
高等学校教諭免許
(1)8時20分～16時50分

1人 209,976円～344,656円

正社員以外 不問 03010-16989711
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

三級自動車整備士　必須 (1)9時20分～18時00分
1人 163,000円～250,000円

自動車整備経験者
正社員 64歳以下 03010-17056511

普通自動車免許一種
(1)8時30分～17時30分

1人 180,000円～230,000円

正社員 59歳以下 03010-16872311
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
1人 180,000円～230,000円

正社員 59歳以下 03010-16873611
普通自動車免許ＡＴ 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
3人 358,164円～574,414円

正社員 64歳以下 03010-16888411

4人 15,200円～15,200円

正社員以外 不問 03010-16922811

(1)8時30分～17時15分
1人 146,730円～194,769円

正社員以外 不問 03030- 2602711
普通自動車免許ＡＴ 変形（1年単位）

(1)9時00分～17時30分
1人 162,500円～162,500円

正社員以外 不問 03030- 2606411
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

1人 167,800円～176,440円 (2)10時00分～19時00分
介護福祉士 (3)6時00分～15時00分

正社員 64歳以下 03030- 2608311
調理師　あれば尚可 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
1人 137,300円～162,300円

正社員以外 64歳以下 03030- 2597111
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

2人 138,854円～152,400円 (2)20時30分～5時30分

正社員以外 18歳以上 03030- 2598711
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

2人 139,400円～153,000円

正社員以外 不問 03030- 2599811

(1)9時00分～16時30分
1人 125,770円～126,880円

正社員以外 64歳以下 03030- 2600911
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 ＊施工管理経験：５年以上 342,560円～556,855円

正社員 59歳以下 04010-43411911
変形（1ヶ月単位）
(1)9時30分～18時30分

2人 151,632円～151,632円 (2)10時30分～19時30分
(3)12時00分～21時00分

正社員以外 不問 05010-16972611
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時00分
1人 保安業務員　あれば尚可 143,000円～143,000円

正社員 45歳以下 ワード・エクセル 03030- 2591511
調理師　あれば尚可

(1)7時00分～16時00分
1人 137,300円～162,300円 (2)9時00分～18時00分

正社員以外 64歳以下 03030- 2593011
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～17時00分
1人 建設事務経験　あれば尚可 163,200円～244,800円

正社員 64歳以下 03030- 2596911
1

事務職員 経理および建設事務に従事していただきます。
・現金出納帳の記入
・受注管理台帳への記帳管理
・請求書作成
・電話・来客応対等を行っていただきます。

岩手県下閉伊郡岩泉町袰綿
字浦場６５－１

有限会社　澤里土木
工業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

調理員／望みの園はまなす 『望みの里はまなす』において調理業務に従事して
いただきます。

・利用者の朝、夕食約４０食、昼食約５０食分の食
事の調理を行い　ます。

岩手県下閉伊郡山田町山田
１－１１－３

社会福祉法人　親和
会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

ワード・エクセル操作可
能な方

販売・事務およびガス検針 ｓａｋｕｓａｋｕ中央店において下記の業務を行い
ます。
・雑貨販売、接客、商品の検品、品出し、レジ、
ラッピング
・パソコンへのデータ入力、電話対応等事務仕事

岩手県宮古市向町３番２２
号

株式会社　坂庄

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員「バックコレクショ
ンモリタ宮古ＤＯＲＡ」

○バッグ、財布、スーツケース等の小売専門店

・接客販売および発注、品出し、ディスプレイ、Ｐ
ＯＰ作成等の
　売場と商品の管理の仕事です。

秋田県秋田市山王３丁目３
－９

株式会社　モリタ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

現場監督（空調・衛生設備
分野）

マンション・商業施設・工場　等
様々な現場での空調・衛生設備施工管理を行ってい
ただく仕事です。
多種多様なの物件に携わることも可能ですので、就
業環境に関してのご相談はお気軽にどうぞ。

