
国内旅行業務取扱管理者
総合旅行業務取扱管理者 (1)8時30分～17時15分

1人 いずれか、普通自動車免許一種 151,900円～257,300円

正社員以外 不問 03010- 9687121

(1)8時40分～17時20分
1人 156,237円～156,237円

有期雇用派遣労働者 不問 03010- 9580021
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1)11時00分～20時00分
1人 141,869円～155,520円

正社員以外 不問 入力程度・ネット検索 03020-  837521
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
危険物取扱者（丙種） (1)8時00分～16時30分

1人 危険物取扱者（乙種４類） 157,950円～193,050円
あれば尚可

正社員以外 不問 03030- 1475621
交替制あり
(1)8時30分～17時30分

1人 144,180円～144,180円 (2)12時30分～20時30分

正社員以外 不問 03030- 1479721
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- 1482321
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

1人 155,000円～178,000円 (2)7時00分～16時00分
(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030- 1484921
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- 1485121
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 161,000円～207,000円

正社員 45歳以下 03030- 1463221
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)7時30分～16時30分
1人 145,000円～160,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)8時30分～12時00分

正社員 59歳以下 03030- 1464521
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
三級自動車整備士 (1)8時15分～17時00分

1人 二級自動車整備士 172,000円～222,000円
自動車検査員,あれば尚可

正社員 59歳以下 03030- 1465421

(1)8時30分～17時30分
2人 143,820円～143,820円

正社員以外 59歳以下 03030- 1466321
子育て支援員研修修了者 変形（1ヶ月単位）

1人 145,067円～162,134円

正社員以外 不問 03030- 1459621
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

保育士 (1)9時00分～18時00分
2人 介護福祉士 157,100円～188,900円 (2)6時30分～15時30分

(3)12時00分～21時00分

正社員以外 不問 03030- 1455221
普通自動車免許一種

自動車検査員 (1)8時30分～17時00分
1人 195,000円～225,000円 (2)8時30分～12時00分

正社員 64歳以下 03030- 1456521
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)7時00分～16時00分
1人 142,307円～204,140円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時30分～19時30分

正社員以外 不問 03030- 1457421

(1)8時00分～17時00分
1人 152,700円～152,700円

正社員 59歳以下 03030- 1458321
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生産管理 生産管理事務は生産数や稼働率などの入力業務、備
品、資材などの管理業務、電話対応や来客対応など
の窓口業務など適性やその時の業務量に応じて、
色々な事務系のお仕事に挑戦していただきます。

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／日勤 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）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

自動車検査員 当社整備工場において下記の業務に従事します。
・自動車、バイク、トラック系や重機の車両検査
・一般整備作業
・車両の納車・引き取り等

岩手県宮古市太田１丁目１
－１

工藤ディーゼル自動
車工業株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

児童指導員／らいず ・入所児童７名（定員１６名）の日中活動の支援
・通院や買い物（２～３名）の付き添い　・必要に
応じて、食事・入浴・排泄・着替え等の介助　○未
経験者の応募大歓迎　○正社員への登用制度あり
○働き方改革関連認定企業

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第４
地割１番地４２

社会福祉法人　若竹
会　新たな郷わかた
け

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

社会福祉主事
あれば尚可

文字・数字入力程度
（定型フォーム入力）

保育補助／子育て支援員 園児の保育補助業務全般を行っていただきます。園
児の補助（０～５歳児クラス）担当クラスは現時点
では未定。・保育補助（遊び、おむつ交換、食事介
助、玩具や教室消毒業務等）・日誌や園児の連絡
ノート記載・園児の安全、健康管理業務

岩手県宮古市赤前第３地割
１４－１１

社会福祉法人　慈愛
会　あかまえこども
園

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は7時00分～19時00分

の間の8時間程度
岩手県宮古市

昆布加工品の製造 東和食品では『花けずりこんぶ』『出し昆布』『昆
布粉末』を全国に出荷しています。工場内で下記の
ような作業をします。［仕事の例］原料の昆布を加
工機械に入れる／カットされた昆布を加熱装置に入
れる／コンベアに流れてくる削り昆布を選別する／

