
交替制あり
(1)7時30分～16時15分

1人 131,500円～168,900円 (2)8時30分～17時15分
(3)10時45分～19時30分

正社員以外 不問 03030- 3581601
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 146,625円～146,625円

正社員以外 不問 03030- 3582901
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 介護福祉士 165,100円～189,600円

ホームヘルパー２級
いずれか

正社員 64歳以下 03030- 3583101
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
第一種電気工事士 (1)8時15分～17時15分

1人 ２級電気工事施工管理技士 150,150円～277,200円
乙種消防設備士
あれば尚可

正社員 59歳以下 電気設備工事経験 03030- 3567901
普通自動車免許一種 交替制あり

(1)8時30分～17時30分
1人 152,064円～164,160円 (2)11時00分～20時00分

(3)6時30分～15時30分

正社員以外 不問 03030- 3568101
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 180,000円～340,000円

正社員 59歳以下 機械操作の経験 03030- 3570201
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
２級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

1人 あれば尚可 200,000円～400,000円

正社員 64歳以下 03030- 3571501
普通自動車免許一種 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

2人 ２級土木施工管理技士 200,000円～500,000円 (2)7時30分～16時30分
いずれか

正社員 不問 03030- 3572001
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

車両系建設機械運転技能者 (1)8時00分～17時00分
8人 大型自動車免許 216,000円～388,800円 (2)7時30分～16時30分

正社員 不問 建設現場の経験 03030- 3573301
普通自動車免許一種

(1)6時00分～16時00分
7人 195,000円～230,000円 (2)7時00分～16時30分

正社員 不問 03030- 3578701
普通自動車免許一種

(1)8時45分～17時45分
1人 139,400円～254,500円

正社員 64歳以下 03030- 3561801
普通自動車免許一種
社会福祉主事任用資格 (1)8時30分～17時15分

1人 社会福祉士あれば尚可 153,500円～312,700円

正社員 59歳以下 03030- 3563501
普通自動車免許一種

介護福祉士 (1)8時30分～17時15分
2人 153,500円～282,900円

正社員 59歳以下 03030- 3564001
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

2人 138,000円～140,000円

正社員 64歳以下 03030- 3565301

(1)8時40分～17時20分
1人 168,740円～168,740円

有期雇用派遣労働者 不問 03010-24047901
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 246,760円～466,275円

正社員 59歳以下 ＰＣ基本操作 04010-61703801
普通自動車免許一種
第一種電気主任技術者 (1)8時30分～17時20分

2人 第二種電気主任技術者 209,200円～285,000円
第三種電気主任技術者

いずれか
正社員 64歳以下 パソコン操作(Excel,Word) 03010-23913101

普通自動車免許一種
(1)8時30分～17時30分

1人 181,300円～201,700円

正社員 64歳以下 ケアプラン作成入力 03030- 3554201
1

介護支援専門員 当センターでは、訪問、通い、泊まりサービスを
組み合わせて、その人の２４時間を支える仕事で
す。また利用者が異世代交流を盛んに行えるよう
に、小中学校の運動会や季節の毎の行事にも出か
けています。

岩手県宮古市西町１丁目２
番１３号

特定非営利活動法人
ふれあいステーショ
ン・あい

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護支援専門員
（ケアマネージャー）
小規模多機能型サービス計
画作成担当者研修修了者

自家用電気工作物の保安業
務（県内９事業所）

自家用電気工作物の保安業務（契約事業場の保守
点検・試験）を行う。
＊自家用電気工作物の工事維持・運用に係る実務
を４年以上経験していること。資格取得前の経験
は１／２に換算（８年）。実務経験の証明取得が

岩手県盛岡市向中野２丁目
１４番２１号

一般財団法人　東北
電気保安協会　岩手
事業本部

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

現場監督補助（電気設備分
野）

電気設備工事における管理業務補助（現場監督）
を行っていただきます。
・工事における写真撮影及び管理業務
・作業員への作業内容の伝達及び確認
・現場での安全管理　・ミーティング

宮城県仙台市青葉区本町２
丁目１０－３３　第２日本
オフィスビル７階

株式会社　オンサイ
ト

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

部署アシスタント（宮古
市）

宮古市内人気の一般事務のお仕事です
【業務内容】
・資料作成、書類のコピー、出力、整理、保管
・データ登録（専用システム）
・来客対応、電話対応

岩手県盛岡市盛岡駅西通２
－９－１　マリオス１３階

株式会社　パソナ
パソナ・盛岡

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 岩手県宮古市

仕上げ検査（正社員） 工業用ゴム製品の仕上検査を行います。
・工業用ゴム製品（Ｏリング、パッキング類）の
プレス成型されたシート状から製品を取り出す
（チギリ）作業
・キズや汚れなど目視検査による良品と不良品へ

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

Ｗｏｒｄ，Ｅｘｃｅｌ基本
操作、一般事務経験

介護員／デイサービス 通所介護事業所の（デイサービスセンター）の介
護職として、利用者の送迎と食事や入浴など日常
生活上の介護や機能訓練、生活支援等の業務に従
事していただきます。
○訪問介護事業所等の介護職として食事・排泄・

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字森の越４番地１４

社会福祉法人　岩泉
町社会福祉協議会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

一般職（総合職） 社会福祉法人岩泉町社会福祉協議会において一般
職（総合職）として下記業務に従事していただき
ます。
○福祉ニーズを抱える住民に対する相談援助・
サービス利用支援

