
調理師 変形（1年単位）
普通自動車免許ＡＴ

220,000円～320,000円

正社員 64歳以下 03030- 1526701
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

200,000円～300,000円

正社員 45歳以下 03030- 1529501
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

170,000円～290,000円

正社員以外 不問 03030- 1530601
介護職員初任者研修修了者 交替制あり

介護福祉士 (1)8時20分～17時20分
普通自動車免許一種 151,200円～168,000円

あれば尚可

有期雇用派遣労働者 不問 03030- 1532101
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
大型自動車免許 (1)8時00分～17時00分

大型特殊自動車免許 184,800円～207,900円
車両系建設機械運転技能者

あれば尚可
正社員 59歳以下 舗装工事経験あれば尚可 03030- 1523901

普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
中型自動車免許 (1)8時00分～17時00分
あれば尚可 150,660円～174,960円

正社員 59歳以下 03030- 1524101
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

フォークリフト運転技能者 (1)8時00分～17時00分
あれば尚可 142,600円～142,600円

正社員 59歳以下 03030- 1518801
介護職員初任者研修修了者 交替制あり
ホームヘルパー２級 (1)8時15分～17時15分

いずれか 140,500円～146,500円 (2)6時00分～15時00分
(3)10時15分～19時15分

正社員以外 不問 03030- 1519201
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

140,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030- 1520001
管理栄養士 交替制あり

(1)5時00分～14時30分
188,100円～198,900円 (2)10時00分～19時00分

正社員 59歳以下 03010-10649501
栄養士 交替制あり

(1)5時00分～14時30分
163,100円～173,900円 (2)10時00分～19時00分

正社員 59歳以下 03010-10651901
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
245,440円～459,520円

正社員 59歳以下 04010-26356801
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
245,440円～459,520円

正社員 59歳以下 04010-26389701

(1)9時00分～18時30分
132,000円～136,000円 (2)9時00分～17時00分

正社員 不問 03030- 1511001

(1)7時30分～17時30分
168,000円～273,000円

正社員 不問 03030- 1512301
普通自動車免許ＡＴ

185,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030- 1513601
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時50分

135,683円～135,683円

正社員 35歳以下 03030- 1515101
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
第一種電気工事士 (1)8時00分～17時00分
第二種電気工事士 150,000円～300,000円

あれば尚可

正社員 不問 03030- 1517701

1

配電工事員　通信工事員
内線工事員

1人

○配電工事…東北電力様発注、ユアテック様一次
下請として電柱を建て架線・装柱等の業務
○通信工事…元請け発注に基づき、光ファイバー
の架線・布設・接続の屋外工事および光ファイ
バーの宅内配線・接続の屋内工事等の業務

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字合の山１４－１

株式会社　岩泉電
工

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

外観検査・仕上げ（岩泉）

1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。
・工業製品に使用されるゴムパッキンの汚れ、形
状等の外観を検査する業務
・目視でパッキンの選別を行い、カッターやハサ

岩手県下閉伊郡山田町大
沢第４地割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

岩手県下閉伊郡岩泉町

ルート営業

1人

牧場では乳牛をはじめヤギ・羊・ロバを飼育して
おり、県内外からお客様も沢山来られます。現
在、市内外のスーパーマーケット、コンビニエン
スストア等で商品を販売しており、今後も販路拡
大を目指しております。

岩手県宮古市田老字小堀
内１９－１５

しあわせ乳業　株
式会社

雇用期間の定めなし

又は8時30分～18時00分の
間の8時間

岩手県宮古市

営業職、ルート営業の経
験、ワード・エクセルの基

本操作

塗装工

2人

各種塗装工事全般に従事します。
＜主な業務＞
・橋などのサンドブラスト工事の補助作業
・構造物の塗装作業
＊泊まりを伴う出張があります（県内・東北）

岩手県宮古市松山第５地
割７番地７

有限会社　伊香塗
装

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

歯科助手

1人

患者様を待合室から診察台へ誘導したり、治療に
必要な器具等の準備と後片付け、診察中の医師の
補助をおこなっていただきます。
・学校歯科検診等での補助業務
・その他付随する業務

