
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 180,000円～200,000円

正社員 40歳以下 03010-14267421
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

準中型自動車免許あれば尚可 (1)8時00分～17時00分
1人 160,000円～240,000円

正社員 59歳以下 03010-14118421
看護師、准看護師 交替制あり

いずれか (1)8時30分～17時30分
1人 215,000円～240,000円 (2)9時30分～18時30分

正社員 64歳以下 03030- 2089521
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 180,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030- 2092921
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

アーク溶接技能者(基本級) (1)8時00分～17時00分
2人 180,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030- 2093121
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時15分
2人 144,000円～144,000円

正社員以外 不問 03030- 2084121
看護師
准看護師 (1)8時30分～17時15分

1人 いずれか 207,000円～229,500円
普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 03030- 2085021
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

介護職員初任者研修修了 (1)8時30分～17時30分
1人 143,500円～155,000円 (2)10時00分～19時00分

(3)17時00分～1時00分

正社員 59歳以下 03030- 2088221
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
大型自動車第二種免許

1人 普通自動車第二種免許 161,200円～244,400円
あれば尚可

正社員 64歳以下 03030- 2075921
普通自動車免許一種

日商簿記３級 (1)8時30分～17時15分
1人 139,500円～149,500円

正社員 35歳以下 03030- 2076121
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 142,307円～147,334円

正社員以外 不問 03030- 2077021
保育士 交替制あり

(1)8時30分～17時00分
1人 165,480円～190,680円 (2)7時00分～13時00分

(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030- 2078721

(1)8時30分～17時00分
1人 157,500円～168,000円

正社員以外 不問 育児経験 03030- 2079821
調理師 変形（1ヶ月単位）

あれば尚可 (1)6時00分～15時00分
1人 145,650円～145,650円 (2)9時00分～18時00分

(3)9時30分～18時30分

正社員以外 不問 03030- 2082621
変形（1年単位）
(1)8時20分～17時00分

5人 142,660円～142,660円

正社員 65歳以下 03030- 2083921
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

車両系建設機械運転技能 (1)8時00分～17時00分
3人 中型自動車免許 183,000円～292,800円

あれば尚可

正社員以外 不問 03030- 2073321
普通自動車免許一種

(1)6時00分～15時00分
1人 312,000円～312,000円

正社員以外 不問 03030- 2074621
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 185,500円～266,500円

正社員 45歳以下 04010-36732021
1

営業（ルートセールス及び
新規開拓）

ルートセールス及び新規開拓　・タイヤ及び自動車
関連用品を販売する為の商品説明、及び施策提案
・新規得意先獲得の為の新規訪問　人の命と生活を
支える車、その車の足となる「タイヤ」をメインに
営業・販売活動を行っていただきます。

宮城県仙台市若林区卸町東
５丁目１－６

株式会社　ヨコハマ
タイヤジャパン　東
北営業本部

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

海藻加工作業員 ［乾燥作業］・生昆布を洗濯バサミ状の物ではさ
み、棒状に干す作業　・乾燥した昆布を規定の長さ
に切断する作業　・作業場所は屋内
※軽トラックの運転業務あります。

岩手県宮古市音部第１０地
割１６番地５

山崎海草加工

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

土木作業員 当社において下記の業務に従事していただきま
す。・土木作業員として、資材の運搬、土砂の掘削
等　・その他付随する業務　○未経験の方も歓迎し
ます。先輩スタッフがしっかりと丁寧に教えるの
で、確実にスキルアップが目指せます。

岩手県下閉伊郡山田町川向
町５０１－８

株式会社　紅工業

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

縫製 縫製に関する業務です。
ミシンがけ、生地への印付け、アイロンによる芯貼
りなど。簡単な作業から指導しますので、未経験の
方もご応募お待ちしています。

岩手県宮古市千徳第１３地
割５０番地

有限会社　クラス
ター

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

重機操縦、
現場作業あれば尚可

調理員 調理員として以下の業務に従事していただきま
す。・特養施設入所者５０名、ショートステイ８
名、デイサービス利用者およそ１３名の食事提供・
下ごしらえ、調理、盛り付け、食器の洗浄・厨房の
清掃や衛生管理に係る業務・調理は５名体制

岩手県下閉伊郡田野畑村田
野畑１２０番１８

社会福祉法人　寿生
会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡田野畑村

保育補助 ２歳未満児の保育業務が主な仕事になります。その
他消毒作業なども行っていただきます。・現在は１
８人の園児を５名の保育士が担当しております。・
園児は全部で６３名おり、保育士は９名体制で行っ
ております。

