
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
準中型自動車免許 (1)9時00分～17時30分

2人 あれば尚可 165,900円～235,800円 (2)9時00分～18時00分

正社員 30歳以下 03010- 6446211
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時15分
1人 147,000円～147,000円

正社員以外 不問 03010- 6449011
交替制あり
(1)8時00分～17時00分

1人 152,700円～152,700円 (2)20時00分～5時00分

正社員 18歳～59歳 03030-  996911
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 164,160円～190,080円 (2)7時00分～16時00分

(3)9時30分～18時30分

正社員以外 64歳以下 03030-  997111
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
中型自動車免許 (1)7時45分～17時00分

1人 あれば尚可 155,000円～235,000円

正社員 59歳以下 03030-  998711
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時30分
1人 196,350円～254,100円

Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ程度
建築現場の現場管理経験

正社員 64歳以下 あれば尚可 03030-  999811
２級ボイラー技士
第二種電気工事士 (1)8時00分～17時00分

1人 第三種電気主任技術者 180,000円～180,000円

正社員以外 不問 03030- 1001311
看護師
准看護師 (1)7時20分～16時20分

1人 いずれか 272,200円～272,200円 (2)7時45分～16時45分
(3)8時00分～17時00分

正社員 59歳以下 看護師経験あれば尚可 03030- 1004111
変形（1年単位）

2人 185,000円～250,000円

土木作業経験

正社員以外 不問 あれば尚可 03030- 1005711
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～300,000円

正社員 64歳以下 03090-  662511
変形（1ヶ月単位）

1人 172,000円～206,400円

正社員以外 不問 04010-16475011
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
乙種消防設備士 (1)8時30分～17時30分

1人 144,000円～345,000円

正社員 59歳以下 03010- 6403211
車両系建設機械運転技能者

移動式クレーン運転士 (1)8時00分～17時00分
4人 259,200円～259,200円

正社員以外 不問 03021-  325711
変形（1ヶ月単位）
(1)9時30分～18時30分

1人 150,000円～180,000円 (2)9時30分～16時30分

正社員 59歳以下 03030-  984411
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

自動車検査員 (1)8時15分～17時00分
1人 あれば尚可 172,000円～222,000円

正社員以外 不問 03030-  986311
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 230,000円～230,000円

正社員 59歳以下 03030-  987611
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 200,970円～249,480円

正社員 64歳以下 03030-  988911
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～17時00分
3人 183,200円～217,550円

正社員 不問 03030-  991511
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（3月22日時点の内容です）

３月１５日　から　　３月２２日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は４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

配送（宮古市） 当社、宮古支店において下記の業務を行っていただ
きます。
・医薬品を医療機関、薬局等へ配送する仕事で、営
業担当者をサポートする業務
（エリア毎ルート配送：宮古市近郊）

岩手県盛岡市上堂四丁目５
－１

株式会社　スズケン
岩手

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

営業職 弊社は岩手県内にブリヂストン製タイヤを販売する
代理店です。担当地区のユーザーを対象としたルー
トセールスを行っていただきます。
《業務内容》・自動車用タイヤ・ホイール等の卸売
販売　・社有車を使用してユーザー訪問　・パソコ

岩手県盛岡市津志田町一丁
目５－２１

ブリヂストンタイヤ
岩手販売　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他
エクセル・ワード・
パワーポイント

介護員／さくらつつみ 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
・施設車での送迎をしていただきます。

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

機械加工／正社員（トライ
アル併用求人）

当社は電化製品などに使用される「コネクタ」とい
う電子部品を製造している会社です。コネクタ生産
に必要な金型や設備パーツを工作機械を使って加工
するお仕事です。加工に関する知識・技術が無くて
も、研修制度がありますので、ご安心ください。

