
小学校教諭免許
中学校教諭免許 (1)8時15分～16時45分
高等学校教諭免許 209,976円～344,656円

いずれか
特別支援学校教諭免許

正社員以外 不問 あれば尚可 03010- 12589501
大型自動車免許 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
200,900円～200,900円

正社員 64歳以下 03030- 1850501
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
あれば尚可 184,800円～184,800円

正社員 64歳以下 03030- 1851001
交替制（シフト制）

140,400円～174,800円

正社員以外 不問 03030- 1853601
大型自動車免許

(1)8時00分～17時00分
218,000円～218,000円

正社員 不問 04080- 2042501
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
三級自動車整備士 (1)9時20分～18時00分
二級自動車整備士 163,000円～250,000円

あれば尚可

正社員 59歳以下 03010- 12518101
大型自動車免許 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 190,000円～220,000円

正社員 64歳以下 03030- 1846901

(1)8時30分～17時15分
142,100円～150,500円

正社員以外 不問 03030- 1848401
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時30分
139,751円～198,602円

正社員以外 不問 03030- 1849701
交替制（シフト制）

176,000円～256,000円

正社員 35歳以下 13040- 64120201

(1)8時30分～17時15分
171,200円～227,200円

正社員以外 不問 03010- 12416201
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時00分
152,250円～152,250円

正社員以外 不問 03030- 1837601
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時30分
161,700円～300,300円

正社員 64歳以下 03030- 1838901
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
145,400円～145,400円

正社員 59歳以下 03030- 1839101
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

142,600円～142,600円

正社員 59歳以下 03030- 1840801
介護福祉士 変形（1ヶ月単位）

普通自動車免許一種 (1)8時15分～17時15分
あれば尚可 137,000円～184,000円 (2)7時00分～16時00分

(3)10時00分～19時00分

正社員 59歳以下 03030- 1844301
変形（1ヶ月単位）
(1)8時15分～17時00分

141,100円～141,100円 (2)11時00分～19時45分

正社員以外 不問 03030- 1845601
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～235,000円

正社員 59歳以下 03030- 1829601

1

     （6月29日時点の内容です）

　　６月２３日　から　６月２９日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　７月９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

事業所名
求人番号

講師（宮古恵風支援学校）

1人

特別支援学校の常勤講師として授業等生徒の指導
にあたっていただきます。
・学校生活全般にわたっての学習指導や支援
・学習教材の作成
・その他、付随する業務

岩手県盛岡市内丸１０－
１

岩手県教育委員会
事務局　教職員課

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

ダンプ運転手

1人

当社請負現場において、ダンプ運転手業務に従事
していただきます。
・主に土砂、採石等の運搬
・大型ダンプ車の車両点検や洗車
・その他付帯する業務

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根第４地割１１５－２
０

富山建設　有限会
社

雇用期間の定めなし

大型ダンプ経験者 岩手県下閉伊郡山田町

作業員

1人

当社請負現場において、土木作業に従事していた
だきます。
・公共工事等の現場（山田町、宮古市他）
・現場へは社用車にて乗合、または直行直帰
・資格お持ちの方にはバックホー等重機作業をお

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根第４地割１１５－２
０

富山建設　有限会
社

雇用期間の定めなし

土木作業経験 岩手県下閉伊郡山田町

指導員

1人

宮古市姉ヶ崎サン・スポーツランドの水泳教室に
おいて下記の業務に従事していただきます。
・職員の指示のもと、水泳指導の補助から始めて
いただきます。
・簡単なパソコン操作や受付・利用料の計算など

岩手県宮古市小山田二丁
目１番１号

一般財団法人　宮
古市体育協会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

又は8時30分～21時00分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

PCスキル不要。ただし簡
単な操作につき慣れてい

ただきます。

大型ダンプ運転手

2人

○大型ダンプによる運搬業務に従事して頂きま
す。
・大型ダンプ（１０ｔ）で土砂や砕石等の運搬業
務
・主な現場：岩手県普代村、田野畑村、岩泉町、

宮城県気仙沼市最知北最
知１９７－９

株式会社　ナダベ

雇用期間の定めなし

運転経験者 岩手県宮古市、他

自動車整備士／正社員（宮
古店）

1人

道路運送車両法で定められた車検・法定点検の
他、一般修理など必要に応じた整備を行っていた
だきます。入社後は弊社独自の技能資格を取得
し、プロ整備士の目線でお客様の使用状況に合わ
せたご提案でより良いカーライフをサポートして

岩手県盛岡市南仙北１丁
目２４番８号

岩手三菱自動車販
売　株式会社

雇用期間の定めなし

自動車整備経験者 岩手県宮古市

運搬（大型）および水産加
工

1人

運搬及び水産加工業務に従事します。
・魚市場から当社工場や田老工場へ鮮魚等を４ｔ
又は大型トラックで運搬します。
・工場内での出荷作業や選別、包装など水産加工
及び鮮魚業務にも従事していただきます。

