
変形労働時間制（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～16時00分
(2) 8時30分～17時30分

03030-129101 (3)16時00分～09時00分

(1) 8時00分～17時00分

03030-132501
変形労働時間制（１ヶ月単位）
(1) 9時00分～17時40分

03030-133001

(1) 8時00分～17時15分
(2) 8時00分～15時30分

03030-134301

(1) 8時00分～17時15分
(2) 8時00分～15時30分

03030-135601
変形労働時間制（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分

03030-137101
交替制（シフト制）
(1) 8時30分～17時30分
(2)11時00分～20時00分

03030-141001 (3)06時30分～15時30分
変形労働時間制（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

03030-142301

(1) 9時15分～17時00分
(2) 9時15分～16時15分

03030-161701
変形労働時間制（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

03080-177101
変形労働時間制（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

03030-146401
変形労働時間制（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

03030-147701
変形労働時間制（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

03030-148801
交替制（シフト制）
(1) 8時30分～17時15分
(2)16時30分～01時15分

03030-151301 (3)00時30分～09時15分
変形労働時間制（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

03030-153901
交替制（シフト制）
(1) 7時30分～16時30分
(2) 8時00分～17時00分

03030-154101 (3) 9時00分～18時00分
変形労働時間制（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分
(2) 8時30分～12時30分

03030-160601
変形労働時間制（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

03030-162101
変形労働時間制（１ヶ月単位）
(1) 7時30分～16時30分
(2) 9時00分～18時00分

03030-163401 (3)12時00分～21時00分
変形労働時間制（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分
(2) 5時30分～14時30分

03030-164701 (3) 7時30分～16時30分
変形労働時間制（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

03030-165801
変形労働時間制（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～16時30分
(2)16時00分～00時00分

03010-672001
変形労働時間制（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～16時30分
(2)16時00分～00時00分

