
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 272,000円～325,000円

正社員 59歳以下 03030- 2645601
社会福祉士 変形（1ヶ月単位）

介護支援専門員 (1)8時45分～17時45分
1人 介護福祉士 134,500円～294,500円

正社員 64歳以下 普通自動車免許一種 03030- 2647101
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)6時30分～15時30分
1人 155,000円～167,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

正社員 不問 介護施設での勤務経験 05020- 3699301
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
中型自動車免許 (1)8時30分～17時30分

2人 液化石油ガス設備士 164,000円～190,000円
あれば尚可

正社員 35歳以下 03010-17746201
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
中型自動車免許 (1)8時30分～17時30分

2人 危険物取扱者（丙種） 164,000円～190,000円
液化石油ガス設備士

あれば尚可
正社員 35歳以下 03010-17747501

(1)8時30分～16時30分
3人 124,950円～124,950円

有期雇用派遣労働者 不問 03010-17753801
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)9時00分～17時30分
1人 137,700円～137,700円

正社員以外 不問 03030- 2638901
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 139,340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- 2640801

(1)9時30分～19時20分
1人 155,000円～160,000円 (2)9時30分～14時00分

正社員 35歳以下 03030- 2641201
中型自動車免許 変形（1年単位）

8トン限定中型自動車免許 (1)8時00分～17時00分
1人 いずれか 142,800円～159,600円

普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 03030- 2642501
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 140,000円～162,000円

正社員以外 不問 03030- 2643001
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

玉掛技能者 (1)8時00分～17時00分
2人 345,600円～345,600円

正社員 不問 38050- 4762301
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 145,000円～148,000円

正社員 不問 03030- 2625201
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 145,000円～148,000円

正社員 不問 03030- 2626501
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 139,416円～165,400円

正社員 45歳以下 03030- 2628301
変形（1年単位）
(1)22時00分～5時00分

1人 139,416円～165,400円

正社員 18歳～45歳 03030- 2629601
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 138,000円～180,000円

正社員 59歳以下 03030- 2631701
２級土木施工管理技士 変形（1年単位）
１級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

1人 いずれか 324,750円～394,040円
普通自動車免許一種

正社員以外 不問 03030- 2632801
1

事業所名
求人番号

修理（保守管理）／宮古営
業所

建設機械の修理、サービスマン補助業務全般
建設機械等の修理とメンテナンス業務に従事して
いただきます。
＜対象機械＞
・機械は油圧ショベル及びトラック等になりま

岩手県宮古市高浜４丁目４
４－１

東亜リース株式会社
宮古営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

（9月18日時点の内容です）

９月１５日　から　　９月１８日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は１０月１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

介護員 ◇グループホーム（２ユニット）１８名の入居者
の方々の介護業務全般に従事していただきます。
＊食事、入浴、排泄、散歩、施設内での活動等の
介助を行います。
＊食事調理、後片付け、施設内清掃を行います。

秋田県能代市浅内字中山９
２番地

株式会社　ラ・サ
ルーテ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

支援相談員 ・ふれんどりー岩泉の入所利用者と家族、行政、
医療機関との連絡調整
・在宅に利用者が復帰できるよう各種支援及び相
談業務
＊対応する入所者は８５名程度

岩手県下閉伊郡岩泉町乙茂
字上９－１２

社団医療法人　緑川
会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

上記いずれか、又は社会
福祉主事あれば尚可

営業（宮古支店） ＊ＬＰガスの販売（検針、集金、配送等）
＊灯油の販売（宮古近隣地域、ＭＴ車による）
＊ガス器具等、付帯設備器具の販売
＊配管設備工事
＊顧客先消費設備機器点検調査等の業務がありま

岩手県盛岡市内丸１４－４ 泉金物産　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

設備工事（宮古支店） ・ガス器具等、付帯設備器具の取付工事
・配管設備工事、水道設備工事
＊工事対象は一般家庭からアパート・マンショ
ン、ビル等も含みます。　　　　　　　　　　
＊作業習得期間中は資格を有する従業員と同行し

岩手県盛岡市内丸１４－４ 泉金物産　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

配送員 タイヤ、カー用品などを得意先へ配送する業務を
行います。
・社用車のハイエース（マニュアル及びオート
マ）を使用
・配送エリアは宮古、田野畑村、岩泉町、山田町

