
普通自動車免許ＡＴ
(1)8時00分～17時00分

1人 144,480円～144,480円

正社員以外 40歳以下 03030-  303921
大型自動車免許 変形（1年単位）

(1)12時30分～21時30分
1人 276,000円～276,000円 (2)11時00分～20時00分

正社員 59歳以下 03030-  307821
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
2人 151,200円～201,600円 (2)8時30分～17時30分

正社員以外 不問 パソコン基本操作 03030-  308221
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 事務経験　２年以上 150,800円～180,960円

正社員 59歳以下 03030-  309521
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時50分

1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-  296421
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時50分

1人 141,797円～141,797円 (2)17時00分～1時50分

正社員 18歳～59歳 03030-  298621
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時50分

1人 141,797円～141,797円

正社員 59歳以下 03030-  299921
変形（1年単位）

大型自動車第二種免許 (1)8時00分～17時00分
2人 213,100円～246,700円

正社員 59歳以下 03030-  300421

(1)8時30分～17時30分
5人 160,000円～160,000円

有期雇用派遣労働者 不問 03050-  649021
普通自動車免許ＡＴ 変形（1年単位）

(1)8時00分～16時45分
1人 140,000円～250,000円 (2)8時00分～16時30分

正社員 30歳以下 03100-  250521
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～16時45分
1人 伐採作業の経験者 231,000円～300,300円 (2)8時00分～16時30分

正社員 64歳以下 03100-  251421
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～17時30分
2人 400,000円～550,000円

正社員 64歳以下 04010- 5242921
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～17時15分
1人 202,800円～226,200円

正社員以外 不問 03020-  165621
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

1人 140,000円～180,000円

正社員 40歳以下 03030-  289321

歯科衛生士 (1)9時00分～19時00分
1人 180,000円～180,000円 (2)9時00分～17時00分

(3)9時00分～13時00分

正社員 59歳以下 03030-  290121
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 営業経験　あれば尚可 144,500円～300,000円

正社員 64歳以下 03030-  292721
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)9時00分～17時30分
1人 172,400円～219,000円

正社員以外 不問 ワード・エクセル 03030-  295521
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
5人 160,000円～360,000円

正社員 64歳以下 05041-  136421
1

板金工・大工・防水工 〇新築・改築等の屋根及び外壁の板金・防水及び大
工作業
〇工場内でのプレス作業
＊屋外での作業が多いため、体力を必要とします。
＊未経験者の応募が可能です。

秋田県仙北市田沢湖小松字
本町２０３－３
【ＭＰあり】

株式会社　飯島

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市　他

ルート営業 タイヤランド宮古にて営業（ルートセールス）を中
心に下記の業務を担当していただきます。
・営業（ルートセールス）
・配送
・受注、発注

岩手県宮古市実田二丁目５
－１

ダンロップタイヤ東
北（株）　タイヤラ
ンド宮古店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

建設現場作業の経験があ
れば尚可

営業 建設機械の販売、レンタルの営業（主に得意先）に
従事していただきます。
・レンタル機械の配達回収
・移動には社用車を使用


岩手県宮古市板屋１丁目２
－７

株式会社　イブキ産
業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市　他

歯科衛生士 歯科衛生士業務全般に従事していただきます。
・歯科治療における医師の補助
・歯垢・歯石の除去及び口腔衛生指導
・治療器具の洗浄及び消毒
・院内の清掃

岩手県宮古市保久田４－２
６

デンタルオフィス松
橋

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

加工オペレーター 研磨加工オペレーターの業務に従事していただきま
す。
・工作機械を操作し、金型部品の研磨加工
・その他付随する業務


岩手県宮古市板屋３－１１
－１５

株式会社　トウコウ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

【４】期間業務職員（宮古
支所）

・復興交付金事業等に関する関係機関との調整
・復興交付金事業進捗状況の把握（現地調査・資料
整理）
・復興庁一括計上予算、復興推進調整等事務の補助
・管内市町村からの問い合わせ対応・巡回相談

