
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- 2067091
普通自動車免許ＡＴ フレックス

(1)10時00分～17時00分
220,000円～240,000円 (2)14時00分～19時00分

正社員 44歳以下 03010-27559391

(1) 8時30分～17時15分
125,868円～144,432円

正社員以外 不問 03030- 3931491
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
コンクリート技士 (1) 7時30分～16時30分

250,000円～250,000円

正社員 59歳以下 03030- 3941791

(1) 8時30分～17時00分
150,150円～165,165円 (2) 8時30分～12時00分

正社員 不問 03030- 3942891
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分
146,630円～146,630円

正社員以外 不問 03030- 3943291
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分
146,630円～146,630円

正社員以外 不問 03030- 3944591
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 04010-75318491
薬剤師 交替制あり

(1) 9時00分～16時00分
315,000円～315,000円 (2)10時00分～17時00分

正社員以外 不問 01240-24263191
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
130,000円～150,000円

正社員 59歳以下 03030- 3926291
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 6時00分～15時00分
226,500円～263,500円 (2) 7時00分～16時00分

(3) 8時00分～17時00分

正社員 59歳以下 03030- 3927591
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
145,000円～168,000円 (2) 9時00分～18時00分

(3) 7時00分～16時00分

正社員 64歳以下 03030- 3928191
栄養士 変形（１ヶ月単位）

普通自動車免許ＡＴ (1) 8時30分～17時30分
167,700円～176,900円

正社員 64歳以下 03030- 3929091
車両系建設機械運転 変形（１ヶ月単位）
技能講習お持ちの方 (1) 5時00分～13時00分

関連有資格者 250,000円～250,000円 (2)13時00分～21時00分

正社員 59歳以下 04010-75126291
登録販売者 交替制あり

180,000円～260,000円

正社員 59歳以下 01240-24074291
薬剤師 交替制あり

(1) 9時00分～18時00分
321,000円～395,000円 (2)10時00分～19時00分

正社員 59歳以下 01240-24083291
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 03020- 2023591
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 不問 03020- 2024191

1

コンサルティング営業

1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。
・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
・損害サービス対応

岩手県釜石市中妻町２－
２－１１　山一ビル　３
階

株式会社　東海日
動パートナーズ東
北　釜石支社雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

保険契約の保全

1人

＊保険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。


岩手県釜石市中妻町２－
２－１１　山一ビル　３
階

株式会社　東海日
動パートナーズ東
北　釜石支社雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

薬剤師（宮古中央店／調
剤）

1人

調剤薬局において、調剤業務全般に従事していた
だきます。

北海道札幌市東区北２４
条東２０丁目１番２１号

株式会社　ツルハ
（ツルハドラッ
グ）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

登録販売者（宮古市、紫波
町、盛岡市）

1人

　ドラッグストアにおける
＊医薬品・日用品等の接客販売
＊商品管理
などの業務全般に従事していただきます。
＊登録販売者の資格を有する者に限る

北海道札幌市東区北２４
条東２０丁目１番２１号

株式会社　ツルハ
（ツルハドラッ
グ）雇用期間の定めなし

又は 8時30分～23時00分の
間の8時間程度

岩手県宮古市、他

重機オペレーター

1人

ローダー、バックホウなどの運転業務に従事して
頂きます。
プラント内において、材料運搬や積込作業が主な
内容となります。


宮城県仙台市青葉区本町
１丁目１３－２２　仙台
松村ビル７Ｆ

フコク資材　株式
会社

雇用期間の定めなし

運転経験がある方 岩手県下閉伊郡岩泉町

栄養士

1人

栄養士業務に従事していただきます。
・入居者様３９名の食事管理
・入居者様と一緒におやつ作り（月イベント４回
程度）
・日々のメニュー掲示用作成、委託業者との打合

岩手県下閉伊郡田野畑村
奥地１３番地

社会福祉法人　山
栄会　特別養護老
人ホーム　リアス
倶楽部

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

介護職員「介護」

1人

地域密着型特別養護老人ホームと併設ショートス
テイ利用者の介護を担当していただきます。
・入浴、食事、排泄、更衣、口腔ケア、レクリ
エーション、アクティビティー、看取り介護、認
知症ケア、施設内環境　整備、見守り、利用者・

