
普通自動車免許一種
潜水士 (1)7時00分～16時00分

1人 ２級小型船舶操縦士 330,000円～352,000円
あれば尚可

正社員以外 不問 潜水作業経験者あれば尚可 03030- 3021621
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)6時00分～14時30分
1人 140,910円～140,910円 (2)8時30分～17時00分

(3)11時00分～19時30分

正社員以外 不問 03030- 3023121
普通自動車免許一種

(1)7時00分～16時00分
1人 176,000円～187,000円

正社員 不問 03030- 3024021
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

５トン限定準中型自動車免許 (1)7時30分～16時30分
1人 180,000円～250,000円

正社員 59歳以下 03030- 3025721
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 148,000円～148,000円

正社員以外 不問 03030- 3027221
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時30分
1人 150,000円～200,000円

正社員 64歳以下 03030- 3018221
普通自動車免許一種

(1)9時00分～17時30分
1人 145,000円～160,000円 (2)9時00分～15時00分

ワード・エクセル基本操作

正社員 59歳以下 経理業務あれば尚可 03030- 3019521
大型自動車免許 変形（1年単位）
フォークリフト (1)8時00分～17時15分

1人 車両系建設機械運転技能 170,000円～230,000円
あれば尚可
いずれか

正社員 64歳以下 03030- 3020321
普通自動車第二種免許 交替制あり

大型自動車免許 (1)7時00分～16時00分
1人 あれば尚可 148,027円～148,027円 (2)8時00分～17時00分

(3)9時00分～18時00分

正社員 59歳以下 乗務員経験あれば尚可 03030- 3010421
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 148,383円～148,383円

正社員以外 不問 03030- 3013921

(1)8時00分～17時00分
1人 158,400円～158,400円

寿司調理の経験

正社員以外 不問 （飲食店やスーパーなど） 03010-21898921
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

1人 220,000円～300,000円

正社員 64歳以下 04011- 3133521
普通自動車免許一種

薬剤師 (1)8時30分～17時15分
1人 250,000円～300,000円

正社員 59歳以下 03010-21731421
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
第二種電気工事士 (1)8時00分～17時00分

1人 181,000円～261,000円

正社員 59歳以下 03010-21745821
１級電気通信工事施工管理技士 変形（1年単位）
２級電気通信工事施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

1人 251,000円～351,000円

いずれか
正社員 59歳以下 普通自動車免許一種 03010-21772421
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電気通信工事施工管理技士
（宮古市）

電気通信工事施工管理技士として電気通信工事（有
線ＬＡＮ、無線ＬＡＮ設置工事やＣＡＴＶやテレビ
共同受信設備工事、モバイル通信用の設備工事等の
専任技術者・管理技術者として従事していただきま
す。

岩手県盛岡市長田町２３－
２７

岩舘電気　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

電気設備施工管理技士（設
計・施工・監理）（宮古
市）

電気施工管理技士として学校・官公庁の公共工事、
民間企業の建物付帯工事、道路照明や交通信号機、
太陽光設備等小さな現場から大型現場まで幅広く経
験できます。＊経験者優遇

岩手県盛岡市長田町２３－
２７

岩舘電気　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

※第二種電気工事士は
取得見込の方も応募可

※上記資格を
取得見込の方も応募可

管理薬剤師（宮古市） 当社宮古支店において管理薬剤師の業務を行ってい
ただきます。・医薬品の品質管理　・卸業務におけ
る薬務　・その他、上記に付随する業務など　＊薬
剤師免許をお持ちの方を募集いたします。

岩手県盛岡市上堂四丁目５
－１

株式会社　スズケン
岩手

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

（まるまつ宮古店）店長・
店長候補

・入社後、店舗業務からスタートし、接客・調理の
基本作業を覚えます。・店舗業務をマスターした
後、店舗の指導と運営に関わる店長として仕事をし
ていきます。☆店長経験後は、複数店舗の管理、指
導と運営をします。

宮城県富谷市成田９丁目２
－９

株式会社　カルラ

雇用期間の定めなし
又は6時00分～22時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市
レストランサービス・接客業
を経験の方は優遇します

