
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 184,800円～346,500円

正社員 64歳以下 型枠大工経験者 03030- 2365901
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
三級自動車整備士 (1)8時00分～17時00分

1人 あれば尚可 140,000円～150,000円

正社員 64歳以下 自動車整備経験 03030- 2366101
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時15分

3人 160,000円～250,000円 (2)18時15分～3時30分

正社員 18歳～64歳 03030- 2371601
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

1人 137,460円～143,440円 (2)11時00分～20時00分
(3)16時00分～9時00分

正社員 64歳以下 03030- 2358101
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

1人 187,600円～237,000円 (2)8時30分～12時30分

正社員 59歳以下 03030- 2360201
普通自動車免許一種

(1)8時00分～16時00分
1人 150,000円～180,000円

正社員 不問 03030- 2361501
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
1人 148,000円～250,000円

正社員以外 不問 葬祭業務経験 03030- 2363301

(1)8時30分～17時30分
2人 201,000円～201,000円

正社員以外 不問 03050- 4720601

(1)8時30分～17時30分
1人 235,200円～235,200円

有期雇用派遣労働者 不問 ＣＡＤ使用経験のある方 03010-16247601
中型自動車免許
準中型自動車免許 (1)8時30分～17時30分

1人 いずれか 170,000円～180,000円
普通自動車免許一種

正社員以外 不問 04010-41325501
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

3人 139,446円～139,446円

正社員 64歳以下 03030- 2350701
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

介護職員初任者研修修了者 (1)8時30分～17時30分
1人 140,000円～155,000円 (2)10時00分～19時00分

(3)17時00分～1時00分

正社員 59歳以下 03030- 2352201
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 141,750円～141,750円

正社員以外 不問 03030- 2354001

(1)8時00分～17時00分
3人 231,000円～300,300円

正社員 18歳以上 24050- 5038501
車両系建設機械運転技能者

(1)8時00分～17時00分
3人 277,200円～346,500円

正社員 18歳以上 重機オペレーター経験者 24050- 5039001
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時00分
1人 132,000円～220,000円

正社員以外 不問 03010-16079601
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
大型自動車免許 (1)8時00分～17時00分

1人 大型特殊自動車免許 220,000円～220,000円
あれば尚可

正社員 不問 03020- 1097101
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
2人 176,000円～220,000円

正社員 不問 03020- 1098401
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土木作業員 ※震災の復旧工事および一般工事で、水門工事や
土木工事を行います。
＊現在は気仙沼・田野畑での現場となり、土木作
業全般　＊作業指揮者の指示の元、大型重機や機
械では対応できない細部の作業や掘削・埋設・埋

岩手県釜石市浜町１丁目１
番１号　釜石ビル３０８

株式会社　ダイセー

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村、他

ダンプ運転手 ＊各工事現場間の土砂や砂利の運搬業務に従事し
ていただきます。
・現在の現場は釜石（甲子川地区）～宮古など
（県外の現場を希望の方はご相談ください）
・１０ｔダンプを使用

岩手県釜石市浜町１丁目１
番１号　釜石ビル３０８

株式会社　ダイセー

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

葬儀、法事の施行補助（宮
古山田葬祭センター）

当社「宮古山田葬祭センター」において下記の業
務を行っていただきます。
・祭壇、花環等の設置
・通夜、葬儀等の準備
・会葬品等の手配、配達

岩手県滝沢市鵜飼向新田７
－７５

株式会社　ＪＡライ
フセレモ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡山田町

重機オペレーター ＊建設（土木工事）現場での重機運転のお仕事で
す。
★車両系建設機械の免許をお持ちの方の募集で
す。
・仕事内容の詳細については面接時にご説明しま

三重県桑名市下深谷部８０
８番地３

ＴＯＴＡＬＭＡＳＴ
ＥＲＳ　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

土木作業員 ＊土木工事現場での土木作業員のお仕事です。未
経験者の方も歓迎します。
・仕事内容の詳細については面接時にご説明しま
す。ご応募お待ちしております。


三重県桑名市下深谷部８０
８番地３

ＴＯＴＡＬＭＡＳＴ
ＥＲＳ　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

一般事務 一般事務業務全般を行います。
・専用ソフトを使用して自動車タイヤの受注、発
注、在庫管理
・電話やお客様対応
・請求書作成

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

パソコン操作（ワード・エ
クセルが出来る方）

介護職員（グループホー
ム）／有資格者

以下の業務を行っていただきます。
・認知症グループホーム利用者（９名）の食事の
世話
・簡単な身体介助等の介護サービス
・調理、施設清掃、洗濯等の日常生活のお世話

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第２地割１１１番地３

株式会社　メイト

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

水産加工員／正社員（宮古
工場）

水産物の加工業務として主に下記の業務を行って
いただきます。
・わかめや昆布の塩蔵加工
・加工品の選別、計量、袋詰め、ラベル貼り、箱
詰め、出荷準備

岩手県下閉伊郡山田町境田
町２－１

株式会社　川秀

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

業務営業職 ■食品パッケージを中心とする包装資材（ト
レー、ラップ、ラベル等）のルート営業■
・食品加工業者などへの食品包装資材の販売・配
送
・入社後１～２年間は、仕事の流れや商品の種類

宮城県仙台市宮城野区扇町
７丁目４－２０

株式会社　高速

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 岩手県下閉伊郡山田町

ＣＡＤ（宮古市） 派遣先事業所において以下の業務を担当していた
だきます
■ＡＵＴＯＣＡＤを使用しての図面作図・修正
■書類作成　■郵便発送　■来客応対　など
※雇用開始日は採用が決まり次第の決定となりま

