
大型自動車第二種免許 変形（1ヶ月単位）
普通自動車第二種免許 (1)7時00分～17時00分

1人 大型自動車免許 177,000円～177,000円 (2)7時00分～18時00分
いずれか (3)7時00分～18時30分

正社員 64歳以下 03030- 2636811
大型自動車免許 変形（1ヶ月単位）
フォークリフト (1)8時00分～16時00分

1人 あれば尚可 160,226円～174,525円

正社員 64歳以下 03030- 2637211
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 介護福祉士 142,000円～152,000円 (2)9時30分～18時30分

あれば尚可 (3)17時00分～9時00分

正社員 64歳以下 03030- 2632611
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 140,738円～140,738円

正社員以外 不問 03030- 2633911

(1)8時30分～17時30分
1人 136,320円～136,320円

正社員以外 不問 03030- 2634111
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

５トン限定準中型自動車免許 (1)7時30分～16時30分
1人 180,000円～250,000円

正社員 59歳以下 03030- 2625911
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
介護有資格（尚可） (1)8時30分～17時30分

1人 150,000円～200,000円 (2)9時00分～18時00分

正社員 64歳以下 03030- 2627711

(1)8時30分～17時15分
1人 152,700円～166,800円

正社員以外 不問 03030- 2629211
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)7時00分～16時00分
1人 139,340円～204,140円 (2)8時30分～17時30分

(3)16時00分～9時00分

正社員 63歳以下 03030- 2630011
変形（1年単位）
(1)8時10分～17時10分

2人 136,925円～136,925円

正社員 64歳以下 縫製工の経験あれば尚可 03030- 2617911
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
2人 157,950円～193,050円

正社員以外 不問 03030- 2619711
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
危険物取扱者（乙種） (1)6時30分～15時30分

1人 危険物取扱者乙種４類以上 157,450円～225,600円 (2)8時00分～17時00分
(3)10時30分～19時30分

正社員 64歳以下 03030- 2620511

(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- 2623311

(1)8時00分～17時00分
1人 192,000円～192,000円

有期雇用派遣労働者 不問 03010-17212811
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
中型自動車免許 (1)9時00分～18時00分

1人 あれば尚可 160,000円～200,000円

正社員 61歳以下 03010-17182711
中型自動車免許,自動車検査

員
変形（1年単位）

二級自動車整備士 (1)9時00分～18時00分
5人 いずれか 160,000円～200,000円

普通自動車免許一種

正社員 61歳以下 03010-17188311
中型自動車免許,自動車検査

員
変形（1年単位）

二級自動車整備士 (1)9時00分～18時00分
5人 いずれか 208,000円～248,000円

普通自動車免許一種

正社員 61歳以下 03010-17189611

(1)7時40分～17時00分
1人 136,676円～136,676円

正社員以外 不問 03100- 2010911
1

清掃員（済生会　岩泉病
院）

◆済生会　岩泉病院内外の日常清掃作業を行ってい
ただきます。
・病院内（外来・ホール・病棟）の床、窓ガラスの
拭き清掃（ごみ回収を含む）
・院内（外来・病棟）トイレ、お風呂場清掃

岩手県久慈市長内町第９地
割２０

株式会社　久慈中央
商事

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

自動車検査員（正社員：二
戸、久慈、宮古、釜石、遠
野）

トヨタカローラ岩手の整備工場にて下記業務を行っ
ていただきます。
・車検、各種一般整備
・点検整備の電話案内、来店時の受付応対
・整備後の電話によるアフターフォロー

岩手県盛岡市上堂４丁目６
－５

トヨタカローラ岩手
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他
自動車整備工場又は修理工場
での勤務経験あれば尚可

自動車整備士（正社員：二
戸、久慈、宮古、釜石、遠
野）

トヨタカローラ岩手の整備工場にて下記業務を行っ
ていただきます。
・車検、各種一般整備
・点検整備の電話案内、来店時の受付応対
・整備後の電話によるアフターフォロー

岩手県盛岡市上堂４丁目６
－５

トヨタカローラ岩手
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

営業スタッフ（正社員：宮
古店）

自動車という商品を通じてお客様のカーライフを末
長くサポートしていく仕事です。
・トヨタ自動車製造の新車および中古車の販売
・ご購入いただいたお客様へのアフターフォロー
・車検点検誘致、損害保険販売、割賦商品販売

