
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
(1)9時30分～19時00分

171,360円～171,360円

正社員以外 59歳以下 03010-12259301
交替制あり

134,616円～134,616円

正社員以外 不問 06030- 4551801
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

139,446円～139,446円

正社員 64歳以下 03030- 1811601
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

139,446円～139,446円

正社員 64歳以下 03030- 1812901
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
139,446円～139,446円

正社員 不問 03030- 1813101
調理師

あれば尚可
185,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030- 1804601
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時00分
147,340円～152,004円

正社員以外 不問 03030- 1806101

(1)8時30分～17時30分
134,152円～164,000円

正社員 59歳以下 03030- 1808701
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時15分

125,475円～147,252円 (2)17時15分～1時15分
(3)23時45分～8時30分

正社員以外 18歳以上 03020-  805501
大型自動車免許 変形（1ヶ月単位）

車両系建設機械運転技能者

牽引免許 250,000円～250,000円
あれば尚可

正社員 59歳以下 04010-30215201
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
246,760円～466,275円

正社員 59歳以下 04010-30293301
変形（1年単位）
(1)8時15分～17時15分

136,868円～136,868円

正社員以外 64歳以下 03030- 1803301
普通自動車免許一種

(1)9時00分～18時00分
229,000円～253,000円

正社員 59歳以下 04010-30010701
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
あれば尚可 134,400円～147,000円

正社員 59歳以下 03020-  794901
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時00分

135,090円～135,090円

正社員以外 不問 03030- 1791901
調理師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～16時30分
153,800円～165,000円 (2)8時00分～13時00分

正社員以外 不問 03030- 1792101
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～17時00分
172,000円～172,000円 (2)21時00分～6時00分

正社員以外 60歳以上 03030- 1793401
看護師
准看護師 (1)8時30分～18時00分
いずれか 200,000円～260,000円 (2)8時30分～12時30分

正社員 64歳以下 03030- 1798001

1

看護師又は准看護師

1人

外科・内科を主体とした外来業務に従事していた
だきます。
・診察介助、採血、点滴、血圧測定等
・検査・電気治療の介助又は実施
・レントゲン撮影時の介助

岩手県宮古市実田２丁目
５－１０

医療法人　おかだ
外科内科クリニッ
ク雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

交通誘導警備員【シニア】

3人

交通誘導警備員の募集です。建築現場・工事現場
での通行止め、片側交互通行誘導の仕事になりま
す。
※法定研修４日間あり。
※通勤は自宅から現場、現場から自宅の直行直帰

岩手県宮古市宮町４丁目
５番１６号

東洋ワークセキュ
リティ株式会社
宮古営業所雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

岩手県宮古市

調理員

1人

宮古保育園において給食調理をしていただきま
す。
・決められた給食献立表に沿って、おやつ及び昼
食時の給食調理
・担当者２名で、入園児６０名分を調理

岩手県宮古市保久田１－
５

社会福祉法人　三
宝会　宮古保育園

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

調理経験のある方 岩手県宮古市

商品（生花）管理

1人

宮町工房にて、店頭に並べる前の生花管理を行っ
ていただきます。
・水やり、花束ね等の業務
・その他上記に付随する業務
＊繁忙期は販売業務もあります。

岩手県宮古市宮町３丁目
１０－５２

有限会社　摂待生
花店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

配車事務【山田町】

1人

当社山田営業所において以下の業務に従事してい
ただきます。
・配車予定表の作成、運行指示
・電話応対、来客対応
・パソコンへのデータ入力

岩手県釜石市甲子町第８
地割１２２番地１

株式会社　Ａ－Ｌ
ＩＮＥ

雇用期間の定めなし

配車経験・事務経験、基本
操作（エクセル等）

岩手県下閉伊郡山田町

管理職候補

1人

・部下のマネジメント管理（勤怠管理、労務管
理、安全衛生、部下のケア等）
・部下への教育・指導及び仕事の指示（部下のス
キルアップ並びに部下とのコミュニケーション
等）

宮城県仙台市青葉区国分
町１丁目７－１８　白蜂
広瀬通ビル２階

東洋ワークセキュ
リティ　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

管理職経験者（警備業以外
でも可）

警備経験があり、警備員指
導教育責任者資格保持者優

遇

水産加工員

1人

主に生イカの加工業務を行います。
・イカの生処理作業（皮むき、腹割り等）
・刺身作り工程での計量や盛り付け
・パック・包装や箱詰め作業
加工品は冷凍商品として出荷されます。

岩手県宮古市長町２丁目
３－１

共和水産　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

現場監督補助（建築分野）

1人

建築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。
・工事における写真撮影及び管理業務
・作業員への作業内容の伝達及び確認
・現場での安全管理　・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

ＰＣ基本操作 岩手県宮古市、他

ドライバー（大型ダンプ・
トレーラー）

2人

砂、砕石、セメントなどの配送業務に従事してい
ただきます。基本的には大型ダンプの運転となり
ます。また、トレーラー経験者にはトレーラーの
運転をお願いします。　※会社規定上、「トレー
ラー乗務手当」があります。

