
準中型自動車免許 変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 140,000円～160,000円
フォークリフト

あれば尚可
正社員 59歳以下 03030-  334521

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 272,000円～325,000円

正社員 59歳以下 03030-  339121
準中型自動車免許 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 184,800円～300,300円

車両系建設機械運転技能
正社員以外 18歳以上 あれば尚可 03030-  358821

保育士
(1)8時30分～17時15分

7人 163,100円～192,200円

正社員以外 不問 03030-  361921
助産師
保健師 (1)8時30分～17時15分

1人 いずれか 168,900円～198,400円
普通自動車免許一種

正社員以外 不問 03030-  365821
危険物取扱者（丙種）

1人 136,100円～152,700円

正社員以外 不問 03030-  379921
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-  322021
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 348,000円～425,000円

正社員 59歳以下 03030-  327421
大型自動車免許 変形（1年単位）

(1)9時30分～19時00分
1人 217,000円～230,000円 (2)12時30分～22時00分

大型自動車長距離経験

正社員 59歳以下 ５年以上 03030-  329621
大型自動車免許,牽引免許 変形（1年単位）

運行管理者（貨物） (1)9時00分～18時30分
1人 整備管理者あれば尚可 380,000円～400,000円 (2)10時00分～19時30分

正社員 59歳以下 03030-  330021
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 150,000円～150,000円 (2)8時00分～17時00分

正社員 59歳以下 03030-  331721
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30分～17時30分

1人 フォークリフト 160,000円～230,000円
あれば尚可

正社員 59歳以下 03040-  517521
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

2人 あれば尚可 224,831円～224,831円

正社員 39歳以下 04010- 6650521
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時45分～17時30分
1人 194,818円～228,273円

正社員 59歳以下 04010- 6677321
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- 6690221
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 338,640円～581,200円

正社員 59歳以下 施工管理経験を３年以上 04010- 6723421
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
２級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

1人 １級あれば尚可 260,000円～400,000円

正社員 64歳以下 03010- 2260821
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時45分

2人 173,600円～208,320円

正社員 59歳以下 03010- 2121821
1

（1月31日時点の内容です）

１月２５日　から　　１月３１日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は２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

修理（保守管理）／宮古営
業所

建設機械の修理、サービスマン補助業務全般　建設
機械等の修理とメンテナンス業務に従事していただ
きます。＜対象機械＞・機械は油圧ショベル及びト
ラック等になります。＊資格が無くても入社後、修
理にあたり必要な資格を取得することができます。

岩手県宮古市高浜４丁目４
４－１

東亜リース株式会社
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

配達員 スチロール・ダンボール等、包装資材の配達を行っ
ていただきます。　・当社倉庫から市内の魚店への
配達が主です　・注文があれば山田、岩泉町への配
達もあり　・積込、荷卸しは手積み　・配達車は２
ｔ車使用

岩手県宮古市実田１丁目６
番４号

宮古容器　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

準中型免許は平成２９年
３月１２日以降に取得の方

２１　保育士／こども課
（会計年度任用職員）

宮古市内保育所（公立保育所、へき地保育所）１０
か所のいずれかでの勤務となります。・園児の日中
活動の保育や記録など　・園内清掃や備品消毒など
・担当クラスや児童数は、勤務する保育所によって
変わります。＊パートでの勤務も相談可能です。

岩手県宮古市宮町一丁目１
－３０

宮古市役所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

建築大工手元 下記の業務に従事していただきます。
・大工手元作業、雑用（現場及び片づけ等）・土木
作業（基礎工事等）※未経験の方でも大丈夫です。
＊２ｍ以上の高所作業があります。

