
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～18時00分

1人 159,750円～170,400円

正社員 59歳以下 03030-  605911
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～18時30分

1人 140,000円～170,000円 (2)8時30分～12時30分

歯科助手または

正社員 不問 歯科受付経験 03030-  606111
普通自動車免許一種

(1)6時00分～16時00分
5人 195,000円～230,000円 (2)7時00分～16時30分

正社員 不問 03030-  610011
危険物取扱者（丙種）

2人 136,100円～152,700円

正社員以外 不問 03030-  594911
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)10時00分～19時00分
1人 140,000円～140,000円

正社員 59歳以下 03030-  597811
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時00分
4人 138,240円～151,200円

正社員以外 不問 03030-  599511
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

1人 170,000円～270,000円

正社員以外 不問 ワード・エクセル基本操作 03030-  602011
１級ボイラー技士
２級ボイラー技士 (1)19時00分～6時30分

1人 いずれか 180,000円～250,000円

正社員 18歳～64歳 ボイラー 03030-  604611
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～230,000円

正社員 64歳以下 03030-  587111
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～18時30分

1人 140,000円～150,000円

正社員 不問 03030-  589811
普通自動車免許一種
２級土木施工管理技士 (1)8時30分～17時30分

3人 350,000円～480,000円

正社員 59歳以下 04010-10222011
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～16時30分
1人 151,800円～209,000円

正社員 64歳以下 03030-  579111
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～16時30分
8人 146,812円～146,812円 (2)8時30分～17時00分

正社員以外 不問 03030-  580211
普通自動車免許一種 交替制あり

(1)8時30分～17時00分
2人 145,000円～145,000円 (2)13時00分～21時30分

正社員 64歳以下 03030-  584311
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)7時30分～16時30分
1人 いずれか 161,500円～201,500円

正社員 59歳以下 03030-  586911
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 249,400円～490,620円

正社員 59歳以下 ＰＣ基本操作必須 04010- 9855011
普通自動車免許一種

(1)8時40分～17時00分
1人 154,000円～154,000円

正社員以外 不問 04010- 9942411
普通自動車免許一種

フォークリフト運転技能者 (1)8時30分～17時30分
1人 あれば尚可 153,309円～153,309円

有期雇用派遣労働者 不問 03010- 3674111
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資材業務（山田町） 派遣先の事業所において、次の作業を行います。
電子部品製造工場の資材業務
・主に出荷を担当します
・出荷する製品の集荷
・品名　個数確認

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

金融機関事務 事務業務全般
　電話応対、端末処理、書類整理、窓口対応等

宮城県仙台市青葉区北目町
１－１５　Ａｃｅ２１ビル

東北労働金庫

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市
基本的なパソコン操作ができ

る方、金融機関経験

工事管理補助（土木分野） ※未経験・ブランクのある方も歓迎します！
土木工事での進捗管理における補助業務を行ってい
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

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

集配ドライバー ・荷物の配達および集荷（２～４トン車を使用し、
宮古、下閉伊、釜石地区全般への集配）
・積み降ろし作業（主に手積みで重量物もあり。パ
レット等積載の荷物は、フォークリフトを使用）
・引越しシーズンには引越しの仕事に従事すること

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

岩手県宮古市

事務職 宮古市地域創生センター（公共施設）の指定管理業
務に従事していただきます。主に市民一般への生涯
学習活動を支援し、新たな活動の創出を図るための
業務です。
・利用場所、貸部屋等の受付管理

岩手県宮古市宮町３丁目２
－３

特定非営利活動法人
三陸ＮＰＯ支援セン
ター

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

観光案内員及び環境整備員 龍泉洞誘客事業に従事していただきます。（年数回
のお祭りなどのイベント）
・観光案内、改札業務
・龍泉洞や新洞科学館の洞内監視、消毒作業
・園地（トイレ含む）や洞内の清掃管理（草取や草

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字府金４８

株式会社　岩泉総合
観光

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

ワード・エクセルの
基本操作が出来る方

森林林業の現場業務 森林林業の現場業務を担当していただきます。
・森林の造成、保育、間伐、立木伐採
・林業機械の運転操作等
・その他林業に関する現場業務全般
○未経験者歓迎します。初めての方でも研修を受け

岩手県宮古市舘合町３番３
号

宮古地方森林組合

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

発注者支援業務［岩手県宮
古市］

・国土交通省東北地方整備局による公共工事の発注
者支援です。施工管理、工事関係資料作成、積算等
の補助業務に従事していただきます。

宮城県仙台市青葉区小田原
５丁目２－５６　スタジオ
サイキビル２階

株式会社　エムエー
シー　仙台支店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市
国交省発注土木工事の

施工管理の経験

受付事務 歯科外来患者様の受付業務を行っていただきます。
・当院窓口において患者様の受付（保険証確認、パ
ソコン入力）
・予約管理
・会計事務

岩手県宮古市田老三王１丁
目１－３－２

山本歯科医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務 ハートランド宮古において事務全般業務に従事して
いただきます。
・レセプト請求
・在庫管理（消耗品等）
・電話、来客応対