岩手県釜石市松原町３丁目
１０－２２　小澤ビル４階

岩手復興局

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市
パソコン（ワード、エク
セル等）が扱える方

工事監督支援業務［岩手県
宮古市］

国土交通省、東北地方整備局発注による公共工事の
発注者支援業務、施工管理、工事関係資料作成、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

伐木作業員（経験者） ◆久慈市内および岩泉町を含む周辺地域または盛岡
市藪川周辺での　伐木作業業務
＊伐木作業全般
＊チェンソーを使用し木の伐採作業
＊その他、上記に付随する業務

岩手県久慈市山形町川井第
１７地割２３－１５７

上山林業　有限会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町　他

２級土木施工管理技士

国交省発注土木工事の施工管
理経験者、発注者支援業務経

験者優遇

伐木作業員 ◆久慈市内および岩泉町を含む周辺地域または盛岡
市藪川周辺での　伐木作業業務
＊伐木作業全般
＊チェンソーを使用し木の伐採作業
＊その他、上記に付随する業務

岩手県久慈市山形町川井第
１７地割２３－１５７

上山林業　有限会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町　他

電子基盤の組立業務（宮古
市）

◆電子基板の組立業務
・電子機器などに使用される基盤の実装組立作業で
す。
・基盤の分割、チップ等の取り付け、完成品検査、
その他付帯

岩手県一関市竹山町４－５
７

株式会社ワークパ
ワー　一関営業所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

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

外観検査・仕上げ（三陸工
場）

当社三陸工場において、下記の業務を行っていただ
きます。
・工業製品に使用されるゴムパッキンの汚れ、形状
等の外観
　を検査する業務

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

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町
定形フォーマットへの数

字入力

プレスオペレーター（岩
泉）

当社岩泉工場において、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

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

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

プレスオペレーター（岩
泉）【６０歳以上限定求
人】

当社岩泉工場において、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

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）

岩手県下閉伊郡岩泉町

建設事務 当社において下記の業務に従事していただきます。
・建設業に関する書類作成（施工体制台帳、安全書
類、建設業許可
　申請等）
・電話、来客対応

岩手県宮古市松山第５地割
１７－１

有限会社　因幡鉄筋
工業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

音響機器組立 当社請負ラインにおいて次の仕事を行います。
・アンプなどの音響機器の組立作業
・電動ドライバーなどを使い手作業で組立ます。
・完成品の梱包、箱入れ
・１０ｋｇを超える製品もあり、それを持ち上げ作

岩手県下閉伊郡山田町船越
９－４０－６

株式会社　エムアン
ドエム

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

ＰＣ基本操作（ワード・
エクセル等）が出来る方

大型ダンプ運転手／田老工
場

運搬業務全般を行っていただきます。
・産業廃棄物の運搬業務
・曜日により積み込み時間が異なります
【運送範囲】
　田老地区～久慈市積み込み、久慈市～花巻市積み

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

事業所名
求人番号

クリンクルー／正社員以外 下記の業務に従事していただきます。
・建物清掃全般
・施設等ガラス清掃
・新築物件引き渡し前清掃
・施設等床清掃、ワックスがけ

岩手県宮古市田の神二丁目
３番１１号

株式会社　サンズ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

トラック・ダンプ運転経験あ
れば尚可

（1月24日時点の内容です）

１月１８日　から　　１月２４日　までに受理した求人です。　＜次回発行日は２月３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４年１月２７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



(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- 1718821
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 145,000円～220,000円

正社員 59歳以下 03010- 1776821
普通自動車免許一種　必 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～17時00分
2人 150,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03010- 1777221
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)7時45分～16時30分
1人 149,000円～180,000円 (2)9時00分～17時45分

(3)10時30分～19時15分

正社員 35歳以下 03010- 1620821
看護師

(1)8時30分～17時15分
1人 249,850円～323,850円

正社員 59歳以下 03010- 1636021
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)9時20分～18時30分
2人 160,000円～250,000円

正社員 59歳以下 03010- 1662221
普通自動車免許ＡＴ 変形（1年単位）

(1)8時45分～17時15分
1人 住宅営業の経験 198,000円～330,000円

正社員 59歳以下 03010- 1707121

(1)8時30分～17時15分
1人 147,400円～173,200円

正社員以外 不問 03030-  282121
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 200,000円～450,000円

