
介護支援専門員
普通自動車免許ＡＴ (1) 9時00分～18時00分

207,850円～212,850円

正社員 不問 03010- 5415691
介護支援専門員

普通自動車免許ＡＴ (1) 9時00分～18時00分
207,850円～212,850円

正社員 不問 03010- 5416991
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時30分
200,000円～210,000円

正社員以外 不問 03030-  743391
調理師 交替制あり

(1) 7時30分～16時15分
125,657円～175,392円 (2)10時45分～19時30分

正社員以外 不問 03030-  744691
看護師又は
准看護師 (1) 8時00分～17時00分

普通自動車免許ＡＴ 179,600円～179,600円

正社員以外 不問 03030-  745991
中型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
155,000円～230,000円

正社員 59歳以下 03030-  747791
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
180,000円～300,000円

正社員 59歳以下 03030-  748891
普通自動車免許ＡＴ

(1)21時00分～ 4時00分
105,600円～156,000円

正社員 18歳以上 03030-  749291
大型特殊自動車一種 変形（１年単位）
小型移動式クレーン (1) 8時00分～17時00分

209,000円～239,000円

正社員 59歳以下 03030-  750091

(1) 8時30分～17時15分
131,460円～152,040円

正社員以外 不問 03030-  751391
調理師

(1) 8時30分～17時15分
126,072円～138,108円

正社員以外 不問 03030-  725191
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

車両系整地掘削用運転 (1) 8時00分～17時00分
207,900円～323,400円

正社員 不問 03030-  726091

(1) 8時30分～17時15分
132,430円～139,400円

正社員以外 不問 03030-  731291
介護福祉士 変形（１ヶ月単位）

(1) 7時30分～16時30分
154,000円～210,000円 (2) 8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

正社員 64歳以下 03030-  732591
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
135,000円～150,000円

正社員 40歳以下 03030-  734091
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
161,700円～346,500円

正社員 64歳以下 03030-  735391
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
184,800円～346,500円

正社員 64歳以下 03030-  736691
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
161,700円～231,000円

正社員 64歳以下 03030-  737991

1

大工見習い

1人

以下の業務を行っていただきます。
・新築、リフォーム作業の補助
・修理、修繕作業の補助
・サイエンスホーム宮古店での新築作業補助


岩手県宮古市山口一丁目
２－３１

沢与建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

大工

1人

以下の業務を行っていただきます。
・新築、リフォーム作業
・修理、修繕作業
・サイエンスホーム宮古店での新築作業


岩手県宮古市山口一丁目
２－３１

沢与建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

大工経験者 岩手県宮古市

営業

1人

以下の業務を行っていただきます。
・既存の顧客（リピーター）に対して住宅関連の
お悩み等の相談（トイレの詰まり、水回り修繕、
和式トイレから洋式トイレへの変更リフォーム
等）

岩手県宮古市山口一丁目
２－３１

沢与建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

パソコン操作ができる方
（ワード・エクセル）

岩手県宮古市

事務

1人

総務・経理などの事務全般を担当していただきま
す。
・入出庫に係る伝票処理
・在庫・売上等の帳簿づけ
・パソコンを使用しての文書作成、メール、デー

岩手県宮古市臨港通４－
８

株式会社宮古製氷
冷凍工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護福祉士「介護」

1人

入院患者（１病棟４０名位）の介助支援を行いま
す。
・食事、入浴、トイレなどの介助
各病棟には１０～１５名の介護士がおります。他
の職種と共働で患者さんの身体機能障害からの回

岩手県宮古市保久田８－
３７

特定医療法人　弘
慈会　宮古第一病
院雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理員／デイサービス

1人

デイサービスでの調理業務を行っていただきま
す。
・献立表により、食材の発注、仕込み、調理、盛
り付け
・食器や調理器具の洗浄・後片付け

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字森の越４番地１４

社会福祉法人　岩
泉町社会福祉協議
会雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

重機オペレーター「建設」
≪急募≫

1人

・重機による道路の掘削工事などの土木工事

＊現場は、主に沿岸地域となります。
＊当社では、社員との連携やコミュニケーショ
ン、協調性を

岩手県宮古市根市第６地
割７番地１

有限会社　伊藤総
業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理士／こども課
（期限付臨時職員）≪急募