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

販売員 紳士服、婦人服、子供服、肌着、寝具等を総合的に
接客販売していただきます。
・その他、レジ作業
・商品の陳列、商品の整理、各売場の在庫管理
・店内の清掃等の業務

岩手県宮古市末広町２－８ 有限会社　高幸洋品
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

精密部品の検査 空調の効いた明るい工場内で座って作業して頂きま
す。
拡大鏡や顕微鏡を使用し携帯電話、デジタルカメラ
などに用いられる精密電子部品（コネクタ）の検査
をして頂きます。細かい作業が得意な方に最適なお

岩手県宮古市田鎖９地割５
５番地１

株式会社　エム・ア
イ・テイー　東北工
場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

コネクター製造オペレー
ター

空調の効いた明るい工場内で下記の業務を担当して
頂きます。プレス機、射出成形機、自動組立機など
のオペレーション業務。自動で動きますので停止が
発生した時の対応や材料補給などの軽作業となりま
す。

岩手県宮古市田鎖９地割５
５番地１

株式会社　エム・ア
イ・テイー　東北工
場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

調理員 当園において調理業務に従事していただきます。
・園児および職員約２０食分の昼食とおやつの調理
となります。
・その他、配膳、片付け、食器・調理器具の洗浄、
調理室の清掃な　どを行います。

岩手県下閉伊郡山田町船越
第９地割２６－１６

社会福祉法人　親和
会　日台きずな保育
園

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

介護職員（介護福祉士）／
小本

グループホームでの介護業務に従事し、主に下記の
仕事をしていただきます。
・利用者の方の日常生活支援
・介護（食事、入浴、排せつ介助等）となります


岩手県宮古市向町２番３４
号

有限会社　介護施設
あお空

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

普通自動車免許ＡＴ
あれば尚可

タイヤ配達及びピット作業
補助（アルバイト）

当店において下記の業務を行っていただきます。
＊配達業務
　・小型トラックを運転して宮古・田老・山田地区
が中心
　　主に乗用車用のタイヤ

岩手県宮古市実田二丁目５
－１

ダンロップタイヤ東
北（株）　タイヤラ
ンド宮古店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

事務補助 東北地方整備局三陸国道事務所において、以下の業
務を行っていただきます。
・資料収集、資料整理、書類等のコピー
・パソコンによる書類作成（ワード、エクセル等使
用）などの事務　補助

岩手県宮古市藤の川４番１
号

国土交通省　東北地
方整備局　三陸国道
事務所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市
パソコン（ワード、エクセル
等）が容易に扱えること

交通量調査（宮古市） 宮古市内２ヶ所（近内、藤原）
で車が通過した台数を数える作業。
調査日　
　９／８（水）　９／１２（日）
上記日程雨天中止の場合は（水）

岩手県盛岡市向中野３丁目
１８番２０号　２Ｆ　アク
エリアスビル

株式会社　エムアン
ドエム　盛岡営業所

日雇（日々雇用または１ヶ
月未満） 又は7時30分～19時30分

の間の8時間
岩手県宮古市

土木施工管理【岩手県】 工事竣工まで、現場管理をするお仕事です。
主にゼネコン１次２次下請け工事の土木施工管理に
なります。
＜お仕事の内容＞
現場管理、測量、丁張、写真管理、業者等の打ち合

岩手県盛岡市本宮３丁目３
－２０

株式会社　ナスキー
盛岡営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市　他
エクセル・ワード・ＣＡ

Ｄ操作経験者優遇
普通自動車免許ＡＴ

あれば尚可

施工管理経験（ご経験が
浅い方もご相談下さい）

技術員（岩泉町・下水） ＊公共下水道施設の維持管理業務全般
・下水処理施設の電気設備の保守、点検、修繕等
・保守管理
・機械メンテナンス全般
・コンピューター（中央監視等）操作