岩手県宮古市田鎖１２－１
１－１９


有限会社　藤原建築

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

準中型免許は
平成２９年３月１２日以

降免許取得の方

３７　用務員／教育委員会
総務課（会計年度任用職
員）

指定する市内小中学校に勤務となります。
・環境整備業務　・校内の花壇整備、草刈り作業
・除雪作業、暖房機器の管理（冬季）　・必要に応
じて来校者の接客応対

岩手県宮古市宮町一丁目１
－３０

宮古市役所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は7時30分～17時00分

の間の7時間以上
岩手県宮古市

２７　母子訪問指導員／健
康課（会計年度任用職員）

宮古市役所健康課に勤務となります。
・乳児、産婦訪問指導
・妊娠、出産包括支援事業　等
・訪問の際は公用車使用


岩手県宮古市宮町一丁目１
－３０

宮古市役所

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）操作ができること

営業／宮古営業所 当事業所において、建設会社への建設機械・車両
（油圧ショベル、トラック等）レンタル販売のルー
ト営業業務に従事していただきます。○営業範囲：
岩手県内　＊社有車を使用（オートマチック限定は
不可）

岩手県宮古市高浜４丁目４
４－１

東亜リース株式会社
宮古営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

プレスオペレーター（三陸
工場）

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

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

長距離運送運転手／けん引
車運転手

○タンクローリー車を運転し牛乳輸送業務に従事し
ます。・輸送ルートは宮古市～岩泉町または岩手町
～新潟、長野、神奈川です。○トレーラーヘッドを
持込み、主に関東圏の牛乳の運搬業務に従事しま
す。宮古発～６日間程度で戻ります。

岩手県宮古市八木沢第６地
割６０番地２

株式会社　古舘運輸

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

長距離運送運転手 タンクローリー車を運転し牛乳輸送業務を行ってい
ただきます。・輸送ルートは宮古市～岩泉町または
岩手町～北関東圏内です。＊採用後１０日間程度は
同乗者が同乗し、業務を覚えていただきます。

岩手県宮古市八木沢第６地
割６０番地２

株式会社　古舘運輸

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

大型自動車長距離運転
経験、けん引車運転経験

いずれも５年以上

セールス職（宮古店） ◎農家向け農業機械販売・整備　・既存顧客への農
業機械アドバイス　・展示会、実演会での新機種・
新技術情報の提供及び販売　・農業機械の簡単なメ
ンテナンス、商品提案　・故障・修理後の農業機械
等の搬送

岩手県花巻市東宮野目第１
３地割９

株式会社　みちのく
クボタ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

医療事務／リハビリテー
ション科

下記の業務に従事していただきます。
・受付、会計業務　・電話対応　・レセプト業務
・リハビリテーション科運営業務　・その他付随す
る業務　＊患者様の送迎をお願いする場合がありま
す。

岩手県下閉伊郡山田町飯岡
第９地割２３番地１

医療法人　晃生会
近藤医院

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

自動車整備等、
機械整備経験あれば尚可

営業職 大手ゼネコンをはじめとした建設業者、設備業者、
管工事業者に対し、工期・工法に合った建設機械の
レンタルを提案。

宮城県仙台市若林区卸町東
５丁目７－１

西尾レントオール
株式会社　東北営業
部

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

土木施工管理 各建設現場に伴う土木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頂きます
・その他付随する図面業務、書類作成

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

施工管理補助（空調・衛生
設備課）

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（空調・衛生設備）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、書類の作
成　・施工担当への指示出し及び進行状況等の確認

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

土木作業員／正社員（宮古
市）

・道路におけるセンターライン、サイドラインや横
断歩道を引いたり、店舗の駐車場ライン引き作業を
します。・また、「止まれ」等の標識、ガードレー
ル、カーブミラー等の交通安全に関わる施設の設置
作業を行います・各作業現場まで車の運転をします

岩手県滝沢市木賊川４０９
－３

協積産業　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

技術職（宮古市） 宮古市藤原地内で施工中の水門工事に従事していた
だきます。（大手ゼネコンとのＪＶ工事）当該工事
は令和９年竣工予定。竣工後は岩手県内を中心とし
た土木工事の代理人・技術者として従事していただ
きます。

岩手県盛岡市みたけ５丁目
１５番１２号

三陸土建　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

パソコン操作（ワード・エクセル）、
一般土木工事の現場代理人、

主任又は監理技術者としての経験

◎ 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２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



変形（1年単位）
(1)8時00分～16時45分

2人 173,600円～208,320円

正社員以外 59歳以下 03010- 2122221
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時15分
1人 201,000円～270,000円

正社員 59歳以下 03010- 2123521
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
1人 151,800円～209,000円