岩手県盛岡市上堂４丁目６
－５

トヨタカローラ岩手
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業、販売の経験、
ワード、エクセル、ＰＣ
入力作業ができれば尚可

自動車整備工場又は修理工場
での勤務経験あれば尚可

半導体材料製造（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。
・半導体などに用いられ材料の製造を行います。
・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

保育補助／おもとこども園 おもと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

児童福祉施設での
勤務経験、又は子育て経験が

ある事が望ましい

ガソリンスタンド販売員
（船越ＳＳ）／有資格者

ガソリンスタンド販売員に従事していただきます。
・車両への給油業務、応対サービス
・窓ふき、洗車、簡単な自動車整備
・タイヤ交換、配達などの諸業務

岩手県下閉伊郡山田町船越
第６地割１４２－１２

株式会社　サカモト

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

配達員（灯油・重油） 宮古・山田地域に、灯油・重油の配達および取扱商
品のご案内を行います。営業所内において、伝票等
の事務処理業務を行います。また、船舶への油の積
込作業も行っていただきます○危険物の資格が無く
ても応募可能です。入社後の資格取得も可能です。

岩手県宮古市日立浜町９番
１号

株式会社　アベキ
宮古営業所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

縫製工 主に官公庁の制服を製造しています。

・裁断された生地をミシンで縫製加工
・各パーツ担当（１３名）で、ライン作業


岩手県宮古市蟇目第８地割
１２０

有限会社　興亜被服
工業所　宮古工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員／正社員 グループホーム入所者の介護業務全般を行います。
・入所者９名の身の回りの世話、食事、入浴、排
泄、リハビリ等の介助や見守りなど
・食事の準備や後片付け、洗濯、清掃、その他雑務
など

岩手県宮古市中里団地４－
１１

グループホーム愛宕
の丘（有限会社　川
崎タクシー）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

病院受付事務 病院事務において受付業務等を行います。
・窓口受付、会計、来院者の感染対策対応（体温
チェックや聞き取り）等の業務
・電話、来客対応
・ＰＣ操作、書類作成（ワード・エクセル）

岩手県宮古市板屋１丁目６
番地３６

医療法人財団　正清
会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

生活支援員 障がいのある利用者の方の食事や入浴、排せつ等の
介助や、創作活動の物作り、生産活動の支援を行い
ます。利用者の方と一緒に調理も行っていただく事
もあります。その他送迎時の運転、添乗もありま
す。午後は障がい児の支援・見守りを行います。

岩手県宮古市末広町６番８
号

ＮＰＯ法人　結人

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

エクセル、ワード基本操作
事務経験、医療事務経験者優

遇

商品管理及び運搬の補助作
業

商品の整理・管理及び運搬の補助作業を行います。
○海産物の選別・管理及び大船渡～久慈の各浜より
海産物を２ｔトラックにて田老工場への運搬作業

岩手県宮古市田老字西向山
１６－１

株式会社　神野商店
田老工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

検査係 検査作業全般に従事していただきます。
・座っての作業となります
・目視によるバネの汚れやキズ、不良などが無いか
検査
・その他、工場内の清掃など雑務作業

岩手県下閉伊郡岩泉町猿沢
日向前１１４－１

特殊バネ株式会社
岩手工場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

上記以上／準中型免許は
Ｈ２９．３．１２以降

免許取得の方

水産食品加工員 水産品の製造加工を行います。
～　冷凍業務用商材と末端製品の製造　～
・鮭、イカ、サバ、汐子、いくら、ウニ、海草類な
ど多くの魚種を取扱います。機械使用のほか手作業
もあります。

岩手県宮古市新川町５－６ 株式会社　佐幸商店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

介護員または介護補助員 「グループホームひなた」において、介護業務全般
に従事していただきます。
・食事・入浴・排泄の支援
・見守り、介助、レクリエーション
・病院受診時の同行等