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第２地割３１－１

株式会社　エフビー

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

現場管理 新築・リフォームの現場管理・発注作業を協力業
者、大工と連携し以下の業務を行っていただきま
す。
・安全管理
・品質管理

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字中野４５－１１

有限会社　佐藤工務
店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

配管工及び配管工助手 給水、排水、ガス等の配管設備工事に従事します。
・一般家庭給排水工、ガス配管工、エアコン設備配
管設置
・学校など公共工事
・道路水道本管工事

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第４
地割２３

角登設備　有限会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

保育看護師 保育補助業務や園内でのケガの手当、発熱対応等に
なります。
主に、園児の安全・健康管理として
・身体検査、歯科検診等のデータ管理やサポート
・アレルギー等の管理

岩手県宮古市上鼻２－６－
６

学校法人　宮古泉学
園　いずみ保育園

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

建築物環境衛生管理技術者 当社請負先において、建物管理に従事します。
・ボイラーや冷房等設備の運転・維持・管理全般を
担当
・建物内全体の温度管理、電気等計器類の監視
・電気の点灯・消灯の確認

岩手県宮古市藤の川１３－
２３

宮古環境管理株式会
社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

上記２級以上及び甲種危
険物取扱者又は乙種４類

危険物取扱者

通信外線工（宮古） ◎ＮＴＴ通信外線工事
・電柱、ケーブル（架空・地下）設置、ケーブル
（光・メタル）の接続及び試験。Ｂフレッツ開通工
事。
◎その他モバイル通信設備設置工事

岩手県二戸市石切所字前田
５５－４

福岡電業　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ゴルフ場コース管理員 ゴルフ場のコースの維持・管理業務を行っていただ
きます。
・芝の刈込み
・落葉、枯草等の撤去
・上記に付随する業務

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7時00分～17時00分

の間の7時間程度
岩手県宮古市

Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ
(文章作成、表作成など)

通信及び電気の
外線工事経験者優遇

消防設備点検業務（正社
員）（宮古市）

主に官公庁（沿岸エリア）や民間企業の消防設備点
検を行う業務です。その他軽微な工事、それに伴う
報告・見積もり等の書類作成業務も行っていただき
ます。＊消防設備士等の資格取得の意欲がある方
（合格した場合には試験代、遠方の場合は交通費

岩手県盛岡市天神町１３－
２７

松栄商事　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ガソリンスタンド販売ス
タッフ

ガソリンスタンドにおいて、主に給油・接客業務及
び自動車関連商品の販売業務を行って頂きます。給
油作業・タイヤ交換・オイル交換や接客マナー等
は、既存
のベテラン社員がしっかりとお教えしますので安心

宮城県名取市本郷字大門１
６１

株式会社　東日本宇
佐美　東北支店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は6時00分～22時00分

の間の8時間程度
岩手県宮古市

パソコン操作できる方（ワー
ド・エクセル）

パソコンインストラクター
／宮古校

当社「キャトル宮古校」にて、下記業務を行ってい
ただきます。
・ワード・エクセル・パワーポイントなどのパソコ
ンの操作説明
・生徒さんの操作フォロー

岩手県宮古市栄町３－３５
キャトル宮古４階

ＹＥＳネットワーク
三陸　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

重機オペレーター ○土木作業を行っていただきます。
○現在の現場は、岩泉付近（宿泊有り）となりま
す。
○建設関係の資格があれば尚可
※現場までは、社用車に乗り合いで移動します。

岩手県遠野市青笹町糠前２
９地割１－１

ＢＳ工業

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町、他
車両系建設機械・移動式ク
レーンの運転あれば尚可

パソコン（ワード・エクセ
ル）基本操作ができる方、Ｐ

Ｃスキル

ＭＯＳ　Ｗｏｒｄスペ
シャリスト、ＭＯＳ　Ｅ
ｘｃｅｌスペシャリスト

工場作業員／田老工場 飼料製造業務に従事します。
・廃棄物や原料の積み下ろし、専用機械の操作、袋
詰め、搬出など
・工場内外の清掃等


岩手県宮古市港町２－４ 株式会社　丸才　宮
古営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

自動車整備士 当社において下記の業務に従事していただきます。
・自動車販売・整備・車検・保険などの自動車に関
する業務全般
・現場での作業の他、車両の引取り・納車・洗車な
ど付随する業務