岩手県宮古市沢田４番１号 常安寺保育園

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

保育士 ２歳未満児の保育業務が主な仕事になります。・現
在は１８人の園児を５名の保育士が担当しておりま
す。・園児は全部で６３名おり、保育士は９名体制
で行っております。・担任は持ちません。雇用期間
は年度更新となります

岩手県宮古市沢田４番１号 常安寺保育園

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

清掃員（機動） 施設、病院、店舗、アパート、一般住宅の定期清
掃、退去後清掃、引渡前清掃などに従事していただ
きます。（床のワックス清掃・ガラス清掃・ハウス
クリーニング・エアコン清掃・その他付随する業
務）※社用車を運転する場合があります。

岩手県宮古市実田一丁目６
番６号

有限会社　メンテナ
ンス宮古

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

税務会計スタッフ 入社後は税務会計スタッフ補助業務を行います。入
社から１、２年目は顧客を持つ担当者のサポートと
して以下の業務に携わります。・会計ソフトによる
仕訳入力・会計ソフト、給与ソフトの導入支援・決
算補助業務・顧客対応（電話対応、外出用務等）

岩手県宮古市黒田町６番２
２号

株式会社　佐々木鳥
居会計事務所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

バス乗務員及びタクシー乗
務員

以下の業務を行っていただきます。
・路線定期運行バスの運転乗務（岩泉町内）・貸切
バスの運転乗務　・タクシーの運転乗務　＊バス及
びタクシー、バスのみ、タクシーのみの業務も可能

岩手県下閉伊郡岩泉町門字
町６６－１

小川タクシー　株式
会社　本社営業所

雇用期間の定めなし
又は6時00分～21時00分
の間の8時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

エクセル（表の作成、簡単な関
数）ワード（文字入力、書式設
定）メール（ビジネスメールの作

成、ファイル添付）

介護職員（グループホー
ム）／有資格者

以下の業務を行っていただきます。
・認知症グループホーム利用者（９名）の食事の世
話
・簡単な身体介助等の介護サービス
・調理、施設清掃、洗濯等の日常生活のお世話

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第２地割１１１番地３

株式会社　メイト

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

看護師、准看護師 訪問入浴に関わる看護業務をしていただきます。
・ご利用者のお宅に訪問しバイタルチェック、入浴
介助など　・訪問は入浴車（法人車）にて３名体制
で行います

岩手県下閉伊郡山田町山田
第１５地割８２番地２

社会福祉法人　山田
町社会福祉協議会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

生活支援相談員 山田町内の被災者や高齢者等の相談支援の役割を担
い、主に下記の業務を行います。・各災害公営住宅
や個人宅を訪問しての相談支援　・入居者や在宅生
活者の困り事や必要とする支援の把握　・各制度の
説明や関連機関の案内　・サロン開催の手伝い

岩手県下閉伊郡山田町山田
第１５地割８２番地２

社会福祉法人　山田
町社会福祉協議会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

鉄骨製作工・溶接工 当社は建築鉄骨やステンレス製品等の設計・製作を
しております。・工場内で鋼材加工、組立　・溶
接、塗装　・その他付随する作業
～応相談～　※溶接関係・鉄工製作関係・建設関係
の資格があれば尚

岩手県宮古市臨港通１番７
号

有限会社　佐々木鉄
工所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

玉掛技能者,溶接・半自動溶接・鉄
工・建設関係資格あれば尚可

鋼材（鉄やステンレスなど）
加工・組立及び溶接の経験

鉄骨製作工・製作管理工 当社は、建築鉄骨やステンレス製品などの設計・製
作をしております。・工場内で制作した製品の寸法
測定などの品質管理業務（出来形測定・溶接検査・
超音波検査・浸透探傷検査　等）・検査データを報
告書にまとめて提出

岩手県宮古市臨港通１番７
号

有限会社　佐々木鉄
工所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

玉掛・溶接・各種検査の
資格あれば尚可

鉄骨製品、製缶製品の
品質管理の経験

正・准看護師 日勤のみ。患者さんのケアなど看護師業務全般につ
いてお願いできる方を募集しています。主な業務
・内視鏡等各種検査の準備、補助　・採血、注射、
点滴　・健診業務、予防接種業務　・訪問診療業務
・カルテ管理、整理等に伴うＰＣ作業