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
パソコン基本操作

（エクセル・ワード）

医療事務経験、パソコン基本
操作できれば尚可

ボイラー管理者 ボイラーの運転と維持管理の業務を行っていただき
ます。
・ボイラーの起動に関わる機械操作・燃料の補給等
＊夜間専属業務となり、勤務は１日おきの出勤で、
他１名おります

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

キャディマスター室 宮古カントリークラブにおいてキャディマスター室
に勤務し下記の業務に従事していただきます。
・お客様のクラブの積降し、清掃
・ゴルフカートの掃除
・プレイヤーの進行管理、スコアの集計等ゴルフプ

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は6時00分～18時00分

の間の7時間程度
岩手県宮古市

水稲育苗センター作業員 小本育苗センターにおいて、水稲苗の生産引き渡し
作業全般に従事していただきます。
・播種、ビニールハウスへの展開
・生育管理
・水かけ

岩手県宮古市宮町一丁目三
番五号

新岩手農業協同組合
宮古支所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

教室運営管理・営業 主に下記の業務に従事していただきます。
○音楽教室の運営管理
生徒の入会手続き
レッスンスケジュール管理
教材管理（発注・仕入等）

岩手県宮古市新町２番１４
号

株式会社　小成

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）できる方

用務員／教育委員会総務課
（会計年度任用職員）

指定する市内小中学校に勤務となります。
・環境整備業務
・校内の花壇整備、草刈り作業
・除雪作業、暖房機器の管理（冬季）
・必要に応じて来校者の接客応対

岩手県宮古市宮町一丁目１
－３０

宮古市役所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は7時30分～17時00分

の間の7時間以上
岩手県宮古市

製造スタッフ／営業・販売
事務スタッフ

下記の業務に従事していただきます。
製造スタッフ　＜２名＞　　　　
○ミルク・乳製品の製造、発送等
営業・販売事務スタッフ　＜３名＞
○製品の発送・受注管理○電話・来客・メール対応

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

営業・販売事務スタッフにおい
て基本操作(Word,Excel),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

受付・歯科助手 院内において、受付業務・診療補助業務に従事して
いただきます。
・来院受付、医療費請求等の医療事務
・診療器具の準備、片付け、歯科診療の補助、院内
清掃

岩手県宮古市宮町一丁目１
－４６

坂下歯科医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

事務 当社事務所において下記の業務を行っていただきま
す。
・メール確認、日々の入出金の管理
・伝票起票、買掛金の支払い、売掛金の回収
・書類作成、整理、ファイリング

岩手県宮古市西町１丁目７
－３６

有限会社　東北ペイ
ント

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）出来れば尚可

（2月19日時点の内容です）

２月１５日　から　　２月１９日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は３月４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２５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-  567311
普通自動車免許一種
二級自動車整備士 (1)9時30分～19時00分

1人 155,520円～190,080円

正社員 45歳以下 03030-  568611
普通自動車免許一種

准看護師 (1)8時30分～17時30分
1人 230,000円～290,000円

正社員 64歳以下 03030-  571811
普通自動車免許一種

看護師 (1)8時30分～17時30分
1人 250,000円～310,000円

正社員 64歳以下 03030-  572211
大型自動車第二種免許 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 208,200円～241,800円

正社員 59歳以下 03030-  573511
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
1人 127,360円～146,464円

正社員以外 不問 基本操作 03030-  575011

2

地域活動普及員 生涯学習部門に属し岩泉町から委託を受けている生
涯学習事業と、指定管理施設の管理業務に携わって
いただきます。
＜主な業務＞　　　　　
生涯学習事業

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字松橋２１－１

特定非営利活動法人
岩泉地域活動推進セ
ンター

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

バス運転手 ・町民バス（路線バス）や貸切バスの運転業務
・バスの点検、運転日報、洗車など
＊町民バスは中型バス、貸切バスは主にマイクロバ
スの運転となります。
＊未経験の方には、同乗して指導するなど丁寧に指

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字中家１２番地１

岩泉自動車運輸　株
式会社

雇用期間の定めなし
又は5時30分～21時00分
の間の7時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

訪問看護／正看護師 利用者様のお宅を訪問し、看護業務に従事していた
だきます。
・バイタルチェック
・服薬管理
・健康管理

岩手県宮古市新町２－６ 介護サービス　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

訪問看護／准看護師 利用者様のお宅を訪問し、看護業務に従事していた
だきます。
・バイタルチェック
・服薬管理
・健康管理

岩手県宮古市新町２－６ 介護サービス　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

作業員 ピット作業を担当していただきます。
・タイヤ交換、オイル交換、ナビ・バッテリーなど
の取り付け・整備作業
・車両販売、カー用品の販売
・来客対応、アドバイス等

岩手県宮古市藤原３丁目６
番１４号

カー＆レジャーサ
ポートショップ
ヘッドギア

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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