岩手県宮古市宮町４丁目２
－１５

株式会社　小野寺商
会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

土木作業員／岩泉町 一般土木作業全般に従事していただきます。
・主に小本川河川災害工事での土木作業となりま
す。
・大型土のう製作
・ブロック設置

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第９地割１２番地４

株式会社　越田土建

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

土木作業員および重機オペ
レーター

各工事現場において土木作業に従事します。
・道路工事や解体工事の現場が多く、主に山田町
内・宮古市内の現場
・資格のある方は主に重機を使った作業となります
が、現場の状況により人力での現場作業

岩手県下閉伊郡山田町長崎
２丁目５－１８

有限会社　藤沢組

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削
用、基礎工事用）運転技

能者あれば尚可

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

◎ 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３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



変形（1年単位）
(1)9時00分～18時00分

1人 150,000円～165,000円 (2)11時00分～20時00分

正社員 64歳以下 03030-  992411
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 245,440円～459,520円

正社員 59歳以下 04010-16273311
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 316,320円～550,100円

正社員 59歳以下 施工管理経験：３年以上 04010-16297411
変形（1年単位）
(1)8時15分～17時15分

1人 137,784円～137,784円

正社員以外 64歳以下 03030-  975411
社会福祉士

(1)8時30分～17時30分
1人 220,000円～316,000円

正社員 64歳以下 03030-  977311
変形（1年単位）
(1)15時00分～0時00分

2人 200,000円～250,000円

正社員 18歳以上 03030-  978611
変形（1年単位）
(1)15時00分～0時00分

2人 200,000円～250,000円

正社員 18歳以上 03030-  979911
普通自動車第二種免許 交替制あり

大型自動車免許 (1)7時00分～16時00分
1人 あれば尚可 137,030円～137,030円 (2)8時00分～17時00分

(3)9時00分～18時00分

正社員 64歳以下 乗務員経験あれば尚可 03030-  981811
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

2人 138,000円～145,000円

正社員 64歳以下 03030-  982211
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
運行管理者（貨物） (1)8時00分～17時00分

1人 あれば尚可 160,000円～320,000円

正社員 18歳～64歳 02020- 3871611
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 134,792円～162,400円 (2)20時00分～5時00分

正社員 18歳～45歳 03030-  955711
変形（1ヶ月単位）
(1)17時00分～2時30分

1人 147,333円～156,000円 (2)17時00分～0時00分
(3)22時00分～9時00分

正社員以外 18歳以上 ワード・エクセル入力程度 03030-  956811
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
準中型自動車免許 (1)7時30分～16時30分

1人 あれば尚可 220,712円～220,712円

正社員 39歳以下 04010-15823511
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00分～17時00分

5人 240,000円～312,000円

正社員 65歳以下 04060- 1087611
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-  941411
普通自動車免許一種
中型自動車免許 (1)8時00分～17時00分

1人 高圧ガス販売主任者(第２種) 150,750円～164,820円
液化石油ガス設備士,あれば尚

可

正社員 59歳以下 03030-  942011
看護師
准看護師 (1)8時30分～18時00分

1人 いずれか 200,000円～260,000円 (2)8時30分～12時30分

正社員 64歳以下 03030-  946111
８トン限定中型自動車免許 変形（1年単位）
石綿作業主任者,大型自動車免

許
(1)8時00分～17時00分

2人 あれば尚可 186,400円～396,100円
運転免許はＡＴ限定不可

正社員 18歳～64歳 03030-  949211
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時30分

