
変形（１ヶ月単位）

140,000円～140,000円

正社員以外 不問 03030- 3318991
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時15分
127,400円～127,400円

正社員以外 不問 03030- 3322191
看護師又は
准看護師 (1) 8時30分～18時00分

200,000円～230,000円 (2) 8時30分～12時30分

正社員 不問 03030- 3323091
移動式クレーン運転士

(1) 8時00分～17時00分
230,000円～345,000円

正社員 69歳以下 03050- 5834291
大型自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
184,000円～230,000円

正社員 69歳以下 03050- 5835591
移動式クレーン運転士
大型自動車免許一種 (1) 8時00分～17時00分

230,000円～345,000円

正社員 69歳以下 03050- 5857991
大型自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
184,000円～230,000円

正社員 69歳以下 03050- 5858491
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
236,240円～433,300円

正社員 59歳以下 04010-63528391

185,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030- 3306591
介護職員初任者研修 変形（１ヶ月単位）
普通自動車免許ＡＴ (1) 8時30分～17時30分

176,000円～205,000円

正社員 64歳以下 03030- 3307191

(1) 9時00分～19時00分
150,000円～180,000円 (2)11時00分～21時00分

正社員 不問 03030- 3308091
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
138,600円～170,000円

雇用期間の定めなし

正社員 不問 03030- 3310791

(1) 8時15分～17時00分
140,000円～200,000円

正社員 35歳以下 03030- 3311891
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時00分
162,160円～214,800円

正社員 64歳以下 03030- 3314191
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
150,000円～150,000円

正社員 59歳以下 03030- 3315091
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
358,548円～566,935円

雇用期間の定めなし

正社員 64歳以下 04010-63210091
変形（１ヶ月単位）
(1) 9時00分～18時00分

165,000円～205,000円 (2) 9時00分～12時00分

正社員 59歳以下 04010-63253691
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時20分

138,000円～143,000円

正社員 不問 03030- 3295391
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時20分
138,000円～143,000円

正社員 不問 03030- 3296691
1

     （9月30日時点の内容です）

　　９月２４日　から　９月３０日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　１０月１０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

事務員

1人

テナントビルを総括する事務業務を担当していた
だきます。
・パソコンを使用し、文書や表の作成、整理、
データ入力作業等
・直営店の管理業務、入居テナント対応

岩手県宮古市栄町３－３
５

株式会社　キャト
ル宮古

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン操作（Ｅｘｃｅ
ｌ、Ｗｏｒｄ）

又は 9時00分～19時30分の
間の8時間

岩手県宮古市

一般事務

1人

一般事務業務を行っていただきます。
・電話対応、来客対応（お茶出しあり）
・ワード、エクセルを使った簡単な書類の作成
・会議資料作成業務
・総務事務補助

岩手県宮古市大字津軽石
第１３地割４８８－１

岩手県農業共済組
合　宮古地域セン
ター雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）  
パソコン操作（ワード・エ

クセル基本操作）
岩手県宮古市

看護師・准看護師　「看
護」

1人

当クリニックにおいて、看護業務全般を担当
・医師の補助
・診療介助、処置、検査介助、注射、血圧、検
温、服薬指示
・診療材料の準備、整理

岩手県宮古市保久田４－
７

佐藤雅夫クリニッ
ク

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

移動式クレーンオペレー
ター（宮古営業所）

1人

◇移動式クレーンを使用し各現場での資材、機械
などのつり上げ作業。
・建設現場でのクレーン操作業務。
・管理者の指示に従って資材の運搬等の作業をし
て頂きます。

岩手県一関市城内６－１
２

一般財団法人　建
設工事共同企業体
Ｔ・Ｂ・Ｉ雇用期間の定めなし

２５ｔ、５０ｔクレーン経
験者

岩手県宮古市

移動式クレーンオペレー
ター（宮古営業所）

1人

◇移動式クレーンを使用し各現場での資材・機械
などの吊り上げ作業
◇建設現場でクレーン操作業務


一般社団法人　東
北労働支援組合

雇用期間の定めなし

岩手県一関市城内６－１
２

岩手県宮古市
２５ｔ・５０ｔ以上のク

レーンを操作経験者

大型ダンプ運転手（宮古営
業所）

1人

◇建設工事用資材や関連部材の荷積み、積み降ろ
しの配送業務全般。
・土木工事現場、建設工事現場にてダンプによる
土砂、砕石、砂利等の運搬業務に従事します。
・その他付随する業務。