岩手県盛岡市中太田屋敷田
１０３番地３

東北公営企業　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

技術員（岩泉町・上水） ＊公共上水施設の維持管理業務全般
・上水施設の設備の運転
・保守管理
・機械メンテナンス全般
・コンピューター（中央監視等）操作

岩手県盛岡市中太田屋敷田
１０３番地３

東北公営企業　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

水道施設管理３年以上の
経験あれば尚可

上水管理の経験
あれば尚可

自動車整備士／正社員（宮
古店）

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

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

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

英語講師（岩手県立宮古北
高等学校）

岩手県立宮古北高等学校において、常勤講師として
授業等の指導にあたっていただきます。
・英語の授業を担当していただきます。
・部活動の顧問等を行っていただきます。
・その他、付随する業務および指示された業務。

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

二級自動車整備士　あれ
ば尚可

高等学校教員免許状
外国語（英語）

（8月23日時点の内容です）

８月１６日　から　８月２３日　までに受理した求人です。　＜次回発行日は９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

◎ 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３年８月２６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ＡＴ
(1)8時00分～17時00分

1人 249,400円～490,620円

正社員 59歳以下 ＰＣ基本操作必須 04010-43208311
交替制あり
(1)8時00分～17時00分

7人 152,700円～152,700円 (2)20時00分～5時00分

正社員 18歳～59歳 03030- 2585011
保育士 変形（1ヶ月単位）

1人 153,360円～170,400円

正社員以外 59歳以下 03030- 2586311
５トン限定準中型免許、 変形（1年単位）
８トン限定中型免許、 (1)8時00分～17時00分

1人 フォークリフト運転技能者 165,063円～165,063円
のいずれかあれば尚可

正社員以外 不問 03030- 2587611
変形（1年単位）
(1)6時30分～15時25分

2人 138,000円～227,500円 (2)13時30分～22時25分

正社員 59歳以下 03030- 2574511
変形（1年単位）
(1)6時30分～15時25分

2人 接客経験　あれば尚可 138,000円～227,500円 (2)13時30分～22時25分

正社員 59歳以下 03030- 2575411
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

1人 調理師 160,250円～330,625円

調理師経験　あれば尚可
正社員 64歳以下 03030- 2578611

変形（1年単位）
(1)7時50分～17時00分

1人 ＊上記資格が無い方の応募も大歓迎！ 150,000円～180,000円
普通自動車免許ＡＴ

正社員 40歳以下 03080- 2367411
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

1人 152,000円～234,400円

正社員 45歳以下 06030- 5989411
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
2人 137,928円～220,200円 (2)8時30分～12時30分

正社員 不問 13010-68263211
薬剤師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
2人 250,000円～400,000円 (2)8時30分～12時30分

正社員 59歳以下 13010-68278911
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～17時00分
3人 184,000円～200,000円 (2)16時15分～0時30分

正社員 18歳～45歳 03030- 2573211

2

カウンター及びホールス
タッフ

パチンコ、スロット店のスタッフとして、お客様に
快適に遊技をしていただくためのサービスを提供す
る仕事となります。管理者候補としての採用となり
ます。
・カウンター業務

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字中家２６－１

株式会社　ＪＥＣ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

薬剤師／岩手県宮古市（新
規オープン）

調剤薬局における業務全般
・調剤業務、処方監査、投薬指導、薬歴管理、医薬
品の在庫管理、一般用医薬品等の販売。在宅業務等

※１１月に新規オープン予定

東京都千代田区丸の内１－
９－２
グラントウキョウサウスタ
ワー１２Ｆ

株式会社　ファーマ
みらい普通自動車免許ＡＴあれ

ば尚可
雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

医療事務（宮古市／新規
オープン）

調剤薬局での医療事務のお仕事です。
・処方せん受付、レセプトコンピューターでの入
力、レジ対応
・患者様の対応、薬局業務補助、保険請求業務
・店舗整備、銀行入金、必要品受発注作業など店舗