1人 130,480円～163,100円

正社員 59歳以下 03030-  950011
介護福祉士あれば尚可 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
1人 142,000円～178,000円 (2)7時00分～16時00分

(3)10時00分～19時00分

正社員以外 18歳以上 簡単なタブレット端末の操作 03030-  951311

2

施工管理補助（建築課） 未経験の方でも歓迎致します。
建設現場での現場監督の補佐（建築）に従事して頂
きます。
・デジカメ等を使用した写真の管理・整理
・ＰＣを操作（Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ）し、書類の

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

販売員（河南店） お菓子、ケーキ、パン等の販売
・来店したお客様応対、レジ、品出し
・箱詰め、ラッピング
・店内の清掃
＊長期間勤務できる方を希望します。

岩手県宮古市実田一丁目５
－１７

株式会社　日進堂
（ドーネル）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

水産加工員 主に生イカの加工業務を行います。
・イカの生処理作業（皮むき、腹割り等）
・刺身作り工程での計量や盛り付け
・パック・包装や箱詰め作業
加工品は冷凍商品として出荷されます。

岩手県宮古市長町２丁目３
－１

共和水産　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

電気設備施工管理 各建設現場に伴う電気設備施工管理業務に従事して
頂きます。
・工事現場の写真管理、品質管理
・協力会社に対し、連絡指示、工程の進捗確認
・経験が豊富な方は施主対応、定例会対応も行って

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

調理補助（つぼ八） チェーン店居酒屋での調理補助業務全般に従事して
いただきます。
・食材の仕込み、材料を切る、調理、盛付け作業
・調理器具や食器類の洗浄など
・その他、店舗内の清掃作業

岩手県宮古市近内第４地割
５２－３　ラフィネＡ１０
２

株式会社　マルセイ
ユ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

社会福祉士 病院における社会福祉士業務全般を担当していただ
きます。
・入退院の調整、相談支援（他の病院・施設・家族
との連絡調整、院内調整、入院患者様の相談対応な
ど）

岩手県宮古市保久田８番３
７

特定医療法人　弘慈
会　宮古第一病院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

タクシー乗務員 タクシー乗務業務、スクールバス等での送迎業務
・主な業務は、タクシーの運転
・出庫前の車両点検
・料金収受
・乗務記録

岩手県下閉伊郡山田町中央
町６番２７号

有限会社　マリンタ
クシー

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

調理兼ホール（つぼ八） チェーン店居酒屋での調理、接客業務全般に従事し
ていただきます。
・食材の仕込み、調理、盛付け
・調理器具や食器類の洗浄など
・お客様のご案内、注文とり

岩手県宮古市近内第４地割
５２－３　ラフィネＡ１０
２

株式会社　マルセイ
ユ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

配車・営業【宮古営業所】 ○下記の業務を行っていただきます。
・配車業務
・運行管理業務（補助者）
・営業業務（固定の得意先が多く、新規開拓は少な
いです）

青森県八戸市西白山台五丁
目１３－１３

株式会社　大興

雇用期間の定めなし
配車経験、運行管理者業務経

験あれば尚可
岩手県宮古市

製造（ゴムプレス機オペ
レーター）

ゴム製品の製造におけるプレス機のオペレータ業務
です。プレス機へのゴム材料投入、完成品のシート
回収が主な仕事です。将来的にはゴム製造に関わ
る、ロール、裁断、検査、出荷なども学んでいただ
きます。

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
パソコンの基本操作が

できれば尚可 岩手県宮古市

警備／崎鍬ケ崎 当社請負先における警備業務に従事していただきま
す
・夜間救急受付のほか、外線電話の受付、館内の巡
回等を行っていただきます
・夜間救急受付にはパソコンを使用します

岩手県宮古市長町１丁目９
－１７

リアス環境管理　株
式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

製品検査員／交代制 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。



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

重機オペレーター又は土木
作業員

○メガソーラー発電所工事で送電線の地下埋設管の
道路掘削・土運搬・管路埋設・埋戻し作業等・仮舗
装工事の作業です。手元作業になります。
※県外への長期出張があります。（岩手県宮古市）