1人

宮古市内保育所（公立保育所、へき地保育所）１
２か所のいずれかにおいて、給食調理業務を行っ
ていただきます。
・給食の準備から片付け
・園内の清掃や片付け、備品消毒など

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
月未満）

岩手県宮古市

一般事務補助／宮古土木セ
ンター

1人

宮古土木センターにおいて、事務補助業務を行っ
ていただきます。
・パソコン（ワード・エクセル）を使用しての
データ入力
・各種書類のコピー　　　

岩手県宮古市五月町１番
２０号　宮古地区合同庁
舎内

岩手県沿岸広域振
興局

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作できる方

岩手県宮古市

貨物自動車運転手

1人

飼料配送業務を担当していただきます。
・ユニック車（７ｔ）を運転
・農家へバラ飼料の配送
・その他日々の業務として、車両の点検、運転日
報、洗車な　どの付随業務

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

岩手県下閉伊郡岩泉町

運転手（随伴車）

1人

宮古市内・近郊を中心とした運転代行業務全般
・お客様のご依頼地にあわせての随伴車両運転
・接客、乗務記録簿への記載、精算会計
・車両管理等（給油、洗車、タイヤ交換）を行い
ます。

岩手県宮古市実田１－１
－１

運転代行　人力舎

雇用期間の定めなし

運転経験１年以上 岩手県宮古市

冷凍機械管理主任

1人

水産物を冷凍機械運転業務を行います。
・冷凍機械操作
・加工機械の保守、メンテナンス
・点検及び整備等
他１名おります。工場移動は社用車使用です。

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

運転手兼水産加工員

1人

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

看護師「看護」

1人

看護業務を担当していただきます。
・健康管理
・体調不良の児童を保育所の専用スペースにおい
て、看護業　務をしながら一時的保育
・体調不良の児童がいない場合は、通常保育の補

岩手県下閉伊郡山田町織
笠１１－３０

社会福祉法人　三
心会　織笠保育園

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

調理師≪急募≫

1人

当病院内において、入院患者様への食事調理業務
に従事していただきます。
・炊飯や味噌汁作り、料理の盛り付け
・食器洗浄、調理場の清掃等


岩手県下閉伊郡山田町飯
岡第１地割２１番地１

岩手県立　山田病
院

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

ＬＰガス保安サービス職・
営業職「建設」／山田営業

1人

ＬＰガス保安サービス業務
・使用されているガスの法定期間毎の点検
・設備器具・給湯器・コンロ等の交換、修理作業
・アパート等の入退出によるガスの開閉栓
・プロパンガス、灯油の営業支援、ガス器具等の

岩手県宮古市港町２番２
２号

カメイ株式会社
宮古支店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

 
パソコン操作（エクセル・

ワード）

主任ケアマネジャー（宮
古）「介護」

1人

ニチイケアセンター宮古においての業務となりま
す。
・相談受付
・アセスメント、居宅サービス計画作成
・モニタリング

岩手県盛岡市盛岡駅西通
２－９－１　マリオスビ
ル　１２Ｆ

株式会社　ニチイ
学館　盛岡支店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

主任ケアマネジャー（八木
沢）「介護」

1人

ニチイケアセンター八木沢においての業務となり
ます。
・相談受付
・アセスメント、居宅サービス計画作成
・モニタリング

岩手県盛岡市盛岡駅西通
２－９－１　マリオスビ
ル　１２Ｆ

株式会社　ニチイ
学館　盛岡支店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

     （2月25日時点の内容です）

　　２月１９日　から　２月２５日　までに受理した求人です。　　　＜次回発行日は　３月７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

◎ この求人情報は、発行日現在、有効中の求人を掲載しています。       ◎ 面接には、ハローワークの紹介状をご持参ください。 

◎ すでに、募集を締め切っている場合もありますので、ご注意ください。 

TEL 0193－63－8609 

ハローワーク 宮古 

宮古公共職業安定所 

◎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。 フルタイム ◎ この求人情報は、発行日現在、有効中の求人を掲載しています。       ◎ 面接には、ハローワークの紹介状をご持参ください。 