正社員 64歳以下 03030-  315721
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
2人 162,000円～240,000円

正社員 45歳以下 03030-  316821
８トン限定中型自動車免許 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 158,000円～158,000円

正社員 64歳以下 03030-  317221
介護職員初任者研修修了 変形（1ヶ月単位）
ホームヘルパー２級 (1)8時30分～17時30分

1人 あれば尚可 141,300円～154,600円 (2)7時00分～16時00分
普通自動車免許一種 (3)10時00分～19時00分

正社員 64歳以下 03030-  321121
普通自動車免許一種 交替制あり

(1)7時00分～15時45分
2人 144,100円～156,240円 (2)9時45分～18時30分

正社員以外 不問 03030-  314021
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- 6073021

(1)7時30分～16時30分
1人 130,000円～150,000円

正社員以外 不問 調理経験があれば尚可 04010- 6190421
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 施工管理経験を３年以上 04010- 5933221

2

建築施工管理 各建設現場に伴う建築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頂きます
・その他付随する図面業務、書類作成

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

学校給食センターでの調理
業務

学校給食センターでの調理、食器洗浄のお仕事 宮城県仙台市宮城野区榴岡
３丁目４番１号
アゼリアヒルズ１３階

一冨士フードサービ
ス　株式会社　北海
道・東北支社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

施工管理補助（電気設備
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（電気設備）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、書類の作成　・施工
担当への指示出し及び進行状況等の確認など

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

世話人 グループホームにおいて、入居者１９名の生活支援
業務を行っていただきます。・知的、精神障がいが
ある入居者への食事作り、通院介助、買い物支援等
・上記に付随する業務　・外出の際は社用車を使用
していただきます。

岩手県宮古市田老字西向山
１２１－６

社会福祉法人　翔友
みやこライフステー
ション

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

介護職員／グループホーム
ゆい八木沢

グループホーム内での介護業務全般を行っていただ
きます。・入浴、食事、排泄支援、見守り、介助
・レクレーション、通所同行　・利用者と一緒に調
理、清掃、買い物、散歩など　・施設入居者９名
＊資格なくても相談に応じます。

岩手県宮古市八木沢第５地
割８５番地１

合同会社ライフサ
ポート・ゆうゆう

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

運転手（飲料品） ４ｔ車による飲料品の配送業務です。
・配送先は主に宮古市、山田町、岩泉町のスーパー
や個人店となります。曜日によりルートが決まって
おり、商品の積み込み、積み降ろし作業となりま
す。

岩手県宮古市西町一丁目７
－３２

有限会社　東北物流
運輸

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

鋳物製造 鋳物製造に係る作業全般　・鋳型作り、鋳仕上げ
・製品検査　・溶接等の作業工程　・２０キロ程度
の運搬作業　試用期間中に一連の工程を把握して頂
き、適性に応じて配属先を決定致します。

岩手県宮古市長町二丁目８
－２２

株式会社　小西鋳造

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

森林林業の現場業務 森林林業の現場業務を担当していただきます。・森
林の造成、保育、間伐、立木伐採　・林業機械の運
転操作等　・その他林業に関する現場業務全般　○
未経験者歓迎します。初めての方でも研修を受けな
がら仕事を覚え、資格取得できます。

岩手県宮古市舘合町３番３
号

宮古地方森林組合

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業（ルート営業、資料作
成）（宮古営業所）

宮古営業所において、下記の業務を行っていただき
ます。・岩手県内の官公庁や設計事務所、大手ゼネ
コン等へ積水樹脂株式会社製品のＰＲ営業を担当し
ていただきます。また、得意先建設会社等との物件
打ち合わせ等の業務を担当していただきます。

岩手県滝沢市木賊川４０９
－３

協積産業　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木作業員／アルバイト
（宮古市）

・道路におけるセンターライン、サイドラインや横
断歩道を引いたり、店舗の駐車場ライン引き作業を
します。・また、「止まれ」等の標識、ガードレー
ル、カーブミラー等の交通安全に関わる施設の設置
作業を行います・各作業現場まで車の運転をします

岩手県滝沢市木賊川４０９
－３

協積産業　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市