岩手県下閉伊郡田野畑村
奥地１３番地

社会福祉法人　山
栄会　特別養護老
人ホーム　リアス
倶楽部

雇用期間の定めなし

又は 7時00分～22時00分の
間の8時間

岩手県下閉伊郡田野畑村

ダンプ運転手

1人

各工事現場において、大型ダンプ（１０ｔ車）の
運転業務に従事していただきます。
・主に土砂、砕石等の運搬
・その他日々の業務として、車両の点検、運転日
報、洗車

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中家１２番地１

岩泉自動車運輸
株式会社

雇用期間の定めなし

又は 5時30分～20時00分の
間の7時間程度

岩手県宮古市

一般事務

1人

・一般事務業務
　タイムカードの整理、帳簿記帳等
・電話応対
・原材料（原皮）の入荷、出荷管理
・仕上製品の出荷管理

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字合の山１２－２

アイファー株式会
社　岩手工場

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード・エ
クセル）の出来る方

岩手県下閉伊郡岩泉町

（パ）調剤薬剤師（宮古中
央店）

2人

調剤薬局における

＊調剤業務全般

＊第１類医薬品販売業務

北海道札幌市東区北２４
条東２０丁目１番２１号

株式会社　ツルハ
（ツルハドラッ
グ）雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）
又は 9時00分～17時00分の
間の6時間程度

岩手県宮古市

現場管理補助（土木）

1人

※未経験・ブランクのある方も歓迎します！
土木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

未経験歓迎 岩手県宮古市、他

販売

1人

浄土ヶ浜レストハウスにおいて主に下記の業務を
行っていただきます。
・売店のレジや品出し
・商品の在庫・売上げ管理、発注
・まれに市内への配達をお願いする事があります

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

月以上）

岩手県宮古市

パソコン（ワード・エクセ
ル）基本入力程度ができる

方

事務

1人

浄土ヶ浜レストハウスにおいて主に下記の業務を
行っていただきます。
・書類の作成と整理や伝票のまとめ
・電話や来客対応など事務担当者の補助的作業
・銀行用務など

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

月以上）

岩手県宮古市

パソコン（ワード・エクセ
ル）基本入力程度ができる

方

事務／歯科技工所

1人

当社は歯科医院、病院より受注を受け製品の製作
納品しています
・専用ソフトを使用し製品の伝票、請求書作成
・従業員給与計算
・電話、来客対応

岩手県下閉伊郡山田町北
浜町１０４－４

マリンデンタル
株式会社

雇用期間の定めなし

パソコン基本操作 岩手県下閉伊郡山田町

コンクリート試験係

1人

コンクリートプラント試験係を担当していただき
ます。
・当社試験室での試験、試験結果等書類作成（パ
ソコンを使用）、データ管理
・品質管理

岩手県下閉伊郡山田町織
笠１４－３２

株式会社　阿部組

雇用期間の定めなし

コンクリート試験経験者 岩手県下閉伊郡山田町

事務補助員／税務課（期限
付臨時職員）

2人

宮古市役所税務課に勤務となります。
○市税等の申告に来庁した方の受付、申告書・世
帯台帳・申告書類等の整理

○その他庶務等職員補助業務（市税等申告に係る

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）

岩手県宮古市

総合職営業員（宮古駅前
校）

1人

◇宣伝企画・教室運営全般・家庭教師派遣・教育
相談や進路指導等
＊完全マンツーマン指導の小中高生の教育相談。
＊生徒の成績管理、教師の指導方法をアドバイ
ス。　　　　＊公立小中学校、私立高校、大学、

岩手県盛岡市開運橋通５
－６　第五菱和ビル２Ｆ

株式会社　ＫＡＴ
ＥＫＹＯ秋田・岩
手雇用期間の定めなし

又は 9時00分～22時00分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

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

技術職／宮古事業所／浄化
センター（日勤・宿直あ
り）

     （11月18日時点の内容です）

　　１１月１１日　から　１１月１８日　までに受理した求人です。　 ＜次回発行日は　１１月２８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。 

◎ 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１１月２１日発行  



(1) 0時00分～ 9時00分
165,000円～175,000円

正社員以外 18歳以上 03030- 3921691
変形（１年単位）
(1) 9時00分～18時00分

137,100円～192,800円

正社員 59歳以下 03030- 3925891
大型自動車免許 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～16時30分
133,800円～133,800円

正社員 59歳以下 03030- 3916791
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分
144,000円～144,000円

正社員 不問 03030- 3920391
大型自動車免許 変形（１ヶ月単位）

(1) 5時00分～13時00分
250,000円～250,000円

正社員 59歳以下 04010-74480291
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
412,200円～458,000円 (2) 7時00分～16時00分

(3) 6時00分～15時00分

正社員 不問 28050-28479491
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時30分
200,000円～200,000円 (2)17時00分～ 0時30分

正社員 18歳～34歳 03010-26788291
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

175,000円～175,000円 (2)17時00分～ 0時30分

正社員 18歳～34歳 03010-26789591
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1)13時00分～22時00分
150,000円～200,000円

