
普通自動車免許一種 フレックス
自家用車持込可能な方 (1)10時00分～17時00分

1人 220,000円～240,000円 (2)14時00分～19時00分

正社員 44歳以下 03010-18039201
普通自動車免許一種

(1)8時15分～17時15分
1人 165,000円～250,000円

正社員 35歳以下 03010-17947201
調理師 変形（1ヶ月単位）

食品衛生責任者 (1)15時15分～23時20分
1人 200,000円～250,000円

正社員 18歳～59歳 和食調理経験者 03030- 2676201
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 140,000円～200,000円

正社員 40歳以下 03030- 2678001
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 158,200円～203,400円

正社員以外 18歳以上 03030- 2679301

(1)8時30分～17時30分
1人 160,000円～160,000円

正社員 不問 経験者 03030- 2680101
普通自動車免許一種
大型自動車免許 (1)8時00分～17時00分

10人 大型特殊自動車免許 189,900円～211,000円
あれば尚可

正社員以外 不問 03030- 2681401
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～17時15分
1人 175,000円～300,000円

正社員 18歳以上 03030- 2683801
普通自動車免許一種

(1)9時00分～18時00分
1人 229,000円～253,000円

正社員 59歳以下 04010-46023501

(1)8時00分～17時00分
2人 220,000円～320,000円

正社員 69歳以下 04010-46119801
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
中型自動車免許 (1)8時30分～17時30分

2人 164,000円～190,000円

正社員 35歳以下 03010-17909301
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

車両系建設機械運転技能者 (1)8時00分～17時00分
2人 中型自動車免許 195,200円～317,200円

あれば尚可

正社員 不問 03030- 2661301
変形（1年単位）
(1)7時00分～16時00分

1人 151,500円～180,000円 (2)12時00分～21時00分

正社員 59歳以下 調理業務経験 03030- 2663901
変形（1年単位）
(1)7時00分～16時00分

1人 138,000円～180,000円 (2)12時00分～21時00分

正社員 59歳以下 03030- 2664101
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
1人 150,000円～230,000円

正社員 64歳以下 03030- 2666701
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 246,760円～466,275円

正社員 59歳以下 ＰＣ基本操作必須 04010-45844301
普通自動車免許一種
二級自動車整備士 (1)8時45分～17時30分

1人 あれば尚可 194,650円～227,978円

正社員 59歳以下 04010-45947701
普通自動車免許一種

(1)8時45分～17時30分
1人 194,650円～227,978円

正社員 35歳以下 04010-45954101
1

事業所名
求人番号

総合職営業員（宮古駅前
校）

◇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。　　　　

岩手県盛岡市開運橋通５－
６　第五菱和ビル２Ｆ

株式会社　ＫＡＴＥ
ＫＹＯ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

（9月28日時点の内容です）

９月２３日　から　　９月２８日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は１０月８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

調理員（酒と肴　千） 和食割烹の調理全般（３５座席）を行います。
・料理の仕込み、揚げ物・焼き物・酢の物などの
調理全般
・盛り付け、飲み物作り
・手洗いによる食器洗浄、調理後の片付け、掃除

岩手県宮古市板屋３丁目２
－６

株式会社　ダイニン
グ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

業務全般（宮古営業所） 宮古営業所において以下の業務を担当していただ
きます。
○得意先への商品配送（エリア：宮古市近郊が中
心）
＊経験がない方でも丁寧に指導しますので安心し

岩手県紫波郡矢巾町大字広
宮沢第５地割３１５番

株式会社　三ツ星商
会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

警備員 復興工関連工事の公共建設土木工事等の工事車両
の交通誘導警備に従事していただきます。
＊現場の状況によりますが、１～２名人員体制現
となります。
＊移動手段は、会社に集合し社用車で移動、又は

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第１６地割３－３１

株式会社　宇野ビル
ド

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡山田町

製造兼販売 自社商品の製造・販売に従事していただきます。
○清酒の製造に関わる業務
・洗米及び蒸米、製麹、酒母、もろみ、しぼり他
○びん詰め作業
・洗びん、びんの補充・検びん、包装等