岩手県宮古市津軽石第１３
地割２０８番地１６０

株式会社　風和璃

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

運転手（バス・タクシー） 当社において下記の業務に従事していただきます。
・貸切バスの乗務（２９人マイクロ・中型）
・タクシーの乗務
・町委託スクールバス等の運転業務（マイクロ・中
型・大型）

岩手県下閉伊郡山田町川向
町６－４１

マルヨタクシー　有
限会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

事業所名
求人番号

大型ドライバー 食料品や雑貨などを配達配送しています。
・配送ルートは宮古市内、久慈市は２～３トン車で
配達　・盛岡市は８トン車で配送
○３ヶ月間、ドライバーと２人でまわり、仕事を覚
えて頂く期間がありますので、未経験者の方も歓迎

岩手県宮古市田鎖第９地割
５５番５

津軽石運送　有限会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

各第二種免許取得予定の
方はご相談ください。

（8月30日時点の内容です）

８月２４日　から　　８月３０日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は９月９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９月２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 342,560円～556,855円

正社員 59歳以下 施工管理経験：５年以上 04010-44113311
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 04010-44149911
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～16時30分

2人 188,000円～188,000円 (2)11時30分～20時00分
(3)16時00分～0時30分

正社員 18歳～64歳 03010-17139911

4人 185,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030- 2610811
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

車両系建設機械運転技能者 (1)8時00分～17時00分
1人 小型移動式クレーン 182,667円～228,334円

玉掛技能者
あれば尚可

正社員 63歳以下 土木作業経験 03030- 2612511
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 159,834円～171,250円

正社員 63歳以下 03030- 2613411
介護福祉士 変形（1ヶ月単位）

(1)7時30分～16時30分
1人 155,040円～204,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

正社員以外 64歳以下 03030- 2614011
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時15分
1人 157,700円～242,000円

正社員 40歳以下 04010-43887011

2

船舶及び船舶用エンジンの
修理・メンテナンス【岩手
県山田町

■主に２０ｔ未満の漁船用エンジンの据付・メンテ
ナンス・修理作業です。
■入社当初は、先輩社員に同行しながら作業の流れ
を身に着けていきます。習得後は、簡単な作業は１
人で、大掛かりな作業は２～３人で行ないます。

宮城県仙台市宮城野区中野
三丁目１番地５

ヤンマー舶用システ
ム　株式会社　東北
営業部簡単なエクセル業務（部品発

注等に用いる専用ソフトにつ
いては、入社後に使い方を指

導します）

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

介護福祉士／日勤 入院患者（１病棟４０名位）の介助支援を行いま
す。・食事、入浴、トイレなどの介助
＊各病棟には１０～１５名の介護士がおります。リ
ハビリテーション病棟では、他の職種と共働で患者
さんの身体機能障害からの回復を図ります。

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

土木軽作業員 ○土木作業（公共工事、道路工事、一般建築等）に
伴う業務全般の補助を行っていただきます。
○土木作業員の手元や補助業務

岩手県宮古市長沢第１８地
割８２－３

株式会社　勝祐建設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木作業員 ○土木作業（公共工事、道路工事、一般建築等）に
伴う業務全般を行っていただきます。○有資格者の
方には、バックホー・小型移動式クレーンなどの運
転操作もお願いします。○コンクリート用の型枠作
業や据付け作業も行っていただきます。

岩手県宮古市長沢第１８地
割８２－３

株式会社　勝祐建設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

牧場運営・新製品開発・企
画・製造・事務

牧場では乳牛をはじめヤギ・羊・ロバを飼育してお
り、県内外からお客様も沢山来られます。
○可愛く、オシャレな牧場にする為の遊び場作り
○チーズ、お菓子などの製造
○動物たちの世話

岩手県宮古市田老字小堀内
１９－１５

しあわせ乳業　株式
会社

雇用期間の定めなし
又は5時00分～17時00分
の間の8時間

岩手県宮古市

ホールスタッフ・カウン
タースタッフ（磯鶏店）

パチンコ店のホール・カウンターでの接客対応で
す。出玉の上げ下ろしや交換、景品交換などの一般
業務、その他付随する業務や指示された業務をお願
いします。特別な資格は必要ありません。

岩手県盛岡市東見前５地割
５７－１－２階

株式会社　飛鳥商事

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

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