岩手県宮古市上鼻二丁目１
１１番１３

株式会社ヨコハマタ
イヤジャパン　岩手
カンパニー　宮古営
業所雇用期間の定めあり（４ヶ

月未満） 岩手県宮古市

基板製造〈昼勤〉（宮古
市）

派遣先の事業所において基板製造の作業を行いま
す。
【基板】電化製品等の内部に入っている板状のも
の。
・部品集め

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 岩手県宮古市

歯科衛生業務及び受付事務 当医院において、歯科衛生業務と受付事務に従事
していただきます
○歯科衛生業務は歯科器具の準備、片付け、消
毒、医師の指示において治療の補助等になりま
す。

岩手県宮古市小山田２丁目
７－６９　合同庁舎バス停
下車　徒歩３分

伊藤歯科医院

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

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

事務職 介護老人保健施設ほほえみの里において、事務作
業を担って頂きます。
・介護報酬請求作業
・経理作業（現金の受入、伝票作成等
・労務作業（給与計算等）

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第９
地割３９番地２７

医療法人　仁泉会
介護老人保健施設ほ
ほえみの里

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

水産加工員及び運転手 以下の業務を行っていただきます。
・鮭、サンマ、鯖、イカなどの機械捌きや手捌き
作業
・乾燥、冷凍作業
＊鮮魚加工した箱（重さ１０ｋｇ～１５ｋｇ）の

岩手県宮古市築地２丁目７
－１８

有限会社　小が理商
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

タブレット端末の操作、パ
ソコン操作（エクセル）が

使えれば尚可

土木作業員 土木工事現場にて、主にコンクリート二次製品据
付の手元としての作業を担当していただきます。
＊特に東北復興に力を入れていますが、就業場所
は面接時に相談に応じます。
※求人条件特記事項欄をご覧ください。

愛媛県新居浜市北新町１２
番１５号

Ｊ企画アルファー
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市
土木工事においてコンク
リート二次製品据付

危険物取扱者乙４種あれ
ば尚可

ＬＰガス事業スタッフ ・ガス販売事業に係る営業、検針、集金業務など
・ガス設備、配管工事他ガス器具、暖房器具等の
修理など

岩手県宮古市大通３－６－
３５

中屋石油　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ガソリンスタンドスタッフ
（正社員）

当社のガソリンスタンド内（宮古給油所（大
通）、千徳給油所、黒森給油所のいずれか）にお
いて下記の業務を行っていただきます。
・お客さまへの接客応対、給油、洗車等のサービ
ス業務

岩手県宮古市大通３－６－
３５

中屋石油　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

製造職（機械ＯＰ） 工場屋内にて、電子部品取付の機械操作を行いま
す。
最初は、補助作業を行いながら徐々に覚えてスキ
ルアップして頂きます。
＊未経験でも指導のもと、習得可能です。

岩手県宮古市大字津軽石１
９－１８

株式会社　宮古マラ
ンツ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

製造職（機械ＯＰ） 工場屋内にて、電子部品取付の機械操作を行いま
す。
最初は、補助作業を行いながら徐々に覚えてスキ
ルアップして頂きます。
＊未経験でも指導のもと、習得可能です。

岩手県宮古市大字津軽石１
９－１８

株式会社　宮古マラ
ンツ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木施工管理技士 大手ゼネコン下請の現場にて、土木施工管理に従
事して頂きます。
・現場に常駐していただき、元請との連絡調整や
工程管理等
・その他付随する業務

岩手県宮古市根市第６地割
７番地１

有限会社　伊藤総業

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 岩手県宮古市

現場管理経験２年以上、デ
キスパートあれば尚可

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


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

◎ 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２４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



足場の組立て等作業主任者 変形（1年単位）
中型自動車免許 (1)8時00分～17時00分

1人 8トン限定中型自動車免許 231,000円～300,300円
いずれか

正社員 64歳以下 03030- 2634501
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

足場の組立て等作業主任者 (1)8時00分～17時00分
1人 中型自動車免許 323,400円～415,800円

8トン限定中型自動車免許

あれば尚可
正社員 64歳以下 足場作業経験 03030- 2635001

大型自動車免許 変形（1年単位）
毒物劇物取扱責任者 (1)8時00分～16時30分

1人 あれば尚可 150,000円～150,000円

正社員 59歳以下 大型自動車運転 03030- 2636301
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
1人 170,000円～200,000円