土木施工管理業務経験必
正社員 64歳以下 ＣＡＤ操作ができれば優遇 03030-  286221

普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）
介護福祉士 (1)8時30分～17時30分

1人 165,800円～168,400円 (2)7時00分～16時00分
(3)10時00分～19時00分

正社員 64歳以下 03030-  269721
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

1人 148,000円～150,970円 (2)7時00分～16時00分
(3)10時00分～19時00分

正社員 64歳以下 03030-  270521
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 131,874円～142,314円

正社員以外 59歳以下 03030-  273621

接客経験者 (1)9時00分～17時20分
1人 170,000円～170,000円

正社員 59歳以下 03030-  274921

(1)8時30分～17時15分
1人 210,000円～230,000円

作業療法士

正社員 59歳以下 03030-  279221
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 184,000円～207,000円

正社員 40歳以下 エクセル操作が出来る方 03030-  280621
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時45分～17時45分
1人 155,000円～300,000円

正社員 64歳以下 03070-  506721
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)6時30分～15時30分
1人 介護施設での勤務経験 152,000円～157,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

正社員 59歳以下 05020-  384521
準中型自動車免許 フレックス

(1)8時30分～17時30分
1人 212,500円～212,500円 (2)7時00分～21時00分

(3)10時00分～15時00分

正社員 35歳以下 13130- 1741721

2

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

普通自動車免許一種
あれば尚可

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

菌床の管理と菌床しいたけ
栽培（穴沢工場）

（株）ミナカワ穴沢工場において、菌床の管理と菌
床しいたけの栽培や収穫作業を担当して頂きます。
合わせて品質管理等も行っていただきます。

ホダの移動、袋取り、浸水作業、品質管理、運搬等

岩手県盛岡市向中野２丁目
１９番３８号【求人票郵送
先指定あり】

株式会社　ミナカワ
菌類栽培部

大型自動車免許　あれば
尚可

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

自動車整備・鈑金塗装
（オートサービス）

（株）ミナカワ　オートサービスにおいて自動車の
整備・板金・塗装業務を担当していただきます。

○自動車の修理・整備
　故障車両の修理及び車検点検、オイル交換、タイ

岩手県盛岡市向中野２丁目
１９番３８号【求人票郵送
先指定あり】

株式会社　ミナカワ

二級ガソリン自動車整備
士、二級ジーゼル自動車
整備士、二級自動車整備
士　いずれかあれば尚可

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

看護師（宮古） 宮古市の松山荘において下記の業務を行っていただ
きます。

・施設利用者の健康管理、健康相談、医療機関への
通院支援など。

岩手県盛岡市高松３丁目７
－３３

社会福祉法人　岩手
県社会福祉事業団

応募時点で看護師として
の実務経験３年以上雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

レンタカーフロント業務
（宮古駅東店）

＜レンタカー貸渡に係わる業務全般＞
・貸渡契約業務（店頭での接客応対）
・来店、来電時の予約受付対応
・レンタカーの配回送業務
・返却時の対応（店頭での接客応対）

岩手県盛岡市名須川町９－
５

株式会社　トヨタレ
ンタリース岩手

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

住宅の営業（宮古支店） 宮古支店での住宅営業
　飛び込み営業ではなく、依頼者及び展示場来場者
へのアプローチ　が主となります。
　・お客様との打ち合わせ
　・打ち合わせ資料の作成

岩手県盛岡市北飯岡一丁目
１－８２

パルコホーム　（株
式会社　日盛ハウジ
ング）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業 ホンダ四輪車、新車、中古車の販売。
　お客様へホンダ四輪新車、中古車を販売する仕事
です。また、販売するだけでなく、日々、お客様と
接触しアフターフォローを通して、末永くお付き合
いさせていただきます。

