会　特別養護
老人ホーム　百楽苑

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） 岩手県下閉伊郡岩泉町

事務職員

1人

当協同組合総務部指導課で下記の業務を行ってい
ただきます
・漁船保険、漁業共済関係事務、漁船登録関係事
務
・ウニ、アワビの口開け時、洋上での検査

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）

ＰＣ操作（ワード、エクセ
ル）ができる方 岩手県宮古市

現場作業員

1人

当協同組合業務部業務課で下記の業務を行ってい
ただきます
・自営定置網水揚げ補助作業
・かき、ほたて、あわび集荷作業
・購買事業商品の配達作業

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）

ＰＣ操作（ワード、エクセ
ル）ができる方 岩手県宮古市

フロント及び接客サービス

1人

以下の業務を行っていただきます。
・フロントでの会計及び、チェックイン・チェッ
クアウト時の対応
・接客対応全般（お客様とのコミュニケーション
対応及びお茶出しなど）

岩手県宮古市磯鶏一丁目
１－１８

有限会社ホテル近
江屋

雇用期間の定めなし

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作のできる方

岩手県宮古市