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字太田３０

泉金酒造　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

道路維持兼土木作業員 宮古・下閉伊地区の各現場において、道路維持等
に係る下記の業務を行っていただきます。
・主に国道の道路維持工事作業（アスファルト舗
装補修、標識やガードレール交換等）
・冬季の除雪作業

岩手県宮古市刈屋１１－８
０－３

刈屋建設　株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

金型部品加工 ・受注の図面確認
・金型部品の平面研磨加工機操作
・研削機械を操作して研削加工
・工場内清掃等


岩手県宮古市津軽石第１４
地割８８－１

有限会社クレイン

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

管理職候補 ・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

営業管理職候補 営業管理職候補として次の業務に従事していただ
きます。
・警備業務
・現場指導
・営業管理関係事務

岩手県宮古市実田１－２－
３

株式会社　トスネッ
ト北東北　宮古営業
所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

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

ＣＡＤオペレーター（経験
者）

ＣＡＤオペレーター（経験者）
・建設会社でのＣＡＤオペレーター業務です。
・ＣＡＤによる図面の作成・修正をしていただき
ます。
・その他、Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌでの書類作成や

宮城県仙台市宮城野区榴岡
３丁目１０－７　サンライ
ン第６６ビル２Ｆ

株式会社　クリエイ
トワークス　建設事
業部

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、建
設会社でのCAD（建設系）実

務経験

危険物、ガス販売２種等
あれば尚可

土木作業員／重機オペレー
ター

当社において下記の業務に従事していただきま
す。
・資材の運搬や、土砂の掘削等
・その他付随する業務
○車両軽建設機械運転者資格をお持ちであれば、

岩手県下閉伊郡山田町川向
町５０１－８

株式会社　紅工業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

営業事務（宮古支店） ・パソコン操作（伝票入力、表作成、文書作成
等）
・電話の応対
・既存顧客先訪問及び営業補助業務
・顧客先消費設備機器点検調査等の業務がありま

岩手県盛岡市内丸１４－４ 泉金物産　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市
パソコン基本操作（ワー
ド、エクセル等）可能な方

調理師見習い（正社員） 調理課に配属となります。
・宿泊や団体のお客さまの食事、レストラン、宴
会で提供する食事の調理、盛付が主な仕事になり
ます。
・朝食はバイキング形式、夕食は味処やまぼうし

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

パソコン基本操作（エクセ
ル・ワード）

調理師（正社員） 調理課に配属となります。
・宿泊や団体のお客さまの食事、レストラン、宴
会で提供する食事の調理、盛付が主な仕事になり
ます。
・朝食はバイキング形式、夕食は味処やまぼうし

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

現場監督補助（建築分野） 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

岩手県宮古市、他

建機または車両（乗用車・
大型不問）整備経験

事務 ハートランド宮古において事務全般業務に従事し
ていただきます。
・レセプト請求
・サービス付き高齢者住宅の入退去管理
・在庫管理（消耗品等）

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

事務職 事務処理全般
・伝票入力、小口現金管理、事務用品管理
・郵便物発送、収受、電話対応
・売掛チェック、請求書作成等
※パソコン基本操作（ワード、エクセル）があり

宮城県仙台市若林区卸町東
５丁目７－１

西尾レントオール
株式会社　東北営業
部

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市
エクセル・ワードの基本的

なスキル

技術職 ・レンタル機械点検、修理
・レンタル機械板金、部分塗装作業
・現場修理作業
・パソコン使用業務（商品入力、伝票作成、サー
ビスカルテ入力）

宮城県仙台市若林区卸町東
５丁目７－１

西尾レントオール
株式会社　東北営業
部

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

◎ 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。

令和２年１０月１日発行

TEL 0193－63－8609

ハローワーク 宮古

宮古公共職業安定所

フルタイム



普通自動車免許一種
１級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

3人 ２級土木施工管理技士 357,100円～565,100円
あれば尚可

正社員 69歳以下 04010-45977301
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
2人 249,800円～343,604円

正社員 69歳以下 ＣＡＤ使用経験あれば尚可 04010-45987901
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)8時15分～16時30分
3人 222,000円～222,000円 (2)16時15分～0時30分

正社員 18歳～59歳 03010-17868501
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時50分

1人 135,683円～135,683円

正社員 35歳以下 03030- 2648401
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 161,700円～161,700円

