
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
運行管理者（貨物） (1)8時00分～17時00分

1人 あれば尚可 200,000円～250,000円

正社員 64歳以下 ワード、エクセル 02020-13161921

(1)8時00分～17時00分
1人 152,700円～202,700円

シーケンス制御作業
電子機器組立て

正社員 59歳以下 あれば尚可 03030- 3052521
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
フォークリフトあれば尚可 (1)9時00分～17時00分

1人 170,000円～200,000円

正社員 45歳以下 ＰＣ基本操作ができること 03030- 3057121
保育士 変形（1ヶ月単位）

(1)7時30分～16時30分
1人 155,100円～169,300円 (2)8時30分～17時30分

いずれか (3)9時00分～18時00分

正社員以外 69歳以下 03030- 3059721
中型自動車免許 交替制あり

(1)7時00分～16時00分
1人 160,000円～180,000円 (2)7時50分～13時50分

正社員 35歳以下 03030- 3046321
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 157,100円～188,900円 (2)8時30分～17時30分

(3)6時30分～15時30分

正社員以外 不問 03030- 3048921
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
2人 169,600円～254,400円

正社員以外 59歳以下 塗装経験あれば尚可 03030- 3050821
１級塗装技能士
２級塗装技能士 (1)8時00分～17時00分

2人 いずれか 274,400円～369,200円
普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 実務経験 03030- 3051221
危険物取扱者（丙種） 変形（1年単位）
８トン限定中型自動車免許 (1)8時30分～17時00分

1人 197,800円～241,500円

正社員以外 不問 配送経験あれば尚可 03030- 3039621
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時50分

1人 147,297円～147,297円 (2)17時00分～1時50分

正社員以外 60歳以上 03030- 3043221
調理師 変形（1年単位）

1人 240,000円～360,000円

正社員 59歳以下 03030- 3028521
交替制あり
(1)8時00分～17時00分

5人 152,700円～202,700円

正社員 59歳以下 03030- 3029421
交替制あり
(1)8時00分～17時00分

1人 152,700円～202,700円

正社員 59歳以下 03030- 3030921
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 155,000円～180,000円

正社員 45歳以下 03030- 3032021
理学療法士 変形（1年単位）
作業療法士 (1)8時30分～18時30分

2人 いずれか 250,000円～350,000円

正社員 59歳以下 03030- 3033721
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)7時30分～16時30分
1人 166,900円～188,000円 (2)9時00分～18時00分

(3)12時00分～21時00分

正社員以外 69歳以下 03030- 3034821

1

支援員・介護職 利用者の支援及び介護業務を行います。・日常の食
事、入浴、レクレーション等の介助　・施設車を運
転し送迎（各施設により使用車は異なりますが、軽
自　動車、ハイエースなど）・シフトにより（１）
～（４）の時間の交替勤務

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

理学療法士または作業療法
士

当クリニック内において、下記業務に従事していた
だきます。＊外来患者様のリハビリテーション業務
＊リハビリテーション計画の作成、実施、評価　＊
院内の清掃等の付随業務全般

岩手県宮古市黒田町７－１
０

やすみ整形外科クリ
ニック

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

製造（ロール作業） ゴム製品の製造におけるゴム練り（ロール機）業務
です。プレス機へ投入するゴム材料のロール練り、
裁断、試験等の前準備を行います。体力を要する作
業になります。


岩手県宮古市刈屋第１４地
割５２－１

株式会社　オーレッ
クス　岩手工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市
パソコンの基本操作が

できれば尚可

製品検査／正社員 当社は電化製品などに使用される「コネクタ」とい
う電子部品を製造している会社です。製品検査で
は、出来上がった５ｍｍ～２０ｍｍ程の細かい製品
が、正しい寸法で作られている事を確認する為に、
測定顕微鏡を使い測定します。

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

工作機械オペレーター（岩
泉工場）／正社員

工作機械オペレーターは、コネクタ生産に必要な金
型や設備パーツを工作機械を使って加工するお仕事
です。日々の業務を通じ、各種の技能検定に挑戦す
ることもできます。加工に関する知識・技術が無く
ても、研修制度がありますので、ご安心ください。