宮城県栗原市若柳字上畑岡
大森８２番地４

株式会社　白神土木
総建

車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削
用、解体用）運転技能者

あれば尚可

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

宅配ドライバー 生協の個人宅配配送（いわて生活協同組合様）
・セットされた食材を生協組合員様宅にお届けの仕
事
・１日６０～７０軒の配送
・車両は１．５ｔ（ＡＴ車）の小さなトラックです

宮城県仙台市若林区六丁の
目中町２３－３８　フクイ
事務所２階

株式会社　三協運輸
サービス　東北営業
所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業・事務 ・パソコン操作（伝票入力、表作成、文書作成
等）、電話対応
・得意先お客様のご自宅を訪問し、ご利用の設備機
器（ガス機器、石油機器、消防設備）の確認や使用
の注意点等の説明、新商品等の提案、商談など

岩手県下閉伊郡山田町長崎
３丁目２番２９号

山田ガス　有限会社

雇用期間の定めなし
パソコン基本操作(ワード・

エクセル等)可能な方 岩手県下閉伊郡山田町

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１

岩手県立　山田病院

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） パソコン（ワード・エクセ

ル）基本操作ができること 岩手県下閉伊郡山田町

アスベスト除去作業員 当社において下記の業務に従事していただきます。
・建物の解体、解体の前処理、超高圧水や剥離剤等
を使用して石綿除去作業
・超高圧水での煙突の石綿等の除去作業


岩手県下閉伊郡山田町飯岡
第２地割１１４番地２

陸中スキット　株式
会社

雇用期間の定めなし
土木作業経験（解体等含む）

あれば尚可
岩手県下閉伊郡山田町

看護師又は准看護師 外科・内科を主体とした外来業務に従事していただ
きます。
・診察介助、採血、点滴、血圧測定等
・検査・電気治療の介助又は実施
・レントゲン撮影時の介助

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

介護職／グループホームい
わいずみ

グループホームいわいずみの入居者９名に対する、
介護サービスを提供して頂きます。
・入浴、排泄、食事、移動等の介助
・レクリエーションの企画運営
・その他、記録や送迎等の入居者様の生活支援全般

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

介護福祉士があれば
無期雇用契約となります

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

水産加工員 ・鮭の加工作業が主な仕事です。
・その他水産物の加工（イカ、サケ、サンマ、イワ
シなどを原料とした各種の冷凍食品を作る仕事で
す。）
・最大で１０ｋｇくらいの荷物の運搬もあります。

岩手県下閉伊郡岩泉町小本
字小成１３０－１

有限会社　竹下水産

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町



普通自動車免許一種
(1)8時00分～17時00分

1人 192,000円～240,000円

正社員 64歳以下 03090-  640311
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)10時00分～19時00分
3人 155,000円～160,600円

正社員 64歳以下 04010-15467911

3

イエローハット店頭販売ス
タッフ

・カー用品の販売、レジ業務、簡単な事務処理業務
・作業の受付、接客、品出し、発注、売場作り等
※自動車についての難しい知識がなくても大丈夫
　未経験の方にも親切に指導いたします。
※商品購入時、社員特典あり

宮城県仙台市太白区西多賀
４丁目４－１７

株式会社　ホットマ
ン

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

養豚作業員（田野畑農場） ◎田野畑農場において養豚に関する作業全般に従事
していただきます
・豚の飼育
・飼料の給餌（手作業・自動給餌機での給餌）
・豚房の清掃、洗浄（ホウキ、スコップ、洗浄機等

岩手県九戸郡軽米町大字上
舘３０－２３２

北栄農産　有限会社

雇用期間の定めなし パソコンの基本操作可能な方
（簡単な入力ができること）

岩手県下閉伊郡田野畑村