正社員以外 45歳以下 03030- 2619001
普通自動車免許一種
危険物取扱者（丙種） (1)8時30分～17時00分

2人 準中型自動車免許 172,500円～184,000円
ガス調査員あれば尚可

正社員以外 不問 配送経験 03030- 2622401
介護福祉士 交替制あり

介護職員初任者研修修了者 (1)8時20分～17時20分
2人 あれば尚可 168,000円～184,800円 (2)16時30分～0時30分

(3)0時30分～9時30分

有期雇用派遣労働者 不問 ワード・エクセル基本操作 03030- 2623701
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- 2624801
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～18時00分
2人 200,000円～250,000円

正社員 不問 03010-17537601
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時55分～17時55分
1人 162,000円～220,000円

正社員以外 30歳以下 03010-17578001
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
二級自動車整備士 (1)8時55分～17時55分

1人 162,000円～200,000円

正社員以外 59歳以下 03010-17580101
普通自動車免許一種

車両系建設機械運転技能者 (1)8時00分～17時00分
8人 玉掛技能者 294,000円～336,000円

移動式クレーン運転士
あれば尚可

正社員以外 不問 経験者優遇 04010-44834001

2

土木作業 造成地作業
車両系・玉掛・移動式クレーン等、各種お持ちの
資格や経験に応じてお仕事をお願いします。
まずはお気軽にご相談ください。

宮城県仙台市若林区上飯田
３丁目２７－２

有限会社　エコ・プ
ロジェクト

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

サービスエンジニア 当社において、下記の業務を行っていただきま
す。
・トヨタ産業車両、フォークリフト、ショベル
ローダー、無人搬送システム、物流環境機器等の
修理

岩手県紫波郡矢巾町流通セ
ンター南３丁目１０－１０

トヨタＬ＆Ｆ岩手
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

営業スタッフ 当社営業所において下記の業務を行っていただき
ます。
・トヨタ産業車両、フォークリフト、ショベル
ローダー、無人搬送システム、物流環境機器等の
販売、リース、レンタル業務

岩手県紫波郡矢巾町流通セ
ンター南３丁目１０－１０

トヨタＬ＆Ｆ岩手
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

保険契約の保全（釜石支
社）

保健契約の満期更新のタイミングで、ご契約内容
の確認を行う業務です。お客様の意向やリスク実
態にマッチした保険内容となっているかご確認い
ただきます。
＊活動エリアは釜石市及び近郊

岩手県盛岡市上堂３丁目２
－１５　工藤ビル１・２階

株式会社　東京海上
日動パートナーズ東
北　岩手支店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

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
パソコン操作（ワード・エ

クセル）可能な方
岩手県宮古市

看護助手 派遣先の事業所において、下記の業務を行いま
す。
・病院・介護施設内における看護助手・介護業務
全般
・患者さん及び施設利用者の方々の食事・入浴・

岩手県宮古市実田１丁目６
番６号

有限会社　メンテナ
ンス宮古　Ｍスタッ
フ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 岩手県宮古市

配送員（灯油・軽油・ガ
ス）

灯油・軽油類の宅配業務を行います。
・エリアは宮古市内・山田町内で、決められた
コースを複数名で分担して配送となります。
＊配送経験、同様の業務経験があれば尚よろしい
です。

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

酒類・食品の営業 ＊スーパーマーケット、酒販店に、酒類・飲料の
ルートセールス
＊介護施設に調理済食品の提案営業
＊飲食店、宿泊施設に、畜産品、主食米の提案営
業

岩手県宮古市港町２番２２
号

カメイ株式会社　三
陸支店

雇用期間の定めなし
パソコン操作（エクセル・

ワード）
岩手県宮古市

運転手 運転業務を担当していただきます。
・宮古～北上間のタンクローリー運転
・宮古市内では藤原埠頭から磯鶏地区までの運行
となります＜木材製品（主にチップ）等＞
・使用期間中は２マンでしっかりサポートします

岩手県宮古市磯鶏２丁目４
－２３

株式会社　カクヒロ
陸運

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

足場作業主任者 各現場において足場組立、解体作業員に従事して
いただきます。
・現場では２～３名で作業
・足場作業がない場合は土木作業
＊屋外での作業で力仕事のため、体力に自信のあ

岩手県宮古市根市第６地割
７番地１

有限会社　伊藤総業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

足場作業員 各現場において足場組立、解体作業に従事してい
ただきます。
・作業員の手元や資材の運搬等
・将来は組立、解体も行い２～３名で作業
・足場作業がない場合は土木作業

岩手県宮古市根市第６地割
７番地１

有限会社　伊藤総業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市


