
交替制あり
(1) 9時45分～18時45分

160,000円～180,000円

正社員 59歳以下 03010-25022291
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 9時30分～19時00分
160,000円～184,000円

正社員 59歳以下 03010-25095991
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
150,400円～225,600円 (2) 8時00分～17時00分

(3)10時30分～19時30分

正社員 64歳以下 03030- 3652491
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 6時30分～15時30分
150,400円～225,600円 (2) 8時00分～17時00分

(3)10時30分～19時30分

正社員 64歳以下 03030- 3653791
変形（１ヶ月単位）
(1)10時00分～19時00分

171,600円～235,400円

正社員 59歳以下 03030- 3657191
変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～16時00分

142,300円～158,700円 (2) 9時30分～18時30分
(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030- 3659391
変形（１年単位）
(1) 8時00分～16時50分

135,683円～135,683円

正社員 59歳以下 03030- 3643991
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

看護師又は (1) 8時00分～17時00分
准看護師 158,700円～270,100円 (2) 8時30分～17時30分

正社員以外 不問 03030- 3644491
社会福祉士

(1) 8時30分～17時30分
200,000円～316,000円

正社員 64歳以下 03030- 3645791
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
180,800円～293,800円

正社員 64歳以下 03030- 3646891
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時00分
160,000円～160,000円

正社員 59歳以下 03030- 3649191
フレックス
(1) 9時00分～17時30分

176,250円～247,500円 (2)11時00分～15時00分

正社員 59歳以下 04010-68804091
フレックス
(1) 9時00分～17時30分

176,250円～247,500円 (2)11時00分～15時00分

正社員 59歳以下 04010-68821391

(1) 8時00分～17時00分
216,000円～237,600円

正社員 不問 02050- 2791091
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時15分～17時15分
125,587円～125,587円

正社員以外 不問 03030- 3639291
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～16時30分
163,000円～178,000円

正社員 30歳以下 03030- 3641391
看護師 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
204,000円～440,640円

正社員以外 64歳以下 03030- 3642691
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
315,800円～558,140円

正社員 59歳以下 04010-68698791
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     （10月18日時点の内容です）

　　１０月１５日　から　１０月１８日　までに受理した求人です。　 ＜次回発行日は　１０月３１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
事業所名
求人番号

販売員（ソフトバンク宮古
バイパス）

2人

・携帯電話の販売窓口業務

・受付事務業務
（携帯販売以外のサービス等における事務作業）


岩手県盛岡市中ノ橋通２
丁目８－２

アーク　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

商品管理及びピット作業
（宮古店）

1人

商品管理及びピット作業員として下記の業務を
行っていただきます。
・ピット作業補助
　タイヤ交換、タイヤ洗い、交換後のタイヤの袋
詰め等

岩手県盛岡市津志田町一
丁目５－２１

株式会社　ブリヂ
ストンリテール岩
手雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ガソリンスタンド販売員
（岩泉ＳＳ）

1人

ガソリンスタンド販売員に従事していただきま
す。
・車両への給油業務、応対サービス
・窓ふき、洗車、簡単な自動車整備
・タイヤ交換、配達などの諸業務

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－１４２－１２

株式会社　サカモ
ト

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

ガソリンスタンド販売員
（船越ＳＳ）

1人

ガソリンスタンド販売員に従事していただきま
す。
・車両への給油業務、応対サービス
・窓ふき、洗車、簡単な自動車整備
・タイヤ交換、配達などの諸業務

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－１４２－１２

株式会社　サカモ
ト

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

メガネ・補聴器販売員
（コーディネーター）

2人

店内において、メガネや補聴器の販売を行いま
す。
・お客様に合うメガネや補聴器のコーディネート
・検眼、検聴
・メガネ修理加工

岩手県宮古市宮町三丁目
９－１６

アコール　株式会
社（弐萬圓堂　宮
古バイパス店）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職／特別養護老人ホー
ム

1人

・施設利用者（特養・短期入所者）への介護サー
ビスの提供
（食事、入浴、排せつ、レクリエーション等）
・採用後おおむね３ヶ月間は日勤のみの勤務


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

月以上）

岩手県宮古市

外観検査・仕上げ（山田）

2人

当社三陸工場において、下記の業務を行っていた
だきます。
・工業製品に使用されるゴムパッキンの汚れ、形
状等の外観を検査する業務
・目視でパッキンの選別を行い、カッターやハサ