岩手県宮古市向町２－３０ ふじたファミリーク
リニック

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

配送及びルート営業（宮古
営業所）

宮古営業所において、下記業務を行っていただきま
す。
・商品管理（受・発注）
・取引先店舗や工事現場へ商品の配達
・その他付随する業務及び指示された業務

岩手県紫波郡矢巾町流通セ
ンター南３丁目１０番７号

株式会社　岩電

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

２ｔトラックが運転可能な自動車
免許を所持していれば尚可

ワード、エクセル、
電材卸売業の経験者優遇

電子カルテ操作他、ＥＸＣＥ
Ｌ、ＷＯＲＤを使用した一般
的な作業、看護師としての勤

務経験あれば尚可

事業所名
求人番号

自働車ガラス修理・販売等
（宮古営業所）

・自動車ガラスの販売、修理、交換　・カーフィル
ム貼り　・車のボディーコーティング　・その他、
上記に付随する業務　※基本的に２人１組で作業を
行います。初心者の方でも安全に分かりやすく仕事
ができます。

岩手県盛岡市東見前９－７
２

株式会社　セントラ
ルオートガラス

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

（6月20日時点の内容です）

６月１４日　から　　６月２０日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は６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

◎ 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６月２３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 変形（1年単位）
危険物取扱者（乙種） (1)8時00分～17時00分

1人 あれば尚可 150,000円～180,000円

正社員 59歳以下 03030- 2067921
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 (1)8時00分～17時00分
5人 移動式クレーン運転士 173,750円～254,834円

玉掛技能者
あれば尚可

正社員 不問 土木作業の経験あれば尚可 03030- 2068121
介護職員初任者研修修了 変形（1ヶ月単位）

あれば尚可 (1)8時30分～17時30分
1人 148,000円～156,970円 (2)10時00分～19時00分

(3)6時00分～15時00分

正社員 64歳以下 03030- 2069021
１級土木施工管理技士
２級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

1人 いずれか 250,000円～300,000円
普通自動車免許一種

正社員 不問 03030- 2070221
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 200,000円～300,000円

土木工事関連経験

正社員 不問 あれば尚可 03030- 2071521
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 162,000円～194,400円

正社員以外 64歳以下 03100- 1529121
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
3人 172,500円～207,000円

正社員 45歳以下 03100- 1530821

2

設備作業員およびガソリン
スタンドスタッフ

【設備作業員】・一般住宅の上下水道設備、住宅設
備、ガス設備などの工事全般および保守点検、修繕
作業など・トラックの運転（２ｔ車）【ガソリンス
タンドスタッフ・豊間根ＳＳ】・給油作業、洗車作
業、簡単な車の整備（タイヤ・オイル交換等）

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第３地割３３番地

有限会社　最上商店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木作業員 各現場において、下記の業務に従事して頂きます。
・道路工事…土砂の掘削、盛り上げ等の作業
・その他土木工事…基礎工事等
○お持ちの免許、資格等に合わせた業務となりま
す。

岩手県下閉伊郡山田町長崎
４丁目１２番３５号

澤田工建　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

介護職員／小本 グループホーム又は小規模多機能施設での介護業務
に従事し、主に下記の仕事をしていただきます。・
利用者の方の日常生活支援　・介護（食事、入浴、
排せつ介助等）となります　＊６０歳以上の方の応
募、歓迎します。

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

岩手県下閉伊郡岩泉町

土木施工管理 土木施工管理業務を担当していただきます。・品質
管理、安全管理、施工調整等の監督指揮業務　・業
務に関する各種書類作成　○現場は宮古市、山田
町、釜石市のほか陸前高田～田野畑。通勤車がない
方は乗合も相談可能です。

岩手県宮古市近内６－３－
６

飯岡興業　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木施工管理／補助 土木施工管理の補助業務を担当していただきま
す。・品質管理、安全管理、施工調整等の監督指揮
業務の補助　・業務に関する各種書類作成　○現場
は宮古市、山田町、釜石市のほか陸前高田～田野
畑。通勤車がない方は乗合も相談可能です。

岩手県宮古市近内６－３－
６

飯岡興業　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

解体、土木作業員 ◆一般住宅・商業施設・公共施設の解体、土木工事
全般【主な業務内容】＊解体…窓枠の撤去、畳撤
去、内装、外装、屋根等バールを用いて取壊した物
の分別、収集車へ積込み作業＊土木工事…河川・護
岸工事のブロック積等手元作業、床堀、採石の敷均

岩手県久慈市畑田２６－１
７４－１

カース興業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

解体、土木作業員（正社
員）

◆一般住宅・商業施設・公共施設の解体、土木工事
全般【主な業務内容】＊解体：窓枠の撤去、畳撤
去、内装、外装、屋根等バールを用いて取壊した物
の分別、収集車へ積込み作業＊土木工事：河川・護
岸工事のブロック積等手元作業、床堀、採石の敷均

岩手県久慈市畑田２６－１
７４－１

カース興業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他


