
普通自動車免許ＡＴ
(1)8時00分～17時00分

1人 220,000円～220,000円

正社員 64歳以下 03030- 3649721
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 170,000円～170,000円

正社員 64歳以下 03030- 3651421
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～17時30分
1人 250,000円～300,000円

正社員 64歳以下 03030- 3653621
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～17時30分
1人 270,000円～320,000円

正社員 64歳以下 03030- 3654921
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 196,917円～231,667円 (2)8時00分～16時30分

正社員 64歳以下 03030- 3658821
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時00分

1人 142,402円～142,402円

正社員 69歳以下 03030- 3659221
交替制あり
(1)8時00分～17時00分

1人 152,700円～202,700円 (2)20時00分～5時00分

正社員 18歳～59歳 03030- 3661921
交替制あり
(1)8時00分～17時00分

1人 152,700円～202,700円

正社員以外 不問 03030- 3642521
普通自動車免許一種

日商簿記３級 (1)8時00分～17時00分
1人 事務経験 137,324円～140,700円

正社員 59歳以下 03030- 3643421
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

1人 159,080円～177,310円 (2)8時30分～12時30分

正社員 64歳以下 パソコン基本操作 03030- 3644321
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)6時00分～15時00分
1人 150,304円～150,304円 (2)8時00分～17時00分

(3)10時30分～19時30分

正社員以外 不問 03030- 3645621

薬剤師 (1)9時00分～18時00分
1人 335,000円～395,000円

正社員 59歳以下 01240-22046221
変形（1年単位）
(1)8時20分～17時00分

2人 148,413円～148,413円

正社員 40歳以下 03030- 3635421
変形（1年単位）

中型自動車免許 (1)8時00分～17時00分
1人 155,000円～260,000円

正社員 59歳以下 03030- 3636321
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時00分～17時00分
2人 200,000円～250,000円 (2)9時00分～18時00分

正社員 59歳以下 03030- 3637621
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 186,667円～233,334円

正社員 59歳以下 土木作業経験 03030- 3640821
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 148,000円～178,000円

正社員 59歳以下 ＰＣスキル…入力程度 03030- 3641221
変形（1ヶ月単位）
(1)13時30分～22時00分

2人 150,188円～185,625円

正社員以外 不問 03030- 3624821
1

飲食サービス係 龍泉洞温泉ホテルにおいて主に下記業務に従事して
いただきます。
・宴会、夕食の会場準備
・給仕、配膳等
・後片付け

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字府金４８

株式会社　岩泉総合
観光

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

工場管理 工場管理業務となります。
・ＰＣを使用し、工場内の木材製品の進捗状況管理
・原料の発注、受注、清算
・取引先への問い合わせ
・県内、外取引先への営業、原料の調達出荷

岩手県宮古市茂市第２地割
１９４

株式会社　小林三之
助商店　岩手工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

現場作業員 当社請負の各現場にて以下の業務時従事していただ
きます。
・土木工事全般（各現場により作業内容が異なりま
す）
・その他付随する業務

岩手県宮古市西町１丁目２
番２３号

恵比寿建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、岩泉町

車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削

用）運転技能者　あれば
尚可

看護職員／有料老人ホーム 有料老人ホーム利用者の看護全般に従事、主に下記
の業務を行います。
・バイタルチェック
・健康管理
・服薬管理

岩手県宮古市刈屋第１２地
割３番地

特定非営利活動法人
愛福祉会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

水産加工員・２ 運搬業務、水産加工に従事します。
・４ｔ車を使用し、市場から工場へ原料魚を運搬作
業
・工場内で水産加工（時期に水揚げとなった魚の下
処理）

岩手県宮古市藤原一丁目５
－９

有限会社　大井漁業
部　大印冷凍工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

フォークリフト運転技能
者 あれば尚可

看護師、准看護師
のいずれか

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

薬剤師　ツルハドラッグ宮
古中央店調剤（岩手県宮古
市）

○調剤薬局において、調剤業務全般に従事していた
だきます。

北海道札幌市東区北２４条
東２０丁目１番２１号

株式会社　ツルハ
（ツルハドラッグ）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護員／グループホーム花
＊花

グループホーム花＊花で下記の業務に従事します。
・入所者９名の方の日常生活の支援
　（身の周りの世話、食事、入浴、排泄、リハビリ
等）。
・食事調理、準備や後片付け、レクリエーション、

