
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 164,000円～190,000円

正社員 35歳以下 03010-11151111
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)9時00分～17時30分
2人 190,000円～290,000円

正社員 40歳以下 03010-11033511

(1)8時00分～17時00分
1人 200,000円～200,000円

有期雇用派遣労働者 不問 03010-10950011
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 176,000円～220,000円

正社員 不問 03020-  925911
普通自動車免許ＡＴ 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- 1679411
交替制あり
(1)8時00分～17時00分

8人 152,700円～152,700円 (2)20時00分～5時00分

正社員 18歳～59歳 03030- 1671311
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- 1672611
交替制あり
(1)8時00分～17時00分

2人 152,700円～152,700円 (2)20時00分～5時00分

正社員 18歳～59歳 03030- 1673911

(1)8時00分～17時00分
2人 152,700円～152,700円

正社員 59歳以下 03030- 1674111
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 168,584円～228,792円

正社員 18歳～45歳 03030- 1675711
看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時15分～17時30分
1人 220,300円～331,500円 (2)8時15分～12時30分

(3)8時15分～14時00分

正社員 40歳以下 03030- 1677211
普通自動車免許ＡＴ 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 139,000円～147,688円

正社員 不問 03030- 1678511

(1)8時30分～17時15分
1人 142,100円～150,500円

正社員以外 不問 03030- 1666111
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
1人 300,000円～350,000円

正社員 不問 測量機、CAD、丁張り計算経験
者

03030- 1667711
普通自動車免許ＡＴ

(1)7時45分～16時15分
1人 141,375円～166,375円

正社員以外 不問 03030- 1668811
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- 1669211
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時00分～17時00分
1人 249,400円～466,275円

正社員 59歳以下 ＰＣ基本操作必須 04010-27256611
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 ＊施工管理経験：５年以上 342,560円～556,855円

正社員 59歳以下 04010-27320911
1

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

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

現場監督（電気設備分野） マンション・商業施設・工場　等
様々な現場での電気設備施工管理を行っていただく
仕事です。
多種多様なの物件に携わることも可能ですので、就
業環境に関してのご相談はお気軽にどうぞ。

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

工事管理補助（建築分野） ※未経験・ブランクのある方も歓迎します！
建築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

運転手 道路パトロール員業務を担当していただきます。
○道路技術者を乗せて、４輪駆動車で国道、県道を
巡回する車の運　転手です。
○巡回中、道路内で簡単な軽作業を行います。
○ゴールド免許所持、５年間無事故・無違反の方

岩手県宮古市磯鶏沖１２番
１８号

株式会社　鈴木測量
設計

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市　他

工事測量技師 当社において下記の業務に従事していただきます。
建設現場において工事測量にかかる業務
測量したデーターをもとに測量ソフトを用いて図面
作成
丁張りなど木杭打ち込み作業。

岩手県宮古市大通２丁目７
番３号

株式会社　ＮＥＸＲ
ＯＷ

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）運転技能
者、玉掛技能者、小型移動式ク
レーン運転技能者　あれば尚可

普通自動車運転　５年間
無事故・無違反であるこ

と

保育補助 いわいずみこども園にて園児の保育補助業務をして
いただきます。
・保育士の指示のもと、園児の遊び、食事介助、寝
かしつけ
・教室整理整頓、おもちゃ消毒

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字惣畑５９番５

岩泉町役場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

事務員 事務全般を担当します。
・伝票入力、帳簿記入
・銀行用務
・給与計算
・入出金管理

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

岩手県下閉伊郡山田町
ワード・エクセル操作が

できる方

事務経験…必須、建設業
事務経験…あれば尚可

児童福祉施設での勤務経
験…あれば尚可、又は子
育て経験があることが望

ましい。

看護師 院内において、医師の指示に基づき、外来診察に従
事します。
・人工透析にかかわる看護全般の業務
・診察や人工透析等の準備、バイタルチェック
・検査、投薬、患者さんの介助などになります。

岩手県下閉伊郡山田町長崎
４－１２－１０

後藤医院

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

塗装工 当社は主に一般建築塗装と橋梁塗装を行っておりま
す。
・高圧洗浄
・錆び落とし
・下地補修

岩手県宮古市上鼻二丁目３
番１２号

有限会社やまぐち塗
装工業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

製品検査／正社員（トライ
アル併用求人）

顕微鏡を使い目視で製品に異常がないかを確認する
お仕事です。
主にクリーンルーム内で、座りながらの作業になり
ます。
コネクタを生産する機械の多くには画像検査機が導

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

成形オペレーター／正社員
（トライアル併用求人）

成形オペレーターは、射出成形機の操作の他、顕微
鏡・測定器で製品の寸法測定や品質確認、成形材料
の供給、成形金型の取付・取り外し、設備や金型の
メンテナンスなどを行っていただきます。


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

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

プレスオペレーター／正社
員（トライアル併用求人）

プレスオペレーターは、プレス機の操作の他、顕微
鏡・測定器で製品の寸法測定や品質確認、プレス材
料の供給、プレス金型の取付・取り外し、設備や金
型のメンテナンスなどを行っていただきます。


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

自動機オペレーター／正社
員（トライアル併用求人）

自動機オペレーターは、自動機の操作の他、顕微
鏡・測定器で製品の寸法測定や品質確認、組立する
個品の供給や設備のメンテナンスなどを行っていた
だきます。


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

土木作業員 震災の復旧工事および一般工事で、水門工事や土木
工事を
行います。
　＊現在は宮古地区（田老～岩泉）が現場
　＊作業指揮者の指示の元、大型重機や機械では対

岩手県釜石市浜町１丁目１
番１号　釜石ビル３０８

株式会社　ダイセー

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市　他

化学製品素材製造（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

普通自動車免許一種
あれば尚可

営業スタッフ トラックやバスの新車及び中古車の販売
・主に事業所を訪問します。
・既存客の訪問が中心となりますが、新規開拓も
行っていただきま
す。

岩手県盛岡市東見前第５地
割３１

岩手日野自動車　株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市　他

事業所名
求人番号

営業（山田営業所） ・ＬＰガスの販売（検針、集金、配送等）

・灯油の販売、配達

・ガス器具等、付帯設備器具の販売

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

岩手県下閉伊郡山田町

中型自動車免許・危険
物・ガス販売２種等あれ

ば尚可

（5月31日時点の内容です）

５月２５日　から　５月３１日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は６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６月３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
(1)8時00分～17時00分

1人 210,000円～252,000円

正社員 不問 03030- 1658111

(1)8時00分～17時00分
1人 152,700円～152,700円

正社員以外 不問 03030- 1659711

2

普通自動車運転　５年間無事故・無違反であること

建築大工 一般住宅等の建築工事及び土木工事に従事していた
だきます。
・新築、リフォーム工事
・基礎工事
・外構工事　他

岩手県宮古市田鎖第９地割
２３－１

福沢建設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

大工経験者（経験３年以
上）

営業事務 営業事務では見積書の作成、取引先との電話・メー
ルでの対応を行っていただきます。当社の営業はノ
ルマや新規顧客開拓などの業務はなく、内勤営業が
中心です。
その他、取引先来客時の対応などを担当する事もあ

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町
エクセル基本操作（入

力・修正等）