◎ すでに、募集を締め切っている場合もありますので、ご注意ください。 

TEL 0193－63－8609 

ハローワーク 宮古 

宮古公共職業安定所 

◎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。 フルタイム 

平成３１年２月２８日発行  



普通自動車免許一種 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

161,700円～231,000円

正社員 64歳以下 03030-  738491
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
161,700円～231,000円

正社員 64歳以下 03030-  739791
看護師 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
210,000円～470,000円 (2)15時00分～ 9時00分

正社員 64歳以下 03030-  711491
准看護師 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
180,000円～360,000円 (2)15時00分～ 9時00分

正社員 64歳以下 03030-  712791
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
209,700円～209,700円

正社員 40歳以下 03030-  713891

(1) 6時45分～15時45分
133,920円～133,920円 (2)10時30分～19時30分

正社員以外 不問 03030-  716191
看護師又は 変形（１ヶ月単位）
准看護師 (1) 8時30分～17時30分

216,300円～350,000円 (2)17時30分～ 8時30分

正社員 59歳以下 03030-  720491
介護支援専門員

普通自動車免許ＡＴ (1) 8時30分～17時30分
225,000円～264,000円

正社員 不問 03030-  706291
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

フォークリフト技能者 (1) 8時00分～17時15分
車両系整地掘削用運転 160,000円～200,000円

正社員 64歳以下 03030-  708191
理容師 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～18時30分
150,000円～350,000円

正社員 不問 03010- 5547991

(1) 8時30分～17時15分
130,400円～194,000円

正社員以外 不問 03020-  505691

(1) 8時50分～17時35分
129,560円～129,560円

正社員以外 不問 03030-  753991
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
133,056円～164,160円 (2) 7時00分～16時00分

(3) 9時30分～18時30分

正社員以外 不問 03030-  754491
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～18時30分

140,000円～150,000円

正社員 不問 03030-  755791
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分

141,200円～158,700円

正社員以外 不問 03030-  758591
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
194,400円～216,000円

正社員 59歳以下 03030-  759191
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
143,000円～187,000円

正社員 不問 03030-  760691

(1) 8時30分～17時15分
141,520円～141,520円

正社員以外 不問 04030- 1284591

2

研究補助（宮古庁舎）

1人

◇水生生物の飼育設備の管理、サンプル処理およ
びデータ入　力に関わる補助業務
　　
　


宮城県塩竈市新浜町３丁
目２７－５

国立研究開発法人
水産研究・教育機
構　東北区水産研
究所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

森林林業の現場業務

1人

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
・初めての方でも研修を受けながら仕事を覚え、

岩手県宮古市舘合町３－
３

宮古地方森林組合

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

普通作業員「建設」

1人

土木工事、舗装工事、管工事全般
・主に公共工事で、重機の手元として機械では対
応できない
　細部の手作業
・その他付随する業務

岩手県下閉伊郡岩泉町袰
綿字浦場６５－１

有限会社　澤里土
木工業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

介護職／デイサービス
「介護」

1人

デイサービス利用者への介護サービスの提供とな
ります。
・食事、入浴、排せつ介助
・レクリエーション等
・原則、送迎車の運転業務はありませんが、添乗

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
４地割１－２０

社会福祉法人　若
竹会　サンホーム
みやこ雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県宮古市

歯科助手

1人

歯科外来患者様の診療補助業務に従事していただ
きます。
・患者様の案内、診療器具の準備、使用後の消
毒、院内の清　掃等を行っていただきます。


岩手県宮古市田老三王１
丁目１番３－２号

山本歯科医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護員／さくらつつみ「介
護」

1人

小規模多機能センター（通所・訪問）サービスに
おいて、介護業務全般に従事していただきます。
・利用者の食事介助、入浴介助、排泄介助
・レクレーション活動の企画・運営などの業務
・施設車での送迎をしていただきます。

