
普通自動車免許一種
(1)8時00分～17時00分

1人 145,000円～190,000円 (2)7時30分～16時30分

正社員 35歳以下 03030-  304511
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

3人 135,000円～145,000円 (2)20時00分～5時00分

正社員 18歳～59歳 03030-  305411
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

フォークリフト運転技能者 (1)7時00分～15時00分
1人 あれば尚可 150,000円～220,000円

正社員 64歳以下 03030-  306011
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15分

1人 フォークリフト運転技能者 170,000円～230,000円

正社員 64歳以下 03030-  307311
普通自動車免許一種

看護師 (1)8時30分～17時15分
1人 189,550円～265,550円

正社員以外 不問 03030-  308611
普通自動車免許一種
中型自動車免許 (1)8時30分～17時30分

1人 180,000円～185,000円

正社員以外 不問 04010- 5700811
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- 5701211
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～16時00分
1人 177,100円～177,100円 (2)16時00分～0時00分

フォークリフト運転技能者 (3)0時00分～8時00分
あれば尚可

有期雇用派遣労働者 18歳以上 03010- 2023311

(1)8時00分～17時00分
1人 164,800円～164,800円

有期雇用派遣労働者 不問 03010- 2030011
交替制あり
(1)8時30分～17時30分

1人 161,000円～162,000円 (2)20時00分～5時00分

有期雇用派遣労働者 18歳以上 03010- 2032611
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 150,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03010- 1905211
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
1人 200,000円～350,000円

正社員 35歳以下 03010- 1871611

(1)8時30分～17時00分
1人 150,150円～165,165円 (2)8時30分～12時00分

正社員 不問 パソコン基本操作 03030-  286611
大型自動車免許 変形（1年単位）

(1)7時30分～17時00分
1人 205,200円～248,400円

正社員 59歳以下 03030-  287911
準中型自動車免許 変形（1年単位）

フォークリフト運転技能者 (1)8時00分～17時00分
1人 あれば尚可 140,000円～160,000円

正社員 59歳以下 03030-  288111
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）
運行管理者（旅客） (1)8時30分～17時30分

1人 あれば尚可 168,000円～203,000円

正社員 64歳以下 03030-  289711
普通自動車免許一種

介護福祉士 (1)8時30分～17時30分
1人 あれば尚可 140,000円～200,000円

正社員 64歳以下 03030-  290511
普通自動車免許ＡＴ

1人 138,240円～138,240円

正社員以外 不問 03030-  291411
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接客販売員 靴の接客販売となります。
・紳士靴、婦人靴、子供靴、スニーカー等の販売お
よび値付け　・品出し、商品補充、レジ業務、清掃
＊週に２回程度、両替などのため自家用車での外出
をお願いする場合があります

岩手県宮古市長町１－８－
１

株式会社チヨダ　東
京靴流通センター宮
古店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は10時00分～20時00分

の間の8時間程度
岩手県宮古市

介護員（通所） 通所リハビリテーション（デイケア）の介護業務を
行います。
・おおよそ２０名の利用者を介護
・食事、入浴、排せつ、健康管理、自立支援、レク
リエーション、送迎等

岩手県宮古市実田２丁目５
－１０

医療法人　おかだ外
科内科クリニック

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般事務 東日本交通株式会社宮古営業所において、一般事務
全般に従事して頂きます。
・パソコンを使用しての手配書等のデータ入力、電
話来客対応
・営業に関わる事務処理、書類作成、見積書、請求

岩手県宮古市田老字新田平
１６－１３

東日本交通株式会社
宮古営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

PC操作(Word,Excelを使って
定型フォームへの入力ができ

ること),事務経験

配達員 スチロール・ダンボール等、包装資材の配達を行っ
ていただきます。
・当社倉庫から市内の魚店への配達が主
・注文があれば山田、岩泉町への配達もあり
・積込、荷卸しは手積み

岩手県宮古市実田１丁目６
番４号

宮古容器　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ダンプおよびミキサー運転
手

【大型ダンプ（１０ｔ）の運転業務】
・建設資材（砂利等）の運搬
・積み込みはバックホーにて行い、特に手作業での
積み込み作業はありません
・主な現場としては、田野畑・岩泉・普代・宮古・