岩手県宮古市日立浜町８
番２３号

株式会社　おがよ
し

雇用期間の定めなし

大型自動車運転経験 岩手県宮古市

保育補助

1人

こども園にて園児の保育補助業務をしていただき
ます。
・保育士の指示のもと園児遊び、食事介助、寝か
しつけ
・教室整理整頓、おもちゃ消毒

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字惣畑５９番５

岩泉町役場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

職業指導員

1人

利用者の就業指導を行います。
・店舗等での販売接客
・調理
・利用者さんの送迎業務をする場合もあり
・送迎車は軽自動車、車イス車両を予定

岩手県宮古市板屋三丁目
１１番１号

社会福祉法人　自
立更生会　宮古ア
ビリティーセン
ター

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

接客・販売／店舗責任者／
マリンコープ宮古店

1人

店長候補としてモスバーガーの店舗運営をお任せ
します。レジ操作・商品製造など一から丁寧に教
えるので未経験の方でも安心です。
・車通勤可・社宅貸与制度・食事補助制度・自己
啓発支援（年３回の通信教育支援・ホテル、旅行

東京都品川区大崎２－１
－１　ＴｈｉｎｋＰａｒ
ｋ　Ｔｏｗｅｒ３階

株式会社　モスス
トアカンパニー
（モスバーガー）雇用期間の定めなし

又は8時00分～21時00分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

1人

請負先事業所の岩手県立宮古病院において下記の
業務を行っていただきます。
・病院職員への電子カルテシステムの使い方の指
導
・問合わせ内容の記録と日報報告

岩手県盛岡市松尾町１７
－８

株式会社　アイ
シーエス

岩手県宮古市

情報処理技術者試験資格
者(区分不問)と同等スキ
ルを有する方、病院での
事務又は、情報システム
保守経験を有する方、パ
ソコンの操作が出来る方

電子カルテシステムのヘル
プデスク業務（岩手県立宮
古病院）
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

金融共済事務

1人

金融共済部門に勤務していただきます。
・窓口業務（預金・為替・送金・税金支払い等対
応、口座開設・解約、共済等各種加入・変更手続
き、端末オペレーション業務）
・電話対応、来客対応

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）

パソコン基本操作、
Word,Excel 岩手県宮古市

木造大工（見習い可）

1人

木造大工に従事します。
・木造住宅の新築、増改築の大工工
・住宅新築、増改築の基礎工事
・現場内での清掃作業
・２ｔ車・軽トラ車による材料の運搬

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中野４５－１１

有限会社　佐藤工
務店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

５トン限定準中型自動
車免許

事務員

1人

介護老人保健施設桜ヶ丘での一般事務業務です。
・パソコンを使用して、データ入力および書類作
成等
・電話応対、来客応対
・外出用務

岩手県宮古市山口五丁目
３番２０号

社団医療法人　新
和会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

パソコン関連資格、パソ
コン（ワード・エクセ
ル）入力操作ができるこ

と

水産加工品の製造

2人

商品パック詰め工程、加工製造業務に従事しま
す。
・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
・担当工程は交替制

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

岩手県下閉伊郡山田町

介護員

2人

小規模多機能ホームあすも・グループホームあす
もにおいて下記の業務を行っていただきます。
・入浴、排せつ、調理業務、食事等の介護
・その他の日常生活上の支援
・レクリエーションや機能訓練

岩手県宮古市田の神２丁
目４－２８

小規模多機能ホー
ムあすも　グルー
プホームあすも雇用期間の定めなし

簡単なタブレット入力
（既存様式への入力） 岩手県宮古市

病棟看護助手

1人

当病院において、下記の業務を行っていただきま
す。
・看護職員の指導のもと、病棟の環境整備
・入院患者さんの日常生活に関わる補助業務
・寝具交換、入浴介助、食事介助、着替え介助等

岩手県宮古市板屋１丁目
６番地３６

医療法人財団　正
清会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

溶接工（宮古工場）

1人

弊社工場内での各種プラント機器の溶接作業及び
製缶作業に従事して頂きます。
・鋼材等を取り扱うため力仕事等あり
・業務に慣れて来たら、将来は工場内で製作した
製缶品の据え付け作業等で社用車（有資格により

岩手県宮古市小山田１丁
目７

五菱工業　株式会
社　宮古作業所

雇用期間の定めなし

溶接経験・溶接資格 岩手県宮古市

◎ 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
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令和２年７月２日発行



(1)8時00分～17時00分
146,200円～146,200円

正社員以外 不問 03030- 1835001
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- 30954401
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
210,000円～252,000円

正社員 不問 03030- 1823701
交替制（シフト制）

134,616円～134,616円

正社員以外 不問 06030- 4565901

2

浄土ヶ浜駐車場整理員

2人

浄土ヶ浜第一駐車場での勤務となります。
・一般車両や観光バスの整理業務
・駐車場内での案内業務等
・４～５名体制で従事します。
＊業務経験が初めての方からのご応募も可能で

岩手県宮古市宮町一丁目
１番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

月未満）

岩手県宮古市

現場監督補助（電気設備）

1人

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

岩手県宮古市田鎖第９地
割２３－１

福沢建設

雇用期間の定めなし

大工経験者（経験３年以
上） 岩手県宮古市

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

販売（レジ、商品陳列）
【１００円ショップ宮古長
町店】

建築大工

2人

一般住宅や公共工事における建築現場における大
工作業
・会社に集合してから社用車にて現場に向かいま
す
・主な現場は、宮古市内

1人

○商品陳列やレジ
（１００円商品の陳列やレジでの接客応対）
※雇用期間は、１０月１５日までとなっておりま
すが、【６ヶ月毎の契約更新】を行っており、更
新時期は毎年４月と１０月になります。

山形県飽海郡遊佐町比子
字白木２３－３６２

本間物産　株式会
社

又は9時30分～20時30分の
間の8時間程度

岩手県宮古市


