
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時50分

2人 141,797円～141,797円 (2)17時00分～1時50分

正社員以外 60歳以上 03030- 2930411
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
準中型自動車免許 (1)8時30分～17時30分

1人 (Ｈ29.3.12以降免許取得の方) 149,000円～184,000円 (2)8時30分～17時00分
第二種電気工事士,あれば尚可

正社員 59歳以下 03030- 2933611

(1)9時00分～18時00分
1人 150,220円～150,220円

正社員以外 不問 03030- 2925611
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 150,000円～180,000円

正社員 64歳以下 03030- 2926911
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
運転歴２年以上 (1)8時30分～17時15分

1人 180,000円～220,000円

正社員以外 不問 文書作成等 04010-49014611
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 190,400円～190,400円

有期雇用派遣労働者 不問 03010-18871911
看護師
准看護師 (1)8時15分～17時15分

1人 いずれか 165,000円～193,600円
普通自動車免許一種

正社員以外 不問 03030- 2918911
調理師

あれば尚可 (1)7時00分～16時00分
1人 137,300円～162,300円 (2)9時00分～18時00分

正社員以外 64歳以下 03030- 2919111
中型自動車免許 変形（1年単位）
フォークリフト (1)8時00分～17時00分

1人 あれば尚可 155,000円～230,000円

正社員 59歳以下 03030- 2920211
理学療法士
作業療法士 (1)8時30分～17時30分

1人 柔道整復師 200,000円～350,000円
上記資格のいずれか
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03030- 2921511
普通自動車免許一種

(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 04010-48980611
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 366,200円～587,955円

正社員 59歳以下 施工管理経験：５年以上 04010-48995411
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
中型自動車免許 (1)8時00分～17時00分

2人 あれば尚可 183,200円～217,550円

正社員 不問 土木作業経験あれば尚可 03030- 2915011
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時30分
2人 157,000円～204,000円 (2)9時00分～17時00分

正社員 45歳以下 04010-48650611
普通自動車免許一種
フォークリフト (1)8時30分～17時30分

1人 あれば尚可 154,560円～154,560円

有期雇用派遣労働者 不問 03010-18752711
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)7時45分～17時00分
2人 164,000円～178,000円

正社員 30歳以下 スマホ操作、オフィス操作 03030- 2905411

1人 147,333円～147,333円

正社員以外 64歳以下 03030- 2907311
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- 2911811
1

事業所名
求人番号

プレスオペレーター（三陸
工場）【６０歳以上限定求
人】

当社三陸工場において、消毒用スプレーや自動車な
どに使用する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　＊重量物の取り扱いはありません。

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

（9月17日時点の内容です）

９月１３日　から　　９月１７日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は９月３０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

販売員（道の駅やまだ） 道の駅において、町内特産物や日常品の販売に係る
業務全般を行います。
・接客　・レジ操作　・商品袋詰め　・陳列補充
・整理、店内外清掃等を行います。


岩手県下閉伊郡山田町船越
第６地割１４１番地

山田町特産品販売協
同組合

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

電気工（機械等修理業） ・電気工事、管工事、機械設置工事（建設業）など
の作業に関わる業務全般　・自動車電製品修理、業
務用各種回転機械修理（モーター、発電機等）
＊出張修理等の現場作業もあり（日帰り）

岩手県宮古市藤原二丁目９
－７

伊手屋電機　有限会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市
電気工事または自動車整備の

経験あれば尚可

合鴨の食肉加工作業 合鴨の食肉加工作業に下記の通り従事していただき
ます。・機械と手処理での肉の解体作業　・肉の仕
分け等立ち仕事　※慣れてきたら仕分けした肉の計
量・計算、出荷明細作成などの出荷管理事務をお願
いする場合があります

岩手県下閉伊郡田野畑村室
場２４－４

株式会社　甘竹田野
畑

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

現場事務（宮古エリア） 【最大で２０２２年１月まで】
宮古エリアでの現場事務のお仕事です♪
≪仕事内容≫・領収書等の作成　・現場写真データ
の整理　・ファイリングなど　パソコンの基本操作
ができればＯＫ！　マイカー通勤可能です