岩手県下閉伊郡田野畑村和
野１５番地２４

県北運輸有限会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

事務／歯科技工所 当社は歯科医院、病院より受注を受け製品の製作納
品しています
・専用ソフトを使用し製品の伝票、請求書作成
・従業員給与計算
・電話、来客対応

岩手県下閉伊郡山田町北浜
町１０４－４

マリンデンタル　株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

情報システム営業（宮古営
業所）

宮古営業所にて、民間会社と地方自治体にソフト
ウェア・ハードウェアの提案営業。ユーザーへの
ルートセールスと新規開拓を行います。

岩手県盛岡市中央通１－６
－３０

エクナ　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般事務（宮古営業所） 宮古営業所において、下記作業を行っていただきま
す。・電話対応・窓口業務・パソコンの入力（売上
の入力）・受、発注の業務・見積書作成・その他、
付随する業務及び、指示された業務
※荷受及び出荷時、重量物の運搬があります。

岩手県紫波郡矢巾町流通セ
ンター南３丁目１０番７号

株式会社　岩電

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

原材料セット　製品梱包
（山田町）

派遣先の事業所において、次の作業を行います。
・釣りのリールのような直径１ｍ位の円形のものに
巻いてある薄い金属の板を製造機械にセット
・加工された部品は円形のものに巻き取られ決まっ
た数量になると停止しますので、それを取り外し箱

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）

岩手県下閉伊郡山田町

ＰＣソフト（ワード、エクセ
ル）操作可能な方
電話対応経験者

ＬＥＤ素材製造（宮古市） 派遣先事業所において下記の業務を行っていただき
ます。
・ＬＥＤなどに用いられる素材を製造します。
・原料の溶解作業
・薬品などを用いての加工業務

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
月以上）

岩手県宮古市

原材料配合　製品袋詰め
（宮古市）

派遣先事業所において下記の業務を行っていただき
ます。
・ショベルローダー、フォークリフトで原料、製品
の運搬業務
・機械操作及び操業停止の際の清掃作業

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
月以上）

岩手県宮古市

ショベルローダー等
運転技能者

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を
覚えるため、倉庫業務・配送業務が中心となりま

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

配送 ◎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）を倉庫内で箱詰めする作業と配
送
・スーパーでよく手に取られる肉や魚、寿司、弁当
のトレー等の梱包作業・配送です。

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

看護師／松山荘 ・施設に入所している心身に障がいを持つ方や高齢
の方（約１００名）の健康管理、通院支援など
・パソコンを使用しての業務報告（簡単な入力程
度）
・その他付随する業務　　　　　

岩手県宮古市松山第８地割
１９－１

社会福祉法人　岩手
県社会福祉事業団
松山荘

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

運転手 主に丸太の運搬作業に従事していただきます。
・グラップルを使用し丸太の積み込み作業、運搬を
する業務
・チップや樹皮の運搬をしていただく事もありま
す。

岩手県宮古市川井第２地割
２

有限会社　川井林業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

車両系建設機械(整地・運
搬・積込用及び掘削用)運転

技能者あれば尚可

簡単なパソコン操作（文書入
力程度）、看護職

水産物小売業務従業員 正社員として水産業務全般を担当していただきま
す。
○切り身、刺身等の加工
○パック詰め、陳列
○発注、利益管理など

岩手県下閉伊郡山田町船越
第６地割５２番地２６

有限会社　金澤水産

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

成形・組立オペレーション
作業

電子機器部品（コネクター）の個品（部品）や製品
の成形・組立オペレーター業務をしていただきま
す。
・勤務形態として約３ヶ月間の昼勤での業務実習
後、昼夜の交代勤務のシフトあり

岩手県宮古市津軽石第１６
地割９－１

株式会社　中村電子

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

スーパーマーケット等水産部
門経験者、魚をさばける方

事業所名
求人番号

現場担当責任者（候補） フカヒレの加工作業に従事していただきます。初め
は現場作業を覚えながら、将来は現場担当責任者を
目指していただきます。原料のフカヒレの・乾燥・
選別・梱包・加工の準備・冷凍庫内作業（冷凍品の
入出庫）・資材購入（社有車：ＡＴ車を使用）

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第１３地割８０－２１

株式会社　萬平　東
北工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

（1月29日時点の内容です）

１月２６日　から　　１月２９日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は２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３年２月４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