03010-675901
変形労働時間制（１ヶ月単位）

03010-668101
1

株式会社　飛鳥商事
ホールスタッフ・カウ
ンタースタッフ（宮古
店）

2人 普通自動車免許ＡＴ 170,000円～170,000円 宮古市

株式会社　ニチイ学館
盛岡支店 訪問介護員（八木沢） 1人

介護職員初任者研修修了者,介
護福祉士,ヘルパー１級,介護
職員実務者研修等のいずれか

普通自動車免許一種

180,370円～180,370円 宮古市又は 7時30分～20時30分の間の8
時間程度

就業場所

普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可）

臨床検査技師

普通自動車免許ＡＴ

171,000円～220,000円

230,000円～300,000円

宮古市

宮古市

自動車整備

臨床検査技師

2人

1人

建築大工
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可）

139,340円～204,140円

210,000円～252,000円2人

1人介護職員／正社員

宮古市

宮古市、他

グループホーム愛宕の丘
（有限会社　川崎タク
シー）

福沢建設

     　　　　　　　　　　　（1月17日時点の内容です）

　１月１４日　から１月１７日　までに受理した求人です。　＜次回発行日は１月３０日です＞

事業所名
求人番号

職種 求人数 必要な免許資格 賃　　金 就業時間

丸奥自動車工業株式会
社

岩見神経内科医院

看護師

診療放射線技師

2人

株式会社　介護施設
えくぼ 普通自動車免許一種

株式会社　宮古マラン
ツ

株式会社　佐賀組

生産管理

診療放射線技師

看護師／訪問看護 2人

1人

鉄工作業員

宮古商工会共済・福祉
制度推進スタッフ

1人

普通作業員（宮古市）

介護員／さくらつつみ 1人

1人

宮古市

250,000円～320,000円

245,000円～280,000円

136,512円～164,160円

155,000円～250,000円

180,000円～240,000円

普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可）

アクサ生命保険　株式会
社　盛岡支社　大船渡営
業所

不問2人

岩見神経内科医院

医療法人　仁泉会　介護
老人保健施設ほほえみの
里

宮古市

山田町

宮古市

宮古市

宮古市

165,000円～187,000円

五菱工業株式会社
山田工場

普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可）

後藤泌尿器科皮膚科医
院

五菱工業　株式会社
宮古作業所 1人

2人

普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可）

臨床工学技士

幼稚園教諭免許
（専修・１種・２種）

又は保育士
普通自動車免許（通勤用）

不問

宮古市134,792円～162,400円

看護師

不問

不問

不問

資材業務

基板・製品加工

看護師岩手県立　宮古病院

株式会社　宮古マラン
ツ

株式会社　宮古マラン
ツ

1人

1人

1人

175,644円～263,364円

栄養士（臨時職員） 1人 栄養士 150,700円～165,800円 山田町社会福祉法人　親和会

1人

1人

溶接工（宮古工場）

社会福祉法人　親和会 介護支援専門員（臨時
職員）

2人
介護支援専門員

普通自動車免許ＡＴ
148,400円～167,300円 山田町

236,900円～293,500円

137,600円～189,100円

142,200円～148,500円

180,000円～235,000円

臨床工学士

出荷事務

児童厚生員

田老町漁業協同組合
（加工場）

特定非営利活動法人　ふ
れあいステーション・あ
い

134,792円～162,400円

134,792円～162,400円

宮古市

宮古市

宮古市

宮古市

宮古市

宮古市

宮古市

岩手アライ　株式会社

株式会社　飛鳥商事

オイルシールの仕上
げ・検査

2人 不問 140,000円～160,000円 岩泉町

ホールスタッフ・カウ
ンタースタッフ（磯鶏
店）

2人 普通自動車免許ＡＴ 170,000円～170,000円 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。 

◎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。 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 

◎令和２年１月６日よりハローワークのシステムの改修に伴い、当分の間、簡易版での提供となります。ご不便をおかけいたしますがご了承願い 

 ます。 

◎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。  

      令和２年１月２３日発行  



変形労働時間制（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

03060-174101
変形労働時間制（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

03060-175401
変形労働時間制（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

03060-193801

(1) 8時00分～17時00分
(2)13時00分～22時00分

13010-2000701
変形労働時間制（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

03030-180701

(1) 8時00分～17時00分

03030-184001

(1) 8時30分～17時15分

03030-166201
変形労働時間制（１ヶ月単位）
(1) 8時15分～17時00分
(2)16時00分～22時00分

03030-167501 (3)21時30分～08時30分
変形労働時間制（１ヶ月単位）
(1) 8時15分～17時00分
(2)16時00分～22時00分

03030-168001 (3)21時30分～08時30分
変形労働時間制（１ヶ月単位）
(1) 5時00分～14時00分
(2)10時30分～19時30分

03030-169301
変形労働時間制（１ヶ月単位）
(1) 8時15分～17時00分
(2)11時00分～19時45分

03030-170101
交替制（シフト制）
(1) 9時00分～19時00分
(2)11時00分～21時00分

03030-171401
変形労働時間制（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

03030-172701

(1) 8時30分～17時30分

03030-175501
変形労働時間制（１ヶ月単位）
(1) 7時30分～16時30分
(2) 8時30分～17時30分

03030-177301 (3)10時00分～19時00分
変形労働時間制（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分

03030-178601
変形労働時間制（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分

03030-179901
変形労働時間制（１年単位）
(1) 7時30分～17時00分

03100-91501

(1) 9時00分～17時30分

03010-827901
変形労働時間制（１年単位）
(1) 8時30分～17時00分

03030-193301

(1) 8時00分～17時00分

03030-194601

(1) 8時00分～17時00分

03030-195901

(1) 8時30分～17時30分

03030-199801
変形労働時間制（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

03030-200401
変形労働時間制（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

03030-201701
変形労働時間制（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

03030-203201

(1) 8時00分～17時00分

03030-204501
変形労働時間制（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

03030-205001

2

株式会社　小林三之助
商店　岩手工場

営業及び事務（それに
伴う現場作業含む）

1人 普通自動車免許ＡＴ 148,000円～178,000円 宮古市

株式会社　越田土建 土木作業員 3人
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可）

183,200円～217,550円 宮古市、他

有限会社　千崎商事 ガス検針・配達 1人
危険物取扱者（丙種）
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可）