岩手県下閉伊郡山田町大
沢４－２０－１４０

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

看護師「看護」

1人

当施設における利用者への看護業務全般を行いま
す。
・利用者の健康管理
・服薬管理
・バイタルチェック

岩手県宮古市崎山第５地
割９４番地

社会福祉法人　若
竹会　わかたけ学
園雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

社会福祉士

1人

病院における社会福祉士業務全般を担当していた
だきます。
・入退院の調整、相談支援（他の病院・施設・家
族との連絡調整、院内調整、入院患者様の相談対
応など）

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

法面作業員「建設」

1人

道路や河川など、各現場において法面作業全般を
行います。
・主に斜面から降りながらの高所作業やその他現
場作業となり、体力を必要とします。
・現在、田野畑・岩泉・宮古が主な現場となりま

岩手県下閉伊郡田野畑村
羅賀２６８－１

佐藤建設　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

水産加工員（現場補助・運
転手）／正社員

1人

干物や冷凍品の製造及び鮮魚の出荷を行います。
・サバ、イワシ等、青魚の干物加工
・魚をさばいたり、乾かしたりの機械加工処理
・トレーに並べたり、箱詰め等は手作業
・市場から鮮魚運搬、取引先への配達、冷凍庫よ

岩手県下閉伊郡山田町大
沢１０－２０７－５

大和水産　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

コンサルティング営業［岩
手県］

1人

地域に密着した「ＮＴＴ東日本の顔」として、地
域企業や自治体へのＩＣＴ（Ｉｎｆｏｒｍａｔｉ
ｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｔ
ｅｃｎｏｌｏｇｙ）のコンサルティングを行い、
複数のサービスを組み合わせ提案しながら、お客

宮城県仙台市若林区五橋
３丁目２－１

株式会社　ＮＴＴ
東日本－東北

雇用期間の定めなし

企業、自治体への営業経験
のある方

岩手県宮古市、他

ＳＥ［岩手県］

1人

当社のＳＥは、さまざまなプロジェクトにおける
ＰＭもしくはＰＬ（※）を担う業務です。
地域に根差し、お客様が抱える課題やニーズを的
確に把握、理解し、課題解決を図る最適なソ
リューションを提供します。

宮城県仙台市若林区五橋
３丁目２－１

株式会社　ＮＴＴ
東日本－東北

雇用期間の定めなし
ＳＩｅｒ等勤務／企業に対
するＮＷインフラ構築業務

などの経験のある方 岩手県宮古市、他

土木作業員【岩手県】

4人

◇災害復旧工事現場の土木作業に従事していただ
きます。
　・河川ブロック積み重ね
　・掘削、埋戻し等
　

青森県上北郡東北町字仏
沢３－４９

有限会社　東北推
進工業

雇用期間の定めなし

土木作業の経験ある方 岩手県下閉伊郡岩泉町、他

一般事務

1人

電気工事部門の事務全般。パソコンでの資料作
成・データ入力が主な仕事です
・工事関係の資料作成、書類整理
・受注・発注に関わる事務
・電話・来客対応

岩手県宮古市板屋３丁目
２－６

有限会社　オイカ
ワ設備企画

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）操作ができる方

岩手県宮古市

港湾荷役作業員

1人

藤原埠頭にて港湾運送事業一貫での作業員として
従事して頂きます。
・貨物船の積込、荷揚げの作業
・フェリー定期船の固縛作業、客船の綱取り・放
し等

岩手県宮古市小山田１丁
目４４

宮古港湾運送　株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師／日勤　「看護」

2人

当院では医療療養病棟２病棟、回復期リハビリ
テーション病棟２病棟があります。
・各病棟３０～４０床看護業務全般
　配属病棟は相談のうえ決定いたします。


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

電気設備施工管理技士

1人

各建設現場に伴う電気設備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

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

施工管理経験３年以上 岩手県宮古市、他

◎ 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 

令和元年１０月２４日発行  



普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～17時00分

236,240円～440,640円

正社員 59歳以下 04010-68702791
中型自動車免許 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
161,700円～278,100円