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

岩手県下閉伊郡岩泉町

配送員（重油） 重油の配送業務を行います。・エリアは主に宮古市
内・山田町内・岩泉町内で、決められたコースでの
配送となります。＊配送経験、同様の業務経験があ
れば尚よろしいです。＊４ｔの車両を運転します。

岩手県宮古市港町２－２２ カメイ物流サービス
株式会社　宮古営業
所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

ガス調査員あれば尚可
危険物取扱者は丙種以上

調理長候補及び調理師（正
社員）

レストラン課配属となり、お客様が注文するメ
ニューの調理全般、食材の発注業務を行います。・
メニューは和食、洋食、麺類等が中心　・厨房内は
５～６名で、繁忙期では最大１８０食程度　○チー
ムワークを大事にする方を希望します。

岩手県宮古市崎山第４地割
８６－３

株式会社　宮古カン
トリークラブ

雇用期間の定めなし
又は6時30分～17時00分
の間の7時間以上

岩手県宮古市

プレスオペレーター（三陸
工場）【６０歳以上限定求
人】

当社三陸工場において、消毒用スプレーや自動車な
どに使用するゴムパッキンの製造業務に従事してい
ただきます。・製造機械に材料（ゴム）を流し込ん
でプレス　・製品になって出てきたものを取り込む
作業　＊重量物の取り扱いはありません。

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

塗装工／有資格者 宮古市内の各現場において、建築塗装作業全般の業
務です・一般住宅や集合住宅の建築塗装作業　現場
への移動は社用車を使用し、乗り合いでの移動等相
談に応じます※現在は宮古市管内、盛岡市などが主
な現場です＊塗装技能士１級または２級を所持の方

岩手県宮古市山口４丁目１
－１

有限会社　菊池塗装
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

塗装工補助 宮古市内の各現場において、建築塗装作業全般の業
務です。・一般住宅や集合住宅の建築塗装作業補助
・養生、雑工　現場への移動は社用車を使用し、乗
り合いでの移動等相談に応じます。※現在は宮古市
管内、盛岡市などが主な現場です。

岩手県宮古市山口４丁目１
－１

有限会社　菊池塗装
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

生活支援員 生活支援に係る業務全般となります。・当施設利用
者の日中活動（軽作業）や通院、買い物（２～３
名）の付き添いなど　・社用車（ＡＴ車）の運転が
あります。○未経験者の方大歓迎○正社員への登用
制度あり○働き方改革関連認定企業

岩手県宮古市崎山第５地割
９４

社会福祉法人　若竹
会　わかたけ学園

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

配達・発送業務 牛乳、乳製品を個人宅（おおよそ１００件）のお客
様に配達業務と発送業務を行います。週２日配達で
週３日が発送業務を予定しています。
●配達／エリアは曜日毎に変ります。（盛岡市近
郊、久慈市、宮古市、田野畑村）

岩手県下閉伊郡田野畑村蝦
夷森１６１－３

田野畑山地酪農牛乳
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

保育士又は幼稚園教諭 ０歳～６歳児までの児童保育補助を担当
・園児達の給食・お手洗いの指導
・遊び・お昼寝の見守り等
・担任の補助業務を行います


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

事務および鮮魚選別員／責
任者候補

［事務業務］
・電話対応、来客対応、市場の仕切書受取
・送金事務、清算事務（ＰＣ計算ソフト入力など）
・外出用務（銀行・得意先等。社用車または自家用
車使用。自家用　車使用の場合はガソリン代支給）

岩手県宮古市鍬ヶ崎上町６
－２８

有限会社　山智商店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

免許資格：入社後、必要に
応じて取得可能（会社負担）

幼稚園教諭免許
（専修・１種・２種）

生産技術／正社員 当社は電化製品などに使用される「コネクタ」とい
う電子部品を製造している会社です。当社生産技術
は、コネクタを生産する為に必要な設備の設計や製
作、また量産に向けて設備の調整をするお仕事で
す。

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

事業所名
求人番号

運行管理者【宮古営業所】 運行管理業務及び配車業務。 青森県八戸市西白山台五丁
目１３－１３

株式会社　大興

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

（9月30日時点の内容です）

９月２７日　から　　９月３０日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は１０月１３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１０月６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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