岩手県盛岡市上堂４丁目１
１－１６

株式会社　ホンダ
カーズ岩手中央

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市　他

事務補助員（会計年度任用
職員）

医事経営課の事務作業補助の業務全般を行っていた
だきます。
・文書等作成補助
・各種資料作成などにはパソコン（ワード・エクセ
ル）を使用

診療情報管理士　または
院内がん登録実務者

あれば尚可

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第１
地割１１番地２６

岩手県立　宮古病院

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） パソコン操作（ワード・エク

セル）操作の出来る方
岩手県宮古市

介護職員（介護福祉士）／
赤前

高齢者グループホームでの介護業務を行っていただ
きます。
・利用者の方の日常生活支援、通院介助、介護（食
事、入浴、排せつ介助等）


岩手県宮古市向町２番３４
号

有限会社　介護施設
あお空

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木技術者 公共工事や一般土木工事などの施工計画案の作成
○工事中における品質管理、安全管理、施工の調整
など監督・指揮　業務や各種書類作成
○就業場所は担当の現場事務所が基本になります
が、現場への直行　直帰もあります

岩手県宮古市八木沢三丁目
１１－５


株式会社菊地建設
１級土木施工管理技士または
２級土木施工管理技士　あれ

ば尚可雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員／赤前 高齢者グループホームでの介護業務を行っていただ
きます。
・利用者の方の日常生活支援、通院介助、介護（食
事、入浴、排せつ介助等）


普通自動車免許ＡＴ
あれば尚可

岩手県宮古市向町２番３４
号

有限会社　介護施設
あお空

雇用期間の定めなし 介護職員初任者研修修了
者　あれば尚可

岩手県宮古市

店舗接客／鮮魚魚河岸（正
社員）

新店舗として「鮮魚魚河岸」と「お食事処おいか
わ」がオープン致します。（令和４年５月予定）
○鮮魚魚河岸
　主として、清掃・鮮魚販売・包装・地方発送の準
備・毎日の精算　等を行っていただきます。

岩手県宮古市板屋３丁目２
－６

株式会社　ダイニン
グ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

しいたけ菌床及び製造 しいたけ菌床の製造、栽培、出荷業務担当となりま
す。
・菌床製造
・種菌接種
・培養

普通自動車免許（通勤
用）あれば尚可

岩手県下閉伊郡田野畑村松
前沢５４番地８

株式会社　サンマッ
シュ田野畑

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

作業療法士 入院、通院中（精神障害、認知症）の患者様への作
業療法業務（デイケアを含む）が主な業務になりま
す。
患者様の社会生活復帰に必要な訓練、指導・電子カ
ルテ使用にての報告者作成等。

普通自動車免許ＡＴ
あれば尚可

岩手県宮古市板屋１丁目６
番地３６

医療法人財団　正清
会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市
作業療法業務経験

あれば尚可

営業（宮古支店） 〇生命保険・損害保険の既契約者への契約保全をし
ながら、併せて新規契約の募集販売業務です。
保険商品や金融知識を身につけ、自然災害や業務災
害などの多様なニーズやリスクに対する提案業務を
通し、地域社会に貢献できる仕事です。

岩手県北上市川岸３丁目１
０－２

株式会社　東北永愛
友商事岩手（本社）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

データ入力・書類作成補助 地域に役立つ建設工事を行っており、書類の整理・
管理から図面の作成、現場管理補助まで広い業務を
おまかせします。
未経験でも、先輩社員が丁寧に指導致します。


岩手県宮古市宮町三丁目１
０－１７

ヤマキ総業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ルート配送（岩手県宮古
市）

専用ボトルカーで、担当するエリアの自販機
（１日２０か所位）を巡回し下記業務をお願いしま
す。
・商品（お茶・ジュース等）の補充
・売上金回収

東京都江東区亀戸１丁目４
２ー２０　住友不動産亀戸
ビル４Ｆ

ネオス　株式会社
準中型運転免許（２トン車運転
できる方・ＡＴ限定も可）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護員 ◇グループホーム（２ユニット）１８名の入居者の
方々の介護業務　全般に従事していただきます。

＊食事、入浴、排泄、散歩、施設内での活動等の介
助を行います。

秋田県能代市浅内字中山９
２番地

株式会社　ラ・サ
ルーテ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町