岩手県宮古市長根４－１
３－１

株式会社　介護施
設えくぼ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

窓口事務

1人

郵便局窓口にて下記の業務に従事します。
・切手・はがき・収入印紙の販売、郵便物
・ゆうパックの引　受を担当します。
・６ヶ月～１年程度の経験を積み本人の習熟度合
を考慮した　上で金融窓口業務にもつきます。

岩手県宮古市磯鶏沖８－
１８

日本郵便株式会社
磯鶏郵便局

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

事務補助（宮古港出張所勤
務）

1人

一般事務補助として主に以下の作業を行って頂き
ます。

　＊電話応対、来客対応
　＊勤務時間関係書類整理業務（職員の勤怠管

岩手県釜石市港町２－７
－２７

国土交通省　東北
地方整備局　釜石
港湾事務所雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
パソコン操作経験者（エク

セル、ワード）
岩手県宮古市

理容師（宮古店）

1人

『理容・美容クイック宮古店』において、理容業
務全般に従事していただきます。注文に応じて、
カット、シャンプー、顔そり、カラー等を行いま
す。お客様の対応や会計など、その他付随する業
務を行っていただきます。

岩手県盛岡市緑が丘４丁
目１－６２【求人票郵送
先指定あり】

株式会社　クォー
ル

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木施工管理見習い「建
設」

1人

工事現場での土木施工管理業務全般の見習いを行
います。
・現場代理人の業務のうち、土木施工管理の補助
を担当
・現場は主に宮古市内

岩手県宮古市山口一丁目
２－３１

沢与建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

パソコン操作ができる方 岩手県宮古市

建築施工管理見習い「建
設」

1人

工事現場での建築施工管理業務全般の見習いを行
います。
・現場代理人の業務のうち、建築施工管理の補助
を担当
・現場は主に宮古市内

岩手県宮古市山口一丁目
２－３１

沢与建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

パソコン操作ができる方 岩手県宮古市

看護師「看護」／正社員

3人

・採血検査や各種注射の準備と実施
・高齢者の歩行介助や車椅子介助
＊医療療護病棟、回復期リハビリテーション病棟
があります
＊リハビリ病棟：リハビリスタッフなど様々な職

岩手県宮古市保久田８－
３７

特定医療法人　弘
慈会　宮古第一病
院雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

准看護師「看護」／正社員

2人

・採血検査や各種注射の準備と実施
・高齢者の歩行介助や車椅子介助
＊医療療護病棟、回復期リハビリテーション病棟
があります
＊リハビリ病棟：リハビリスタッフなど様々な職

岩手県宮古市保久田８－
３７

特定医療法人　弘
慈会　宮古第一病
院雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

山林作業員

2人

木材の伐採・搬出を行う素材生産に関わる業務全
般。
・立木の伐採、伐倒木の集材、集伐木の造材（集
めた木を玉　切る）
・造材木（玉切った木）の運搬となります。

岩手県宮古市近内一丁目
４番１３号

有限会社　道又林
業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売及び観光案内

1人

３月２３日開通する三陸鉄道陸中山田駅内でのお
仕事です。
・切符、定期券等の販売
・駅利用者や観光客へのご案内
・問い合わせ等の対応

岩手県下閉伊郡山田町大
沢２－１９－１

一般社団法人　山
田町観光協会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

看護師「看護」

2人

当院内の外来や入院病棟おいて、看護業務全般に
従事していただきます。夜勤勤務は１９床で２名
体制となります。



岩手県宮古市大通一丁目
３－２４

後藤泌尿器科皮膚
科医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ケアマネージャー／さくら
つつみ「介護」

1人

小規模多機能センター（通所・訪問）サービスに
おいて、ケアマネージャー業務を担当していただ
きます。
・介護サービスの策定・相談
・介護認定調査の実施等

岩手県宮古市長根４－１
３－１

株式会社　介護施
設えくぼ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

木材加工

1人

チップの製造にかかる作業全般に従事していただ
きます。
・ある程度の大きさに裁断された丸太を、破砕用
の機械に投　入する作業
・ショベルローダーとフォークリフトを使用して

岩手県宮古市川井２－２ 有限会社　川井林
業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市