岩手県盛岡市盛岡駅西通２
丁目９－１　マリオス１５
Ｆ

マンパワーグループ
株式会社　盛岡支店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 岩手県宮古市

測量補助 ◇岩泉町上有芸地内の測量作業補助
・測量作業に必要な道具の運搬作業になります。
・機材配置の作業もあります。
・ポール持ちや標尺持ちの作業、測量杭の打設作
業もあります。

岩手県一関市萩荘字竹際３
３－５

株式会社　一測設計

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 岩手県下閉伊郡岩泉町

葬祭施行補助／嘱託職員 儀式全般に係る補助業務に従事していただきま
す。
・通夜室準備と片付け
・儀式準備と片付け
・会食の準備と片付け

岩手県宮古市小山田３丁目
３番５号

いわて生活協同組合
葬祭事業部　セリオ
ホールみやこ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 岩手県宮古市

調理補助 うどん店において下記の業務に従事していただき
ます。
・調理補助、食器洗浄
・たい焼き製造、販売、接客
・店舗清掃

岩手県下閉伊郡山田町山田
第４地割５番地１

釜揚げ屋

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

医療事務 医療事務に係る業務を行っていただきます。
・受付窓口での患者様の対応（受付・精算等）
・レセプト入力、パソコン入力業務
・電話対応
・その他付随する業務

岩手県宮古市大通一丁目３
－２４

後藤泌尿器科皮膚科
医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市
パソコン操作（ワード・エ

クセル）可能な方

介護職員（資格者）／赤前 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
＊６０歳以上の方の応募、歓迎します。

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

岩手県宮古市

木材加工技術者 ・一般住宅向け構造用集成材（柱や土台など）を
作る工場です。
・製材部門：丸太を製材して板を作ります。
・集成材部門：板を人工乾燥した後、４～５枚の
板を貼り合わせ、柱等の角材を作ります。

岩手県宮古市川井第６地割
３５

株式会社　ウッティ
かわい

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

自動車整備士 当社において自動車整備業務に従事していただき
ます。
・軽自動車から大型自動車までの車検・点検・整
備
・お客様への説明

岩手県下閉伊郡岩泉町小本
字大牛内６７－５

工藤建設株式会社
陸中サービスセン
ター

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

事業所名
求人番号

型枠大工 型枠大工として、以下の業務を行っていただきま
す。
・建築現場にて型枠の作製作業
・その他、現場作業も同様に行っていただきます
＊現場は主に宮古市内

岩手県宮古市山口１丁目２
－３１

沢与建設　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

（8月31日時点の内容です）

８月２５日　から　　８月３１日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は９月１０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２年９月３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



大型自動車免許 変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 240,000円～240,000円 (2)8時00分～12時00分

正社員 64歳以下 03020- 1089101
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 192,100円～220,000円

正社員 59歳以下 03030- 2347301
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 165,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03030- 2349901
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
危険物取扱者（乙種） (1)8時00分～17時00分

1人 危険物取扱者（丙種） 138,000円～140,000円
あれば尚可

正社員 59歳以下 03030- 2341401
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時00分
2人 140,000円～140,000円

正社員以外 不問 03030- 2344201
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
2人 174,750円～256,300円

正社員 不問 建設経験者 03030- 2345501

2

足場組立作業員 各建設現場において、
・足場の組立、解体作業　・基礎工事、土木作業
等
主な現場は山田町、宮古市などの沿岸地域となり
ます。資格、実務経験がなくてもやる気のある方

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第１２地割３－７２

北成興業　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

漁協関連作業補助員 漁業協同組合の補助に従事していただきます。
・鮭の採捕、採卵、ふ化作業
・その他付随する業務

岩手県下閉伊郡山田町中央
町１１番１４号

三陸やまだ漁業協同
組合

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡山田町

ガソリンスタンド販売員 ・お客様のガソリン、軽油、灯油の給油業務
・車の窓ふき、洗車
・簡単な車の整備、タイヤ交換
・市内の軽油・灯油配達（注文・定期配達）


岩手県宮古市実田一丁目５
－１９

有限会社ミヤコ石油

雇用期間の定めなし
又は7時00分～20時00分
の間の8時間

岩手県宮古市

ＳＳスタッフ及びＬＰＧ販
売スタッフ／正社員

・ガソリン給油所において給油作業、洗車、灯
油、タイヤ交換等
・ＬＰガスの配送作業、保安点検、検針、ガス工
事等　　　　　・配送エリアは岩泉町内と田野畑
村となります　　　　　　

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字村木１８－１

泉金商事　株式会社

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

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

台船作業員 工事台船での作業に従事していただきます。
○宮古下閉伊地区の湾内（現場）での工事　　　
○工事資材や機材の運搬作業　　　
○その他、台船上における作業助手及び陸上での
土木作業

岩手県宮古市宮町一丁目３
－４３

大坂建設　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

大型トラック（ダンプ）運
転手

＊大型トラック（ダンプ）１０ｔ車に土砂等を積
み込み、土砂の運搬を行う。　　　　　　
＊その他、トラックの手入れや保守点検など。
＊現在の主な現場は宮古市・岩泉町・田老町等で
す。現場により宿舎がある場合あり。（食費は一

岩手県釜石市松原町１丁目
６－８

株式会社　拓美工業

雇用期間の定めなし
ダンプ（１０トン車）
運転経験３年以上

岩手県宮古市、他