普通自動車免許一種 変形（1年単位）
(1)7時30分～16時30分

3人 138,000円～198,000円 (2)9時30分～18時30分

正社員 60歳以下 03030-  293311
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)7時30分～16時30分
3人 138,000円～198,000円 (2)9時30分～18時30分

正社員 60歳以下 03030-  294611
普通自動車免許一種

12人 147,400円～249,800円

正社員以外 不問 03030-  303211
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 139,100円～160,500円 (2)9時00分～18時00分
(3)13時00分～22時30分

正社員以外 不問 03030-  275511

(1)12時00分～21時00分
5人 146,600円～146,600円

正社員以外 不問 03030-  276411
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 139,446円～139,446円

正社員 64歳以下 03030-  277011
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時50分

1人 137,400円～137,400円 (2)17時00分～1時50分

正社員 18歳～45歳 03030-  278311
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時50分

2人 137,400円～137,400円

正社員 45歳以下 03030-  279611
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時50分

1人 137,400円～137,400円 (2)17時00分～1時50分

正社員 18歳～45歳 03030-  280811
８トン限定中型自動車免許 変形（1年単位）

(1)8時00分～16時30分
1人 150,000円～170,000円 (2)16時30分～0時00分

(3)0時00分～7時30分

正社員 59歳以下 ４ｔ車乗務経験 03030-  274211

(1)8時00分～17時00分
1人 244,160円～452,810円

正社員 59歳以下 04010- 5244411
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調理補助員及び販売員 下記の業務に従事していただきます。
・レストラン及び物販部門の運営、販売
・観光イベントなどの企画
・施設管理
・配送（野菜の集荷）等

岩手県下閉伊郡田野畑村菅
窪１５１番地６

一般社団法人　思惟
の風

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

事務員 下記の業務に従事していただきます。
・経理事務
・伝票整理
・買掛金、売掛金管理など
・パソコン入力

岩手県下閉伊郡田野畑村菅
窪１５１番地６

一般社団法人　思惟
の風

雇用期間の定めなし パソコン基本操作（ワード、
エクセル）ができること

岩手県下閉伊郡田野畑村

公立小中学校事務（臨時職
員）

宮古教育事務所管内の各小中学校において、学校事
務に従事していただきます。
・学校職員の給与事務、旅費事務、市町村費予算の
支出事務、学校集金事務
・来客受付、応対

岩手県宮古市五月町１－２
０　宮古地区合同庁舎内

宮古教育事務所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） パソコン操作（ワード・エク

セル）できる方
又は8時00分～17時30分
の間の8時間程度

岩手県宮古市、他

介護職員（臨時） 入所者の介護業務となります。
・入所者（１００名）の身の回りのお世話
・食事、入浴、排せつ、移動などの介助
・リネン交換、掃除、洗濯などの手助
＊介護資格をお持ちの方は尚可

岩手県下閉伊郡山田町山田
第１６地割９－１０

社会福祉法人　正受
会　特別養護老人
ホーム平安荘

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

臨時加工員（赤前工場） 主にイサダの箱詰め作業を担当していただきます。
・赤前工場ではイサダを機械により洗浄し、高温乾
燥処理
・検品作業を行い、検品されたイサダを注文に応じ
てパッキングや箱詰め

岩手県下閉伊郡山田町境田
町２－１

株式会社　川秀

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

事務員（宮古工場） 水産物の製造業務をしている工場での事務を担当し
ていただきます。
○若布の配達・納品など、包装
○簡単なパソコン操作（エクセル・ワード）
○送り状の作成等

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
簡単なパソコン操作（ワー

ド・エクセル）
岩手県宮古市

プレスオペレーター（三陸
工場）

当社三陸工場において、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


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

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

外観検査・仕上げ（三陸工
場）

当社三陸工場において、下記の業務を行っていただ
きます。
・工業製品に使用されるゴムパッキンの汚れ、形状
等の外観を検査する業務
・目視でパッキンの選別を行い、カッターやハサミ

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

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

プレスオペレーター（岩
泉）

当社岩泉工場において、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

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

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

運転手 ４ｔトラックでの、木材製品（主にチップ）等の運
転業務となります。　　　　　　　
・運搬範囲は宮古市内で藤原埠頭から磯鶏地区まで
の運行となります


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

現場管理補助（建築課） ※未経験・ブランクのある方も歓迎します。
・建築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。
・工程管理（写真撮影及び管理、作業員への作業内
容の伝達及び確認）

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