岩手県宮古市千徳町５番３
７号

株式会社ＪＡ　ライ
フサポート宮古介護
センター

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

医療事務 医療事務全般の担当として主に下記の業務を行いま
す。
・コンピューターを使用しての会計業務
・調剤に関する業務
・外来患者様の受付

岩手県宮古市西町三丁目３
番７号

林整形外科・内科医
院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般事務 ・パソコン操作…伝票入力、会計ソフト入力、表計
算、書類作成等
・電話・来客対応
・検針、集金等
・その他付随する業務

岩手県下閉伊郡山田町長崎
３丁目２番２９号

山田ガス　有限会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

製品検査 当社は電化製品などに使用される「コネクタ」とい
う電子部品を製造している会社です。製品検査で
は、出来上がった５ｍｍ～２０ｍｍ程の細かい製品
が、正しい寸法で作られている事を確認する為に、
測定顕微鏡を使い測定します。また、不具合（キズ

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

パソコン基本操作（ワード・
エクセル等）可能な方

プレスオペレーター／正社
員

プレス機という機械を使って平らな金属板を加工し
て、金属部品（プレス品）を造るお仕事です。機械
には予めプログラムが組み込まれているので、難し
い操作はありません。金型のメンテナンスから生
産、製品確認、出庫まで一連の工程を体験できるの

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

食品加工員 当社において下記の業務に従事していただきます。
〇冷凍食品の製造過程において、魚の捌き、衣つ
け、フライ、箱詰
〇ラインにおいては包装業務
通勤の際は、送迎用バスを利用していただきます。

岩手県宮古市田老字古田７
５番地８

有限会社　宮古食品

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

重機等運転手 当社請負の工事現場においてバックホウ等の重機運
転を行います。
・主に道路工事に係わる土砂の掘削、運搬
・工事に伴う土木作業
・自宅から直行直帰となります

岩手県下閉伊郡田野畑村日
蔭５７－４


熊谷建設　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村 他

訪問看護管理者代理 　新規オープンする訪問看護事業における管理者代
理業務に従事していただきます。
・従業員の勤怠管理、利用者様の利用請求事務手続
き等
・利用者様のお宅を訪問し、看護業務に従事してい

岩手県宮古市田鎖３－８ 株式会社　みやこ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師、准看護師
のいずれか

基本的なパソコン操作、
入力

重機運転作業、土木作業経験

車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削

用）運転技能者

訪問看護師 新規オープンする訪問看護事業における看護業務に
従事し手いただきます。
・利用者のバイタルチェック
・服薬管理
・健康管理

岩手県宮古市田鎖３－８ 株式会社　みやこ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員／田鎖 小規模デイサービス利用者の介護を行っていただき
ます。
・主に食事・入浴介助、レクリエーション活動等を
おこないます。
・送迎業務（主に宮古市内の送迎となり、軽自動車

岩手県宮古市田鎖３－８ 株式会社　みやこ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員初任者研修修了
者、ホームヘルパー２級

のいずれか

基本的なパソコン操作、
入力

看護師、准看護師
のいずれか

事業所名
求人番号

生活相談員 当社が運営する小規模デイサービス（利用者１８人
程度）における相談業務全般に従事していただきま
す。
・利用者、家族、関係機関との相談業務
・連絡調整全般

岩手県宮古市田鎖３－８ 株式会社　みやこ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

（11月28日時点の内容です）

１１月２１日　から　１１月２８日　までに受理した求人です。　＜次回発行日は１２月８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

介護支援専門員（ｹｱﾏﾈｰ
ｼﾞｬｰ）、社会福祉主事

のいずれか

◎ 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１２月１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ＡＴ 交替制あり
(1)7時30分～16時30分

1人 159,804円～170,100円 (2)8時15分～17時15分

正社員以外 不問 03030- 3626521
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時50分

1人 147,297円～147,297円

正社員 59歳以下 03030- 3628321
変形（1年単位）
(1)8時10分～17時10分

1人 170,000円～170,000円

正社員 40歳以下 03030- 3630021
変形（1年単位）
(1)8時10分～17時10分

1人 146,888円～146,888円

正社員 40歳以下 03030- 3631721
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1)8時00分～17時00分
1人 220,000円～270,000円 (2)9時30分～18時30分

正社員 59歳以下 03030- 3615721
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)9時00分～18時00分
1人 150,000円～200,000円 (2)13時00分～22時00分

正社員 40歳以下 03030- 3617221
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1)8時30分～17時30分
1人 150,000円～200,000円 (2)8時00分～17時00分