正社員 59歳以下 13010-32005692
保育士又は 変形（１ヶ月単位）
幼稚園教諭 (1) 7時30分～16時30分

151,700円～165,800円 (2) 8時00分～17時00分
(3) 9時00分～18時00分

正社員以外 不問 03030- 3635991
薬剤師

(1) 8時30分～17時15分
237,200円～237,200円

正社員 59歳以下 03070- 6253791
看護師

(1) 8時30分～17時15分
192,200円～212,800円 (2)16時30分～ 1時15分

(3) 0時30分～ 9時15分

正社員 59歳以下 03070- 6254891

(1) 8時30分～17時15分
145,400円～182,300円

正社員 37歳以下 03070- 6262291
管理栄養士

(1) 8時30分～17時15分
166,100円～188,500円

正社員 37歳以下 03070- 6264191
理学療法士又は

作業療法士 (1) 8時30分～17時15分
177,200円～188,500円

正社員 37歳以下 03070- 6265091
看護師

(1) 7時00分～15時45分
192,200円～212,800円 (2) 8時00分～16時45分

(3) 9時00分～17時45分

正社員 37歳以下 03070- 6266391

2

現場監督補助（土木分野）

1人

土木工事における管理業務（現場監督）を行って
頂きます。
・工事における写真の撮影及び管理業務
・作業員への作業内容の伝達及び確認　
・現場での安全確認業務

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

機械整備（宮古北出張所）

1人

建設現場などで使用するレンタル機械を、
修理・点検・メンテナンスする仕事です。

機械整備の経験や資格がある方は特技を活かせる
職場です。

東京都中央区日本橋３－
１２－２　朝日ビルヂン
グ７Ｆ

株式会社　アク
ティオ

雇用期間の定めなし

経験者優遇 岩手県宮古市

保育士又は幼稚園教諭「保
育」

1人

０歳～６歳児までの児童保育補助を担当
・園児達の給食・お手洗いの指導
・遊び・お昼寝の見守り等
・担任の補助業務を行います


岩手県下閉伊郡山田町船
越９－２６－４

社会福祉法人　親
和会　日台きずな
保育園雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

薬剤師（岩泉町）

1人

■調剤及び製剤、患者さんへの服薬指導等を行っ
ていただきます。
○院内又は外来においての薬剤師業務。
　・調剤及び製剤
　・服薬指導

岩手県北上市花園町一丁
目６番８号

社会福祉法人　恩
賜財団　済生会支
部　岩手県済生会雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

看護師（岩泉町）
　　　　　　　　「看護」

2人

■病棟及び外来患者さんへの看護業務及び医療の
補助等を行っていただきます。
・病棟、外来においての看護業務
・診療の補助
・療養上の介助など

岩手県北上市花園町一丁
目６番８号

社会福祉法人　恩
賜財団　済生会支
部　岩手県済生会雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

事務職員（岩泉町：百楽
苑）

1人

■特別養護老人ホーム百楽苑での事務全般を行っ
ていただきます。
・介護報酬請求事務等
・総務（給与、庶務等）
・経理（試算表作成等）

岩手県北上市花園町一丁
目６番８号

社会福祉法人　恩
賜財団　済生会支
部　岩手県済生会雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

管理栄養士（岩泉町：百楽
苑）

1人

■特別養護老人ホームの管理栄養士業務を行って
いただきます。
・栄養マネジメント業務全般
・食形態管理業務　　　　　　　・食数管理業務
・献立の作成　　　　　　　　　・発注業務

岩手県北上市花園町一丁
目６番８号

社会福祉法人　恩
賜財団　済生会支
部　岩手県済生会雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

理学療法士又は作業療法士
（岩泉町：百楽苑）

1人

■機能訓練業務及び利用者への包括的な援助
・入所者が食事や着替えなどで自立した生活を送
れるように援助を行う。
・個別機能訓練計画の作成および個別機能訓練の
実施。

岩手県北上市花園町一丁
目６番８号

社会福祉法人　恩
賜財団　済生会支
部　岩手県済生会雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

看護師（岩泉町：百楽苑）
　　　　　　　「看護」

1人

■特別養護老人ホーム百楽苑において利用者さん
への
　看護業務を行っていただきます。
・特養での看護業務
・療養上の介助など

岩手県北上市花園町一丁
目６番８号

社会福祉法人　恩
賜財団　済生会支
部　岩手県済生会雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町