正社員 40歳以下 03030- 3909891

143,240円～151,880円 (1)10時00分～19時00分

正社員以外 59歳以下 03030- 3912391
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～300,000円

正社員 59歳以下 03030- 3913691
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～300,000円

正社員 59歳以下 03030- 3914991
普通自動車免許一種

玉掛技能者 (1) 8時00分～17時00分
171,400円～207,600円

正社員以外 不問 03100- 3023491

2

販売員

1人

コンビニエンスストア（ローソン宮古千徳店）で
の販売に係る業務です。
・接客やレジ、商品の品出し、整理、店舗内外の
清掃等
・仕事に慣れてきた方には、商品の発注などの在

岩手県宮古市上村１丁目
９番３５号

有限会社　かなざ
わ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

施設管理員

2人

施設管理課に配属となります。
・ホテル棟、浄水場、取水場、プール、体育館
　多目的アリーナ等、当社の各種設備の設備保守
管理
・田老駅、宮古市内等お客さま送迎あり（ハイ

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

トラック運転手

1人

大型トラックの運転（運行範囲：宮古市内～東北
各地）
・ベニヤ板・製材等の建築資材や肥料等の荷物の
積卸作業やトラックの整備点検


岩手県宮古市刈屋１４－
２０－１９

大信運送株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

医療材料の管理及び院内搬
送

1人

請負先病院内で下記の業務に従事します。
・病棟・外来等で使用される医療材料（ガーゼ、
包帯、点滴セット、注射器など、主にディスポ製
品）の準備
・各病棟や外来への供給搬送（台車等を使用）

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
１地割１１番地２６　岩
手県立宮古病院地下１階

株式会社　エフエ
スユニマネジメン
ト宮古事業所雇用期間の定めなし

簡単なエクセル操作 岩手県宮古市

大型ダンプ運転手

1人

大型ダンプ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。
・プラント内の材料運搬。
・小本川砂工場での積み込み作業。
・その他付随する業務。

宮城県仙台市青葉区本町
１丁目１３－２２　仙台
松村ビル７Ｆ

フコク資材　株式
会社

雇用期間の定めなし

大型ダンプの運転経験があ
る方

又は13時00分～21時00分の
間の7時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

正社員：土木作業員（トン
ネル工事／北海道・岩手）

3人

・公共事業（トンネル工事）（覆工・防水工・イ
ンバート工）
・出張のみ
＊トンネル工事経験者は６０歳以上の応募も可。


兵庫県姫路市北今宿２丁
目３４７－４

株式会社　三坂工
業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

トンネル工事経験者
コンクリート打設
土木作業経験者

ホール係（宮古市）

1人

パチンコ・スロット店での接客サービス
＊ホール業務全般
＊お客様対応、ご案内
＊ホール内巡回、遊技台管理
＊デリバリーサービス

岩手県盛岡市緑が丘４－
１－５０

株式会社　新栄

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

カウンター係（宮古市）

1人

パチンコ店（クエスト宮古）内でのカウンター業
務
（２名で対応）
＊接客サービス
＊レジ操作

岩手県盛岡市緑が丘４－
１－５０

株式会社　新栄

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

フロント接客

1人

ホテルフロント接客業務に従事していただきま
す。
・主に宿泊予約の管理、電話応対、館内の案内業
務等
・その他、ホテル利用客への地場産品等の販売業

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字松橋１－２

株式会社　フロン
ティアいわいずみ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町
パソコンの基本操作（ワー
ド・エクセル）可能な方

販売員・チェッカー

2人

スーパーマーケット玉木屋において、レジチェッ
カー係を担当していただきます。
・主にレジ業務
・接客
・商品の品出し

岩手県宮古市板屋１－６
－６

株式会社　玉木屋

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

変形（１週間単位非定型
的）

土木作業員「建設」

1人

土木工事の現場作業全般。
・上下水道工事、浄化槽工事、リフォーム工事な
ど
＊一般住宅から公共工事まで幅広く行っていま
す。

岩手県宮古市大字津軽石
１４－３８－４

有限会社　山舘設
備工事

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

配管工「建設」

1人

水道施設設備配管、管設備、土木工事等の配管作
業全般。
・給排水など衛星配管の設備配管、管工事など

＊一般住宅から公共工事まで幅広く行っていま

岩手県宮古市大字津軽石
１４－３８－４

有限会社　山舘設
備工事

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木作業員
　　　　　　　「建設」

1人

◆ＰＣ橋梁における一般土木作業全般
（高所での作業が主となり、機敏性、体力を要し
ます。）
※遠方が現場の場合、旅館や借り上げアパート等
に宿泊となります。その場合は現場によりますが

岩手県九戸郡野田村大字
野田３３－２１

有限会社　新山工
務店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村、他