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）

岩手県下閉伊郡山田町

道路巡回運転員［宮古市］ 国土交通省の委託業務として、主に三陸国道事務所
宮古維持出張所及び宮古西維持出張所の管理区間
で、道路損傷や落下物が無いか巡回員が見て回りま
す。運転員は巡回員を乗せて国土交通省のパトロー
ル車を運転する業務です。巡回員の補助もします。

宮城県仙台市青葉区八幡１
丁目４－１６

みちのくコンサルタ
ント　株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

Ｗｏｒｄ，Ｅｘｃｅｌ
入力・編集、経理事務、
営業事務経験あれば尚可

調理員／望みの園はまなす 『望みの園はまなす』において調理業務に従事して
いただきます。・利用者の朝、夕食約４０食、昼食
約５０食分の食事の調理を行います。・その他配
膳、食器・調理器具の洗浄、調理室の清掃など　＊
調理員は４名体制で対応しています。

岩手県下閉伊郡山田町山田
１－１１－３

社会福祉法人　親和
会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

看護職／デイサービスセン
ター

ふれあい荘デイサービスセンターにおいて、利用者
の健康管理や看護職務（バイタルチェックや服薬管
理等）、介護業務に従事して頂きます。＊利用者は
１日平均およそ１５人です。
○６０歳以上の方の応募歓迎します。

岩手県宮古市田老字養呂地
６番地２

社会福祉法人　田老
和心会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

理学療法士・作業療法また
は柔道整復師

利用者の機能訓練に従事します。・デイサービス利
用者１０名～１５名の方の機能訓練と、家庭（３件
～４件）訪問し、身体や作業の機能訓練を行いま
す。・主に午前中がデイサービス、午後が訪問サー
ビスとなります。・訪問エリアは宮古市内です。

岩手県宮古市山口５丁目８
番２号

株式会社　かがやき
ライフ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

運転手兼水産加工員 運搬業務、水産加工に従事します。
・４ｔ車を使用し、市場から工場へ原料魚を運搬作
業　・工場内で水産加工（時期に水揚げとなった魚
の下処理）　・箱詰め作業　他１名おります。
フォークリフト資格者優遇

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

現場監督（土木分野） ダム・トンネル・橋梁・道路舗装等　様々な現場で
の土木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。※ブランクが
ある方も歓迎します！

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（空調・衛生
設備分野）

※未経験・ブランクのある方も歓迎します！　空
調・衛生設備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

技術・営業 【技術】トラクターをはじめとした農業機械の整備
業務全般に従事して頂きます。
【営業】ルート営業が主になります。担当エリア内
のお客様を訪問し、ヤンマーの農業機械・資材・部
品などの販売、メンテナンスを行います。

宮城県仙台市若林区六丁の
目西町８－１　斎喜セン
タービル１階

ヤンマーアグリジャ
パン　株式会社　東
北支社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木作業員 一般土木作業全般に従事していただきます。
・側溝、歩車道、境界ブロック、排水工、Ｌ型擁壁
・掘削、砕石の敷き均し
・その他雑工など
・２ｔ、４ｔダンプの運転あり（免許に応じて）

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

岩手県宮古市、他

外線技能職　２０２２年４
月入社向け中途採用

主に宮古市内・管内の配電工事や東北電力ネット
ワークの電気機械設備・維持改修に関わる作業に従
事していただきます。東北電力ネットワークの案件
を主に担当しており地域のインフラに創業当時から
深く関わっています。屋外での電気工事が主な仕事

岩手県宮古市田鎖第１０地
割２１－１１

株式会社　宮古電工

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

出荷補助（山田町） 派遣先の事業所において、次の作業を行います。電
子部品製造工場の主に出荷を担当します
・出荷する製品を工場内を廻り集める（台車で運
搬）　・品名　個数確認　・その他、上記に付随す
る業務及び指示された業務

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
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

販売員（ドラ店） 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。＊接客未経験
の方も、お気軽にご相談ください。

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

タックルベリー宮古店　釣
具販売員

［商品の販売］
・商品説明　・レジ操作等
［店舗の維持管理］
・商品陳列　・値札付け　・店内外清掃　等

岩手県宮古市長町１－６－
２１

有限会社　今泉商会

雇用期間の定めなし
又は9時00分～21時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市
釣りを趣味としている
文字入力ができる方

◎ 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９月２２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
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