東京都千代田区丸の内１－
９－２
グラントウキョウサウスタ
ワー１２Ｆ

株式会社　ファーマ
みらい

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

医療事務・調剤事務の経
験があれば尚可。未経験

者も応募可。

販売（宮古店）【正社員】 ○マルホンカウボーイ店において、販売・商品の仕
入れ・管理等

【主な業務内容】
　商品の陳列、商品づくり、ＰＯＰ作成、在庫管

山形県飽海郡遊佐町比子字
白木２３－３６２

本間物産　株式会社

雇用期間の定めなし
数値管理を行うため、エ

クセルが出来る方
又は7時30分～20時30分
の間の8時間

岩手県宮古市

一般事務【宮古営業所】 当社の正社員として一般事務に係る、下記の業務を
担当していただきます。

・郵便物の発送及び仕分け
・労働契約書等の作成

建設業経理士２級
あれば尚可

岩手県大船渡市盛町字田中
島２７－１

株式会社　佐賀組

雇用期間の定めなし
エクセル、ワードの操作

が出来ること
岩手県宮古市

調理担当 龍泉洞温泉ホテルの厨房において、下記業務に従事
していただきます。
・宿泊客および日帰り宴会客に提供する料理、仕出
し料理等の調理全般（和食・洋食・中華全般）
・岩手県立岩泉高等学校寄宿舎の給食業務

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字府金４８

株式会社　岩泉総合
観光

雇用期間の定めなし
又は6時00分～20時00分
の間の7時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

サービススタッフ／正社員 当ホテルおいて主にレストランでの接客業務に従事
していただきます。
レストランを利用されるお客様のご案内、料理の配
膳・片付け。そのほか宿泊されるお客様のご夕食、
ご朝食時の配膳や片付けなど。

岩手県宮古市日立浜町３２
－４

株式会社　浄土ヶ浜
パークホテル

雇用期間の定めなし
又は6時30分～22時55分
の間の7時間程度

岩手県宮古市

フロントスタッフ／正社員 ホテルフロントにおいて利用されるお客様への対
応、チェックイン・チェックアウト時の受付、清
算、館内のご案内、電話対応が主な仕事となりま
す。宿泊管理等で専用ソフトにてパソコン入力あり
ます。

岩手県宮古市日立浜町３２
－４

株式会社　浄土ヶ浜
パークホテル

雇用期間の定めなし
パソコンの基本操作
（ワード・エクセル）

又は6時30分～22時55分
の間の7時間程度

岩手県宮古市

フロント業務経験
あれば尚可

水産食品加工員／重量物取
扱あり

水産品の製造加工等、下記の業務に従事していただ
きます。
　　　～　冷凍業務用商材と末端製品の製造　～
・鮭、イカ、サバ、汐子、いくら、ウニ、海草類な
ど多くの魚種を取扱います。機械使用のほか手作業

岩手県宮古市新川町５－６ 株式会社　佐幸商店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市普通自動車免許一種

保育士／正社員以外 園児の保育業務全般を行っていただきます。
・保育実務
・日誌や園児の連絡ノート記載
・各計画の作成
・園児の安全、健康管理業務

岩手県宮古市津軽石第４地
割４０番地８

社会福祉法人　慈愛
会　津軽石保育所

雇用期間の定めなし
又は7時00分～19時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

高等学校教員免許状
外国語（英語）

自動機オペレーター／正社
員（トライアル併用求人）

自動機オペレーターは、組立機という機械を使って
コネクタを生産するお仕事です。作業場所は温湿度
管理されたクリーンルーム内でタッチパネルを使っ
た機械操作が中心作業になります。付随業務として
は、測定顕微鏡を使っての寸法測定や、材料供給が

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第２地割３１－１

株式会社　エフビー

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

工事管理補助（土木分野） ※未経験・ブランクのある方も歓迎します！
土木工事での進捗管理における補助業務を行ってい
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

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


