
普通自動車免許一種
(1)8時15分～17時15分

1人 156,000円～186,000円

正社員 59歳以下 ワード、エクセル 03010-14567921
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
1人 170,000円～250,000円

正社員以外 不問 03010-14588221
普通自動車免許一種

(1)9時00分～18時00分
1人 155,000円～155,000円

正社員以外 不問 03030- 2127521
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)7時00分～16時00分
1人 142,307円～204,140円 (2)8時30分～17時30分

(3)16時00分～9時00分

正社員 63歳以下 03030- 2128421
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時30分
1人 195,000円～245,000円

正社員 40歳以下 ワード・エクセル 03030- 2129321

(1)8時30分～17時30分
1人 133,987円～138,720円

正社員以外 59歳以下 03030- 2131021
普通自動車免許一種

(1)9時00分～17時30分
1人 149,290円～211,830円

正社員 40歳以下 05010-11818121
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時15分
1人 134,300円～148,100円

正社員以外 不問 03030- 2125821
２級建築施工管理技士 変形（1年単位）
２級土木施工管理技士 (1)8時00分～16時30分

1人 車両系建設機械運転技能 153,680円～226,000円
あれば尚可

正社員 不問 03030- 2126221
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時15分
3人 165,100円～206,200円

正社員 40歳以下 04010-38252021
普通自動車免許一種

(1)9時00分～17時30分
1人 149,290円～249,510円

正社員 40歳以下 05010-11716021

(1)10時00分～19時00分
3人 175,000円～230,000円

正社員 40歳以下 27010-32744321
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 03010-14431721
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 150,000円～180,000円

正社員 64歳以下 03030- 2121921
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 (1)8時00分～17時00分
2人 玉掛技能者 184,800円～231,000円

小型移動式クレーン
あれば尚可

正社員 不問 土木作業経験あれば尚可 03030- 2122121
普通自動車免許一種

(1)9時30分～18時15分
1人 220,000円～240,000円

正社員以外 不問 13040-68859821
介護職員初任者研修修了 変形（1ヶ月単位）
ホームヘルパー２級 (1)8時20分～17時20分

1人 いずれか 144,200円～144,200円 (2)16時30分～0時30分
(3)0時30分～9時30分

正社員 59歳以下 03030- 2110521
准看護師 変形（1年単位）

(1)8時30分～18時30分
1人 210,000円～300,000円

正社員 59歳以下 03030- 2103421
1

准看護師 当クリニック内において、下記の看護師業務に従事
していただきます。＊医師の診察・検査の補助　＊
問診や診察・検査内容の説明　＊患者様の院内誘導
＊採血、注射、点滴業務　＊院内の清掃等の付随業
務全般

岩手県宮古市黒田町７－６ やすみ整形外科クリ
ニック（仮）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護助手 ・患者さん及び施設利用者の方々の食事援助・シー
ツ交換、洗濯介助等の身の回りの世話・処置の手伝
い作業、患者移送、レクリエーション・患者の見守
り等の業務＊介護職員初任者研修（旧ヘルパー２
級）以上あれば尚可＊体力を必要とする業務あり

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

ルート営業（旅館ホテルの
業務用品。盛岡エリア担
当）

旅館ホテル等がご利用になる消耗品（タオル、アメ
ニティ等）や什器・備品等の業務用品についての
ルートセールス及び発注業務です。担当エリアは盛
岡（岩手県）エリアで、自宅からの直行直帰での
ルートセールスです。

東京都港区芝３－４３－１
５　芝信三田ビル５階

株式会社日旅産業

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

ワード、エクセル、
メールの基本的な操作、
営業経験、基本的な

パソコン操作（ワード、
エクセル、メール）

土木作業員 当社において下記の業務に従事していただきま
す。・土木作業（道路など）、土砂埋め戻し　・型
枠、足場組立、など　＊現場は岩手県沿岸全域とな
ります。現在の現場は主に宮古市藤原地区です○経
験者は優遇します。また未経験の方の応募も可。

岩手県宮古市大通２丁目７
番３号

株式会社　ＮＥＸＲ
ＯＷ（ネクスロー）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

合鴨の食肉加工作業 合鴨の食肉加工作業に下記の通り従事していただき
ます。・機械と手処理での肉の解体作業　・肉の仕
分け等立ち仕事　※慣れてきたら仕分けした肉の計
量・計算、出荷明細作成などの出荷管理事務をお願
いする場合があります

岩手県下閉伊郡田野畑村室
場２４－４

株式会社　甘竹田野
畑

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

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：宮古市及び
近郊）○倉庫内での商品入出庫業務　＊丁寧に指導
しますので安心してご応募下さい。＊採用が決まり
次第の雇用となります。

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

携帯販売スタッフ（ソフト
バンク宮古バイパス）

【モバイルショップスタッフ】各種モバイル端末や
インターネット接続サービスの提案・販売　・商品
のご提案、契約手続き　・操作方法のご案内　・修
理受付　・店舗清掃　・在庫棚卸し　など

大阪府大阪市中央区南新町
１丁目３－１０

株式会社フェイス

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

総合職（宮古市） エリア内の医療機関へ当社の医療機器を主にレンタ
ルするためのプレゼンテーションを行ったり、機器
の在宅設置（個人宅）、取扱説明、点検等を行う総
合職です。


秋田県秋田市川尻御休町９
－２３

フクダライフテック
北東北　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

技術職 河川情報・道路情報・防災施設などの公共設備の電
気・通信設備の保守・管理業務など
＜具体的には＞◆日本を守る各種設備の保守・点
検、災害時の緊急対応監視カメラ情報システム、道
路などに設置されている情報板、トンネル警報装置