介護福祉士　あれば尚可

正社員 64歳以下 03030- 3619421
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 158,667円～272,000円

土木作業経験
正社員以外 不問 建設関係の資格があれば尚可 03030- 3620921

普通自動車免許一種 変形（1年単位）
中型自動車免許　あれば尚可 (1)9時00分～18時00分

2人 160,000円～200,000円

正社員 61歳以下 03010-27153521
普通自動車免許一種 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 自動車検査員 208,000円～248,000円
中型自動車免許　あれば尚可

整備資格なしの方はご相談ください

正社員 61歳以下 簡単なＰＣ入力作業ができれば尚可 03010-27164621
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)9時00分～18時00分
5人 160,000円～200,000円

整備資格なしでも応募可
正社員 61歳以下 簡単なＰＣ入力作業ができれば尚可 03010-27165921

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 167,000円～192,000円

正社員 35歳以下 03010-27034321

調理経験があれば尚可 (1)7時30分～16時30分
1人 130,000円～150,000円

正社員以外 不問 04010-69736421

2

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
月未満）

岩手県宮古市

配送員（宮古支店）【３５
歳以下】

＊ＬＰガスの配送
＊灯油の配送（宮古近隣地域、ＭＴ車による）

※作業習得期間中は資格を有する従業員と同行して
業務を行いま

岩手県盛岡市内丸１４－４ 泉金物産　株式会社
中型自動車免許、危険物取
扱者（丙種）、液化石油ガ
ス設備士、保安業務員・ガ
ス販売二種等　のいずれか

あれば尚可

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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
株式会社中型自動車免許、二級自動車

整備士、自動車検査員　のい
ずれかあれば尚可雇用期間の定めなし

岩手県宮古市　他

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

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

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

営業、販売の経験　あれば
尚可雇用期間の定めなし

ワード、エクセル、ＰＣ入
力作業ができれば尚可

岩手県宮古市

土木作業員および重機オペ
レーター

土木工事を請負っています。以下の業務を行ってい
ただきます。
・土木工事等
・その他付随する業務
＊移動手段は、会社集合で社用車移動又は直行直帰

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第１６地割３－３１

株式会社　宇野ビル
ド車両系建設機械（整地・運

搬・積込用及び掘削用）運
転技能者雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
岩手県山田町、宮古市

介護員（通所） 通所リハビリテーション（デイケア）の介護業務を
行います。
・おおよそ２０名の利用者を介護
・食事、入浴、排泄、健康管理、自立支援、レクリ
エーション、

岩手県宮古市実田２丁目５
－１０

医療法人　おかだ外
科内科クリニック

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員初任者研修修了者

フロント係 ホテルフロント接客業務に従事していただきます。
・チェックイン、チェックアウト他お客様応対全般
・地場産品等の販売
・仕出し料理等の配達
・新規事業再構築に関する業務

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字松橋１－２　　ホテル愛
山

株式会社　フロン
ティアいわいずみ

雇用期間の定めなし
又は9時00分～22時00分
の間の5時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

工具修理・取付・整備 当社において下記の業務に従事して頂きます。
・電動工具、エンジン工具、石油ストーブ等の取
付、修理、整備等
・店舗内およびお客様宅へ訪問し作業
・その他付随する業務

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第２地割４３番地６
ホームワンサトー

有限会社　サトー
（ホームワン　サ
トー）

第一種電気工事士　あれば
尚可

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

キャド機械操作 主に官公庁の制服を製造しています。

・キャド機械にて型紙の確認作業等を行います。



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

ミシン保全兼裁断工 ミシン７０台の保全と裁断工程を行います。
・ミシンの修理調整
・メーカーに問合せ（必要時）
・ロール状（２０～３０キロ）の生地を自動裁断機
セット

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

製品抜き作業・外観検査
（岩泉）

当社岩泉工場において、下記の業務を行っていただ
きます。
・主にシート状のゴム製品をプレス機を使用し抜き
作業
・ゴム製品の汚れや形状等を目視で確認、パッキン

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

介護職／デイサービスセン
ター

　ふれあい荘デイサービスセンターにおいて、ご利
用者様に対する介護サービスに従事していただきま
す。ご利用者は１日およそ１５人です。
〔主な業務〕
・入浴・食事・排泄等の介護業務

岩手県宮古市田老字養呂地
６番地２

社会福祉法人　田老
和心会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

介護経験　あれば尚可

電動工具や機械などの修理
経験のある方