寿司調理・鮮魚加工／田清
魚店　マルイチ宮古店

◆お寿司の調理全般（握り、軍艦、丼ぶりなど）
◆刺身、切り身、盛付けなどの鮮魚加工
＊お寿司の調理がメインとなります。

岩手県盛岡市羽場１０－１
００

株式会社　田清

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

水産食品加工員 水産品の製造加工を行います。～　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もあります。・手捌きで
開きにしたり切り身にする作業

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

タクシー乗務員 タクシー乗務業務、スクールバス等での送迎業
務。・主な業務はタクシーの運転　・出庫前の車両
点検　・料金収受　・乗務記録　・洗車等　○ス
クールバスは、必要に応じて稼働いたします。＊経
験があれば尚可＊大型自動車一種免許があれば尚可

岩手県宮古市大字津軽石９
－７０－１

合名会社　津軽石タ
クシー

雇用期間の定めなし
又は15時00分～0時00分
の間の8時間

岩手県宮古市

運転手 主に丸太の運搬作業に従事していただきます。・グ
ラップルを使用し丸太の積込み作業、運搬をする業
務　・チップや樹皮の運搬をしていただく事もあり
ます。・その他工場周辺の清掃作業など＊当社～区
界発電所や雫石工場までの運搬が主になります。

岩手県宮古市川井第２地割
２番地

有限会社川井林業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務員 事務を担当していただきます。
○請求書・納品書作成など　○伝票整理・帳簿記
帳・パソコンでの帳票入力　○電話・来客対応　○
その他　雑務等　○車両の引き取り用務をお願いす
ることがあります。

岩手県宮古市崎山第７地割
１番地５

有限会社　オートセ
ンター梅沢

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

木材加工（製造） 製造部にて、住宅木材の加工を業務を担当しま
す。・壁材の枠組みの製造作業　・木工機械に手作
業で木材を並べ、機械を操作し釘打、カット　・製
品をパレットに移し９段５列に梱包、専用棚に同じ
長さ毎に入　れる等の作業

岩手県宮古市実田１丁目５
番１３号

株式会社　ヤマウチ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般事務 当社において下記の業務を行っていただきます。
・電話応対、来客応対　・勤怠管理　・パソコン操
作（ワード、エクセル）（伝票発行、写真出力な
ど）・書類の整理、管理　・その他、付随する業務

岩手県宮古市長町１丁目９
－１７

リアス環境管理　株
式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

商品管理及び運搬の補助作
業

商品の整理・管理及び運搬の補助作業を行います。
○海産物の選別・管理及び大船渡～久慈の各浜より
海産物を２ｔトラックにて田老工場への運搬作業

岩手県宮古市田老字西向山
１６－１

株式会社　神野商店
田老工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

上記以上／準中型免許は
Ｈ２９．３．１２以降

免許取得の方

ＰＣ操作
（ワード・エクセル）

一般事務経験

潜水補助員 潜水作業前の準備、潜水士と水中作業中の連絡（イ
ンターホン）業務、ウインチ操作等になります。・
水中での捨石均し、ブロック据付、水中コンクリー
ト施工等に従事します。・陸上でのブロックの転
置、玉掛作業など陸上のみの作業もあります。

岩手県宮古市藤原２丁目７
－１９

株式会社宮古潜建

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護員／グループホーム花
＊花

グループホーム花＊花で下記の業務に従事します。
・入所者９名の方の日常生活の支援（身の周りの世
話、食事、入浴、排泄、リハビリ等）。
・食事調理、準備や後片付け、レクリエーション、
洗濯、清掃等

岩手県宮古市千徳町５番３
７号

株式会社ＪＡ　ライ
フサポート宮古介護
センター

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

潜水士 潜水作業前の準備、潜水補助員と水中作業中の連絡
（インターホン）業務等、潜水作業全般。
・水中での捨石均し、ブロック据付、水中コンク
リート施工等。・現場移動（宮古、釜石市内）は社
用車乗合で移動となります。

岩手県宮古市藤原２丁目７
－１９

株式会社宮古潜建

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

（9月26日時点の内容です）

９月２０日　から　　９月２６日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は１０月６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４年９月２９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
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