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字森の越４番地１４

社会福祉法人　岩泉
町社会福祉協議会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町
文字入力程度の簡単なパソコ

ン入力、相談業務

レクリエーションインストラク
ター/コーディネーター

文字入力程度の簡単なPC入
力,介護施設等の介護経験

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）

ふれんどりー岩泉において介護支援業務に従事し
ていただきます。
・施設利用者のケアプランの作成業務
・利用者やご家族との連絡および相談等の業務
・施設利用者の認定調査業務

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

牛舎スタッフ／製造スタッ
フ／営業・販売事務スタッ
フ

牛舎スタッフ　＜２名＞　　　　　　　　　　
○搾乳、牛・山の管理等
製造スタッフ　＜３名＞　　　　
○ミルク・乳製品の製造、発送等
営業・販売事務スタッフ　＜２名＞

岩手県下閉伊郡岩泉町上有
芸字水堀２８７

農業生産法人　株式
会社企業農業研究所

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

基本操作(Word,Excel)基本
操作,簡単な文書作成(簡易
的な送付状などが作成でき
ること),その他ソフト(パ
ワーポイント等)操作経験

介護支援専門員
（ケアマネージャー）

建設作業員 下記の業務に従事していただきます。
・各現場において土木工事全般
・免許所持の方には重機オペレーター・ダンプ運
転業務をして頂く場合もあります。


岩手県宮古市磯鶏沖８－２
５

有限会社　リアライ
ズ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

現場責任者 下記の業務に従事していただきます。
・ゼネコンや地元業者の現場における土木施工管
理業務
・工程管理等、付随する一切の業務
＊元請に出向の場合もあり。

岩手県宮古市磯鶏沖８－２
５

有限会社　リアライ
ズ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他
パソコン基本操作（ワー

ド・エクセル）

土木技術者 公共工事や一般土木工事などの施工計画案の作成
○工事中における品質管理、安全管理、施工の調
整など監督・指揮業務や各種書類作成
○就業場所は担当の現場事務所が基本になります
が、現場への直行直帰もあります

岩手県宮古市八木沢三丁目
１１－５　バス停「八木沢
団地」から　徒歩２分

株式会社菊地建設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

冷凍機械管理主任 冷凍機械運転業務を行います。
・冷凍機械操作
・加工機械の保守、メンテナンス
・点検及び整備等
・他１名おります。工場移動は社用車使用です。

岩手県宮古市藤原一丁目５
－９

有限会社　大井漁業
部　大印冷凍工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木施工管理業務経験者、
ＣＡＤ操作ができれば優遇

します

介護員／グループホームえ
くぼ

小規模多機能センター（通所・訪問）サービスに
おいて、介護業務全般に従事していただきます。
・利用者の食事介助、入浴介助、排泄介助
・レクレーション活動の企画・運営などの業務
※６０歳以上の方の応募、歓迎します。

岩手県宮古市長根４－１３
－１

株式会社　介護施設
えくぼ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

電工 電気設備全般に従事していただきます。
・一般住宅や公共事業の電気設備
・設計、施工、保守、管理業務
・その他付随する業務
＊移動は社用車（マニュアル）を使用

岩手県宮古市板屋３丁目２
－６

有限会社　オイカワ
設備企画

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

管理者 ゆうゆうデイサービスサンターにおいて下記内容
の管理業務全般を行っていただきます。
・送迎時及び入浴時の介助
・食事の介助及びトイレ誘導、見守り
・レクリエーション

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

ＬＰＧ販売スタッフ ・ＬＰガスの保安点検、検針、ガス工事等
・検針エリアは岩泉町内と田野畑村となります
・その他付随する業務

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 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

調理 入院患者様への食事の調理業務に従事していただ
きます。
・食事の盛付け（セントラルキッチン方式（外部
調理）によるクックチルシステム採用）
・食札準備、配膳、下膳

岩手県下閉伊郡山田町飯岡
第１地割２１番地

岩手県立　山田病院

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 岩手県下閉伊郡山田町

事業所名
求人番号

パソコン（ワード・エクセ
ル）基本操作ができること

（12月28日時点の内容です）

１２月２２日　から　　１２月２８日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は１月１４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３年１月７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



フォークリフト 変形（1年単位）
大型自動車免許

1人 210,500円～215,500円

大型運転手

正社員 59歳以下 フォークリフト経験 03030- 3555501
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 134,792円～162,400円

正社員 45歳以下 03030- 3551401
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)7時30分～17時00分
1人 137,665円～195,300円

正社員 59歳以下 土木作業経験者優遇 03100- 2991301

2

土木作業員 ＊主に一般土木作業に関する業務全般
・道路工事
・河川工事
・地山工事（山の木を切り、整地する）
・トラックで材料を運搬

岩手県久慈市湊町第１９地
割２０－５

清和建設　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

製造職（製品検査員） 工場屋内にて、電子部品の製品検査をしていただ
きます。加工品を目視や検査装置を使い、汚れや
キズなどを確認、以降関連作業を行います。
＊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

路線ドライバー １０ｔ車を使用して、食品・製品等雑貨を宮古営
業所より盛岡支店に回送する業務となります。
・集配物の積み降ろし作業は手積みもあり
・パレット等積載の荷物はフォークリフトを使用
して作業

岩手県宮古市津軽石第１０
地割３５ー３７

東北西濃運輸株式会
社　宮古営業所

雇用期間の定めなし
又は1時00分～19時20分
の間の8時間

岩手県宮古市