160,000円～160,000円 宮古市

清和建設　株式会社 土木作業員 1人
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可）

137,144円～195,300円 岩泉町、他

日本司法支援センター
岩手地方事務所

一般事務（宮古地域事
務所）

1人 不問 148,600円～190,700円 宮古市

ヤマキ総業　株式会社 現場作業員 2人 普通自動車免許ＡＴ 172,500円～264,500円 宮古市

ヤマキ総業　株式会社 現場事務 1人 普通自動車免許ＡＴ 172,500円～195,500円 宮古市

株式会社　旭電気工業 電気工事作業員＜見習
い＞（宮古）

1人
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可）

146,000円～210,000円 宮古市

特定非営利活動法人　宮
古地区いきいきワーキン
グセンター

職業指導員／ワークハ
ウスアトリエＳＵＮ≪
急募≫

2人
調理師あれば尚可

普通自動車免許ＡＴ
150,000円～180,000円 宮古市

アート工業　株式会社 一般事務 2人 普通自動車免許一種 130,845円～132,000円 宮古市

株式会社　旭電気工業 電工技術者（宮古） 1人
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可）

167,600円～280,000円 宮古市

岩泉町、他

土木技術者（宮古市・
金ヶ崎町）

2人 普通自動車免許一種 162,000円～450,000円 宮古市、他株式会社　板宮建設

株式会社　板宮建設

株式会社　板宮建設

建築技術者（宮古市・
金ヶ崎町）

2人 普通自動車免許一種 162,000円～450,000円 宮古市、他

土木技術者（盛岡市・
岩泉町）（砂防・治
山）

2人
１級土木施工管理技士

又は技術士（建設部門）
普通自動車免許一種

300,000円～450,000円

333,333円～500,000円

有限会社　佐々京商店 水産加工員 1人 不問 136,868円～155,925円 宮古市

宮古市

医療法人財団　正清会 精神保健福祉士 1人 精神保健福祉士 194,900円～255,100円 宮古市

中屋石油　株式会社 ＬＰガス事業スタッフ 1人
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可）

145,000円～148,000円 宮古市

Ｖｏｌｔａｌｉａ
Ｊａｐａｎ　株式会社

太陽光発電所の保守管
理サービスエンジニア

3人
第一種電気工事士

又は第二種電気工事士
普通自動車免許一種

医療法人財団　正清会 准看護師 2人 准看護師 164,400円～237,600円 宮古市

医療法人財団　正清会 看護師 2人 看護師 192,200円～259,100円 宮古市

医療法人財団　正清会 看護助手 2人 不問 139,200円～139,200円 宮古市

医療法人財団　正清会 調理員 1人 不問 139,200円～139,200円 宮古市

株式会社富士工業 品質管理（検査業務）
／山田

1人
普通自動車免許

（通勤用）
140,000円～250,000円 山田町

海宝 板前兼厨房 1人 不問 150,000円～180,000円 宮古市

特定医療法人　弘慈会
宮古第一病院 介護職／日勤 2人 不問 140,000円～190,000円 宮古市

特定医療法人　弘慈会
宮古第一病院 社会福祉士 1人 社会福祉士 200,000円～316,000円 宮古市

宮古市

特定医療法人　弘慈会
宮古第一病院 2人 看護師 204,000円～440,640円 宮古市

特定医療法人　弘慈会
宮古第一病院 准看護師／日勤 1人 准看護師 179,520円～342,720円

看護師／日勤



変形労働時間制（１年単位）
(1)15時00分～00時00分

03030-206301
変形労働時間制（１年単位）
(1)15時00分～00時00分

03030-207601
変形労働時間制（１年単位）

14010-1988601
変形労働時間制（１ヶ月単位）
(1) 9時00分～17時45分

17010-927501

3

株式会社　マルセイユ 調理兼ホール（つぼ
八）

2人 不問 200,000円～250,000円 宮古市

株式会社　マルセイユ 調理補助（つぼ八） 2人 不問 200,000円～250,000円 宮古市

日成ビルド工業
株式会社

建築施工管理業務（宮
古出張所）

1人
２級建築士又は２級建築施
工管理技士があれば尚可

普通自動車免許一種
190,000円～400,000円 宮古市

アイ・ティー・エック
ス　株式会社

携帯電話の販売受付ス
タッフ（正）／ドコモ
ショップ宮古店

2人 不問 210,000円～210,000円 宮古市又は 9時30分～19時30分の間の8
時間

～  ハ ロ ー ワ ー ク か ら の お 知 ら せ  ～ 

 週間求人情報につきましては、令和２年１月６日より、ハローワーク 

 

 のシステム改修に伴い、当分の間、簡易版での提供となります。  

 

 ご不便をおかけいたしますがご了承願います。 