正社員以外 不問 03030- 2650501

(1)10時00分～18時00分
1人 140,000円～170,000円

正社員 35歳以下 03030- 2652301
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
1人 162,000円～259,200円

牧場での作業経験

正社員以外 不問 トラクター運転経験 03030- 2653601
交替制あり
(1)8時00分～17時00分

1人 140,400円～140,400円 (2)2時00分～11時00分

正社員以外 18歳以上 03030- 2654901
普通自動車免許一種 交替制あり
原動機付自転車免許 (1)8時30分～17時15分

2人 152,368円～248,240円 (2)10時15分～19時00分
(3)12時15分～21時00分

正社員以外 不問 03030- 2656401
交替制あり
(1)6時30分～15時30分

1人 152,064円～155,520円 (2)7時00分～16時00分
(3)8時00分～17時00分

正社員 不問 03030- 2659201
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

2人 141,568円～146,720円

正社員以外 不問 03030- 2660001
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土木施工管理 土木施工管理
・現場管理、測量、丁張り、写真管理、出来形管
理等
・主にゼネコン工事の１次、２次下請け工事現場
の施工管理、各種土木工事

宮城県仙台市宮城野区榴岡
３丁目１０－７　サンライ
ン第６６ビル２Ｆ

株式会社　クリエイ
トワークス　建設事
業部

雇用期間の定めなし
ＣＡＤ使用経験、建設現場
での実務経験あれば尚可

岩手県宮古市、他

土木施工管理補助 ・建設現場での写真撮影
・巻き尺で距離を測る
・パソコンへの入力など、現場監督のお手伝いを
していただきます。
＊当社では国家資格取得を目指す方を積極的に支

宮城県仙台市宮城野区榴岡
３丁目１０－７　サンライ
ン第６６ビル２Ｆ

株式会社　クリエイ
トワークス　建設事
業部

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

パチンコ店スタッフ（クエ
スト宮古）

「クエスト宮古」において、下記の業務を行って
いただきます。
・ホール内での接客やカウンターでの景品交換、
パチンコ台・スロット台の簡単なメンテナンス、
店内清掃など。

岩手県盛岡市神明町４－２
０

株式会社　新栄

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

外観検査・仕上げ（岩泉） 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

配管工補助員 水道施設設備配管、管設備、土木工事等の配管作
業全般の補助。
・給排水など衛生配管の設備配管、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
す。

岩手県宮古市津軽石第１４
地割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

販売員及びホール係 洋服販売とホール係の仕事をしていただきます。
・商品の陳列やレジ
・その他付随する業務
・喫茶コーナーでは注文を取り、料理やコーヒー
を運んだり、食器の片付けなども担当していただ

岩手県宮古市保久田３－８ 有限会社　鈴屋

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

牧場管理／長嶺牧場 長嶺牧場において以下の業務に従事していただき
ます。
・育成牛の飼養業務全般
・牧草収穫作業
・その他付随する業務

岩手県下閉伊郡田野畑村尾
肝要３９－１

一般社団法人　田野
畑村産業開発公社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡田野畑村

牛乳製造 当公社の牛乳加工場において、牛乳加工等の作業
を担当
・生乳の殺菌、充填
・使用した機器の洗浄
・牛乳、乳製品等の出荷業務

岩手県下閉伊郡田野畑村尾
肝要３９－１

一般社団法人　田野
畑村産業開発公社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡田野畑村

郵便外務 郵便物、ゆうパックの集配業務を行っていただき
ます。
・各ご家庭や事務所又はポストより集配業務
・端末機操作
・集配地区は宮古地区

岩手県宮古市栄町１－７ 日本郵便株式会社
郵便事業総本部　宮
古郵便局

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

鮮魚・加工品販売 宮古市魚菜市場の店舗において、鮮魚・加工品の
店頭販売を行ってもらいます。
・商品陳列　商品出し
・レジ操作　袋詰め作業
・店舗内清掃

岩手県宮古市近内２丁目８
－８

有限会社　後藤商店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

加工従業員 当組合加工場において、以下の業務に従事してい
ただきます
・塩蔵品、乾燥物の加工および製造作業
・わかめ、昆布の等級別選別作業
・袋詰め、製品出荷

岩手県宮古市田老３丁目２
番１号

田老町漁業協同組合
（加工場）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市