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第７
地割１５－６

東和食品　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

自動車整備士 当社において下記の業務に従事していただきます。
・自動車販売・整備・車検・保険などの自動車に関
する業務全般　・現場での作業の他、車両の引取
り・納車・洗車など付随する業務
自動車検査員有資格者優遇

岩手県宮古市宮町４丁目２
－１５

株式会社　小野寺商
会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

職業指導員兼生活支援員 施設利用者の方々に同行し、以下の作業に対する業
務に従事していただきます。
【施設内就労】
・フルーツキャップ作成、ほたての貝殻洗浄、プラ
スチック部品のカット・選別作業

岩手県下閉伊郡山田町飯岡
第７地割１１番地

株式会社　ジョブ・
パートナー

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

整備経験／自動車に限らず重
機なども可(経験者優遇)

製材工 当社工場内において下記の業務に従事していただき
ます。・製材品の仕訳け及び桟組みの補佐　・その
他付随する業務　＊未経験の方も従事可能です。一
から指導いたします。＊体力に自信のある方歓迎し
ます。

岩手県宮古市磯鶏１丁目５
－２８

豊田木材　株式会社

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

介護職員 介護老人保健施設ほほえみの里にて、御利用者様に
対する介護サービスの提供・生活支援全般をお願い
いたします。

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第９
地割３９番地２７

医療法人　仁泉会
介護老人保健施設ほ
ほえみの里

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

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

販売員 店内で販売業務を行います。
・商品品出し　・接客、レジ操作　・包装　・清掃
など　＊未経験でも大丈夫です。＊お酒の知識がな
くても大丈夫です。＊お酒のめなくても大丈夫で
す。

岩手県宮古市小山田２－２
－１　マリンコープＤＯＲ
Ａ　１Ｆ

酒の二葉屋

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

販売員／正社員以外（セカ
ンドストリート宮古店）

お客様から様々なお品物をお売りいただき、リーズ
ナブルな価格で販売する総合リユースショップで
す。・販売、買取りに係る業務全般　・買取り商品
のメンテナンス（商品化）展示、演出など。・慣れ
てきたら、買取査定もします。

岩手県釜石市上中島町２－
２－３３

株式会社　トータ
ル・リユース（セカ
ンドストリート・ド
キドキ）雇用期間の定めなし

又は9時30分～20時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

《５月スタート》一般事務
（岩手県宮古市）

派遣先事業所において以下の業務を担当していただ
きます。～大手企業での人気の事務のオシゴトです
～　◆ＰＣを使用しての資料作成　◆データ登録
（専用端末を使用）◆書類のコピー・整理や保管資
料の整理整頓　◆来客対応、電話対応

岩手県盛岡市盛岡駅西通２
丁目９－１　マリオス１５
Ｆ

マンパワーグループ
株式会社　盛岡オ
フィス

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

ＰＣ（ＥＸＣＥＬ・ＷＯＲ
Ｄ）基本操作、事務経験のあ

る方あれば尚可

企画・事業運営 １．観光等に関する各種調査の実施・分析　２．観
光マーケティングによる地域戦略の立案　３．観光
商品等の開発支援　４．営業・広報・プロモーショ
ン活動の企画・実施　５．その他、上記実務や法人
全体の運営に係る事務的作業等

岩手県盛岡市内丸１０番１
号
岩手県ふるさと振興部県
北・沿岸振興室内

公益財団法人　さん
りく基金

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

（4月25日時点の内容です）

４月１９日　から　　４月２５日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は５月１２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

マイクロソフトオフィス（ワード、エク
セル、パワーポイント等）を使用し
た実務が問題なくできる方

◎ 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４年４月２８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



2