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３年以上ある方
又は6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

病院受付及び院内巡回業務
（県立山田病院）

1人

◇外来・入院患者の受付。患者の検索、入力等に
パソコンを使用します。
※来院者の対応等
※病院内及び構内の定期巡視
※緊急の文書および物品の収受および保管

岩手県釜石市野田町２丁
目６－９

協立管理工業　株
式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

簡単なパソコンの入力操作 岩手県下閉伊郡山田町

生産管理

1人

生産・工程管理及び付随する業務全般
○部材入出庫管理（受入れ・員数確認など）
○受発注状況に応じて、生産計画の立案・納期回
答など対外折衝あり
○製品の出荷作業、ＰＣでのデータ管理、棚卸業

岩手県宮古市板屋３－１
１－１５

株式会社　エム・
アイ・エス東北工
場雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

生産管理業務、
Excel,Word,PowerPointを

実務で使用できる

一般事務

1人

プレミアム商品券の発行、換金等の業務を行って
いただきます。
・換金受付業務
・換金請求代振込業務
・商品券払出し業務

岩手県宮古市保久田７番
地２５号

宮古商工会議所

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）等

岩手県宮古市

料理長、料理長候補

1人

○宮古駅前のパティスリーに続き、ヤギミルクを
使ったお店を新規オープンします。朝はブーラン
ジェリー、昼はカフェ、夜はフレンチビストロ
と、時間帯によって違った雰囲気でヤギミルクの
美味しさを楽しめる、ここにしかないお店を目指

岩手県宮古市崎山第３地
割１１２－７０

グロースパート
ナーズ　株式会社

雇用期間の定めなし

飲食業の経験
未経験可

又は7時00分～23時00分の
間の8時間

岩手県宮古市

事務員（宮古工場）

1人

水産物の製造業務をしている工場での事務を担当
していただきます。
○若布の配達・納品など、包装
○簡単なパソコン操作（エクセル・ワード）
○送り状の作成等

岩手県下閉伊郡山田町境
田町２－１

株式会社　川秀

雇用期間の定めなし

簡単なパソコン操作（ワー
ド・エクセル）

岩手県下閉伊郡山田町

水産加工員／正社員（宮古
工場）

2人

水産物の加工業務として主に下記の業務を行って
いただきます。
・わかめや昆布の塩蔵加工
・加工品の選別、計量、袋詰め、ラベル貼り、箱
詰め、出荷準備

岩手県下閉伊郡山田町境
田町２－１

株式会社　川秀

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

水産加工員／正社員（山田
工場）

5人

山田工場において水産物の加工を行っていいただ
きます。
・わかめの塩蔵加工（わかめを量り袋詰めなど）
・鮭、いくら、カニの加工（下処理等含む）
・さんまの冷凍食品加工、箱詰め作業　など

岩手県下閉伊郡山田町境
田町２－１

株式会社　川秀

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

販売（宮古店：品出し、レ
ジ）７：３０～２０：３０

1人

○商品の陳列等及びレジ業務担当
※雇用期間は、１０月１５日までとなっておりま
すが、【６カ月毎の契約更新】を行っており、更
新時期は毎年４月と１０月になります。
★★シニア世代の方、応募歓迎します。★★

山形県飽海郡遊佐町比子
字白木２３－３６２

本間物産　株式会
社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

又は7時30分～20時30分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

自動車用タイヤ・用品小売
業（宮古市）

1人

商品管理及びピット作業員として下記の業務を
行っていただきます
・ピット作業補助（タイヤ交換、タイヤ洗い、交
換後のタイヤの袋詰め等）
・商品（タイヤ、カー用品）の整理

岩手県盛岡市津志田町一
丁目５－２１

株式会社　ブリヂ
ストンリテール岩
手雇用期間の定めなし

経験者 岩手県宮古市

     （6月22日時点の内容です）

　　６月１６日　から　６月２２日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　７月２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２５日発行  



(1)6時00分～15時00分
261,000円～261,000円

正社員以外 不問 03030- 1800201
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

車両系建設機械運転技能者 (1)8時00分～17時00分
大型特殊自動車免許 158,200円～226,000円

あれば尚可

正社員 64歳以下 03030- 1801501

2

土木作業員

5人

公共工事・舗装工事・道路維持等の土木作業に従
事していただきます。
・現場は岩泉町・田野畑村・宮古市・葛巻町
・現場へは、社用車にて相乗りまたは直行直帰で
の移動

岩手県下閉伊郡岩泉町門
字中瀬５１番地１４

株式会社　畑中組

雇用期間の定めなし

建設機械運転等、土木作業
員経験

岩手県宮古市、他

乾燥作業

1人

昆布の乾燥作業に従事していただきます。
・乾燥室内に生昆布を洗濯バサミ状の物ではさみ
棒に干す作業
・乾燥した昆布を１メートル位の長さに切断する
作業

岩手県宮古市音部第１０
地割１６番地５

山崎海草加工

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市