岩手県宮古市鍬ヶ崎上町
８番２０号

道又歯科医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

施工管理補助（空調・衛生
設備）

1人

未経験の方でも歓迎致します。
建設現場での現場監督の補佐（空調・衛生設備）
に従事して頂きます。
・デジカメ等を使用した写真の管理・整理
・ＰＣを操作（Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ）し、書類

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

施工管理補助（電気設備）

1人

未経験の方でも歓迎致します。
建設現場での現場監督の補佐（電気設備）に従事
して頂きます。
・デジカメ等を使用した写真の管理・整理
・ＰＣを操作（Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ）し、書類

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

栄養士（宮古市）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと、下記
の業務を行っていただきます。
・患者様への食事提供業務
・調理、盛付け、食器洗浄、献立、帳票作成
・栄養管理業務全般

岩手県盛岡市大通３丁目
３番１０号　七十七日生
盛岡ビル　９階

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

管理栄養士（宮古市）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと、下記
の業務を行っていただきます。
・患者様への食事提供業務
・調理、盛付け、食器洗浄、献立、帳票作成
・栄養管理業務全般

岩手県盛岡市大通３丁目
３番１０号　七十七日生
盛岡ビル　９階

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

品質管理（検査業務）／山
田

1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。その内
の、製品検査の担当者を募集します。
・工具・顕微鏡による製品測定
・実体顕微鏡を使用した外観検査など

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
パソコン操作（ワード・エ
クセル定型入力できる方）

介護員（清寿荘）

1人

・施設入所者（定員５０名）の食事や入浴などの
介助
・創作活動や機能訓練等の支援業務

岩手県宮古市小山田２丁
目９－２０

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

水産加工品の製造／管理職
候補

1人

商品パック詰め工程、加工製造業務に従事しま
す。
・機械オペレーション
・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

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

在庫管理業務経験 岩手県下閉伊郡山田町

土木作業員

3人

・公共工事の土木工事、舗装工事、道路維持作業
＊現場への移動は社用車にて乗合となります。
＊大型自動車免許・大型特殊免許・車両系建設機
械等資格あれば尚可。
＊免許のある方は、ダンプ・建設機械等運転の作

岩手県宮古市長町１丁目
４番１号

三好建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般廃棄物収集運搬助手

1人

・田野畑村の家庭ゴミ収集（収集カレンダーによ
る）
・各事業所からのゴミ収集、処分場への運搬
・収集車の洗車等
ドライバーと２名での作業となり、慣れてくれば

岩手県下閉伊郡田野畑村
一の渡１１８－４

有限会社　田野畑
リサイクル

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

看護助手

1人

派遣先の事業所において、下記の業務を行いま
す。
・病院・介護施設における看護助手業務全般
・療養上のお世話
・食事の配膳

岩手県宮古市実田一丁目
６番６号

有限会社　メンテ
ナンス宮古

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

ワード・エクセル基本操作 岩手県宮古市

キャディマスター室

1人

宮古カントリークラブにおいてキャディマスター
室に勤務し下記の業務に従事していただきます。
・お客様のクラブの積降し、清掃
・ゴルフカートの掃除
・プライヤーの進行管理、スコアの集計等ゴルフ

岩手県宮古市崎山第４地
割８６－３

株式会社　宮古カ
ントリークラブ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ワード・エクセル基本操作
又は6時00分～18時00分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

キャデイマスター室及びマ
スター候補（管理職）

1人

宮古カントリークラブにおいてキャディマスター
室に勤務し下記の業務に従事していただきます。
・お客様のクラブの積降し、清掃
・ゴルフカートの掃除
・プライヤーの進行管理、スコアの集計等ゴルフ

岩手県宮古市崎山第４地
割８６－３

株式会社　宮古カ
ントリークラブ

雇用期間の定めなし

ワード・エクセル基本操作
又は6時00分～18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

調理長候補及び調理師（正
社員）

1人

レストラン課配属となり、お客様が注文するメ
ニューの調理全般、食材の発注業務を行います。
・メニューは和食、洋食、麺類等が中心
・厨房内は５～６名で、繁忙期では最大１８０食
程度

岩手県宮古市崎山第４地
割８６－３

株式会社　宮古カ
ントリークラブ

雇用期間の定めなし

又は6時30分～17時00分の
間の7時間以上

岩手県宮古市

     （5月29日時点の内容です）

　　５月２６日　から　５月２９日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　６月１１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２年６月４日発行  