宮城県仙台市青葉区二日町
６－１２　ＭＳビル７Ｆ

株式会社　ケーネス
東北支店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市
Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄなどの

基本的な入力スキル

土木・建設作業員 土木工事、建設工事作業全般を行っていただきま
す。・一般住宅や公共工事がメイン・有資格者は重
機オペレーター、現場管理業務等も担当＊経験や資
格のない方の応募も可能。ご相談ください＊現場は
主に山田町、北上市、釜石市、盛岡市です。

岩手県下閉伊郡山田町大沢
第７地割２０１番地１

サカエ興業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町、他

作業員（地域整備課）会計
年度任用職員

岩泉町内の道路維持作業や公共施設の敷地内の環境
整備等を行っていただきます。・道路維持作業（刈
り払い、草刈りなど）・公共施設の施設内の環境整
備等（樹木の伐採など）・軽トラックの運転及び道
路維持・環境整備に係る作業

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

営業支援（宮古市） 医療機関の指示による在宅医療サポート、機器の在
宅設置（個人宅）、取扱説明、点検業務、消耗品の
補充等の営業支援業務を行います。
＊営業範囲は、岩手県沿岸・遠野地域です。

秋田県秋田市川尻御休町９
－２３

フクダライフテック
北東北　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

加工業務 社内での製品加工業務
・電線をコネクターに挿入する作業　・電線の指定
された箇所にテープを巻く作業　・電線切断作業な
ど　＊専用の器具を使用した作業も一部あります
が、大半が手作業となります

岩手県宮古市田鎖９－２５ 有限会社　ユーエム
アイ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

消防用品販売・消防設備保
守点検

・宮古広域圏各市町村、消防本部への消防資機材等
の営業　・民間企業への消防設備点検、機器販売の
営業　・消防設備点検　※グループ会社本社にて点
検等は指導（研修）いたします。

岩手県宮古市新町３番２３
号

有限会社　宮古互光

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員／正社員 グループホーム入所者の介護業務全般を行います。
・入所者９名の身の回りの世話、食事、入浴、排
泄、リハビリ等の介助や見守りなど
・食事の準備や後片付け、洗濯、清掃、その他雑務
など

岩手県宮古市中里団地４－
１１

グループホーム愛宕
の丘（有限会社　川
崎タクシー）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

観光全般（事務・運営補
助）

当協会において主に下記の業務に従事します。
・協会運営に関わる事務処理、経理補助等
・県や市役所との連携調整により宮古地域のＰＲ活
動の補助
・補助金申請、精算処理に関わる事務補助

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
月以上）

岩手県宮古市

職業指導員／ＰＣデータ
ワーク（ジョブシーズみや
こ）

精神・知的障がい者の就労支援を目的とする福祉
サービス事業所において、管理責任者候補として出
向して、上記利用者のＰＣデータワークの教育指導
と作業指示にあたっていただきます。

岩手県盛岡市志家町１３－
２９

株式会社　フロムい
わて

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

福祉・教育分野での
勤務経験、または

パソコン指導の業務経験

パソコン操作
（ワード・エクセル）

事業所名
求人番号

営業事務（宮古営業所） 宮古営業所において営業事務を行っていただきま
す。〈営業事務〉
・売上関係の事務処理及び一般事務　・電話応対、
来客応対　・営業補助（見積書作成）　・その他、
付随する業務

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

（6月27日時点の内容です）

６月２１日　から　　６月２７日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は７月７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６月３０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



(1)8時00分～17時30分
1人 176,400円～275,200円

正社員 64歳以下 03030- 2105621
介護職員初任者研修修了 変形（1ヶ月単位）
ホームヘルパー２級 (1)8時30分～17時30分

1人 いずれか 142,400円～155,200円 (2)7時00分～16時00分
普通自動車免許一種 (3)10時00分～19時00分

正社員 64歳以下 03030- 2106921
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時30分
1人 180,000円～200,000円

正社員 39歳以下 03010-14321321

2

宅配水配送・ガラス修理業
務（宮古営業所）

１．宅配水のルート配送・請求業務　既存顧客（個
人・法人）に訪問・納品・請求書作成・集金。車両
はキャラバンでの配送です！年１回のサーバー交換
（サーバーメンテナンス）新規顧客へのサーバー設
置・解約時の撤去。

岩手県盛岡市東見前９－７
２

株式会社　セントラ
ルオートガラス

雇用期間の定めなし
エクセル・ワード・
簡単な関数入力

岩手県宮古市

介護職員／グループホーム
ゆうゆう八木沢

グループホーム内での介護業務全般を行っていただ
きます。・入浴、食事、排泄支援、見守り、介助
・レクレーション、通所同行　・利用者と一緒に調
理、清掃、買い物、散歩など　・施設入居者９名
＊資格なくても相談に応じます。

岩手県宮古市八木沢第５地
割８５番地１

合同会社ライフサ
ポート・ゆうゆう

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

菌床椎茸の栽培等／正社員
１

菌床椎茸の栽培、集出荷にかかる作業に従事してい
ただきます。・収穫、箱詰め、パック詰め、箱作り
・菌床の製造、培養にかかる作業　※経験のない方
には丁寧に指導いたしますので、安心してご応募下
さい。特に力仕事はありません。

岩手県下閉伊郡岩泉町浅内
字下栗畑６８－１１

株式会社　岩泉きの
こ産業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町