岩手県一関市城内６－１
２

一般財団法人　建
設工事共同企業体
Ｔ・Ｂ・Ｉ雇用期間の定めなし

大型ダンプ経験者 岩手県宮古市

大型ダンプ運転手（宮古営
業所）

1人

◇建設工事用資材や関連部材の荷積み・荷降ろし
の配送業務全般
＊土木工事現場・建設工事現場にてダンプによる
土砂・砕石・砂利等の運搬作業に従事します。


岩手県一関市城内６－１
２

一般社団法人　東
北労働支援組合

雇用期間の定めなし

大型ダンプ経験者 岩手県宮古市

施工管理補助（空調・衛生
設備課）［岩手県］

1人

未経験の方でも歓迎致します。
建設現場での現場監督の補佐（空調・衛生設備）
に従事して頂きます。
・デジカメ等を使用した写真の管理・整理
・ＰＣを操作（Ｅｘｃｅｌ・Ｗｏｒｄ）し、書類

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

牧場運営・新製品開発・企
画・製造・事務

2人

牧場では乳牛をはじめヤギ・羊・ロバを飼育して
おり、県内外からお客様も沢山来られます。
○可愛く、オシャレな牧場にする為の遊び場作り
○チーズ、お菓子などの製造
○動物たちの世話

岩手県宮古市田老字小堀
内１９－１５

しあわせ乳業　株
式会社

雇用期間の定めなし

又は 5時00分～17時00分の
間の8時間

岩手県宮古市

ケアマネージャー／赤前
「介護」

1人

認知症対応型グループホームでのケアマネー
ジャー業務に従事します。
・利用者の介護サービス計画の策定及び相談対応
・関係機関等との連絡調整
・外出用務の際は社用車を使用

岩手県宮古市向町２番３
４号

有限会社　介護施
設　あお空

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

板前兼厨房

1人

回転寿司「海宝」において調理業務全般を担当し
て頂きます。
○魚介類の調理・仕込み
○寿司の握り・接客販売
○その他、厨房内における付随する業務

岩手県宮古市長根２丁目
６－９

海宝

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

機械オペレーター

1人

当社において下記の業務を行っていただきます。
・金型用パーツ部品の加工
・研磨、プロファイル【※】加工


株式会社　ＧＵＰ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市田鎖３－１
４

岩手県宮古市

1人

【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】

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根３－３３

有限会社　最上商
店


岩手県宮古市、他

設備作業員およびガソリン
スタンドスタッフ「建設」

介護員「介護」

2人

利用者の方のデイサービス介護全般を行います。
・食事、入浴、排泄、レクレーション等の介助
・送迎運転業務（社用車使用）
＊利用者さんが楽しい１日を過ごせるよう業務を
行っています。

岩手県下閉伊郡岩泉町浅
内字下栗畑８０の６

株式会社クオール
（デイサービスす
ずらん）雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

土木施工管理補助（現場事
務所）［宮古市・下閉伊郡
山田町] 3人

工事竣工までの現場管理補助をお願いします。
土木施工管理補助になります。
＜主な仕事内容＞
現場管理、測量、丁張り、写真管理、安全管理、
書類作成等

宮城県仙台市宮城野区榴
岡３丁目１０－７　サン
ライン第６６ビル７階

株式会社　ナス
キー　仙台東口支
店

施工管理経験者
(ご経験が浅い方も可能で
す。ご相談ください。) 岩手県宮古市、他

事務

1人

・電話・来客対応
・社内外清掃など付随する業務
・外出用務（配達や集金）は社用車を使用
＊経理経験のある方で、パソコン操作に慣れてい
る方を希望します。

岩手県宮古市西町１丁目
７番３６号

有限会社　東北ペ
イント

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード・エ
クセル）の出来る方

岩手県宮古市

医療事務［下閉伊郡岩泉
町］

1人

◎調剤薬局における業務全般
・調剤薬局における医療事務
・処方箋や医薬品に関する受付、会計業務
・レセプトコンピューターによる請求事務
・その他、付随する業務　

宮城県仙台市青葉区一番
町１丁目９－１　仙台ト
ラストタワー２４階

株式会社　アイン
ファーマシーズ
東北支店　［アイ
ン薬局］

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

配送・二次加硫係

1人

配送と社内工程を兼務していただきます。
・配送車（キャラバン・バネット）で近隣の取引
先工場へ納品
・引取りおよび内職者（個人宅）へ引取り

有限会社　岩泉ゴ
ム工業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町小
本字内の沢２―２

岩手県下閉伊郡岩泉町

仕上係

1人

ゴム製品（オイルシール）の仕上げ加工業務全般
・手作業や油圧プレスを操作しゴム製品のバリ取
り
・受注規格書をもとに加工

有限会社　岩泉ゴ
ム工業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町小
本字内の沢２―２

岩手県下閉伊郡岩泉町

◎ 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３日発行  



変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

133,728円～151,200円

正社員以外 不問 03030- 3301991
三級自動車整備士

普通自動車免許一種 (1) 9時00分～18時30分
140,800円～166,400円

正社員 64歳以下 03030- 3303791

(1) 8時30分～17時15分
141,520円～141,520円

正社員以外 不問 04030- 4908291
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 7時30分～16時30分
138,800円～165,800円 (2) 9時00分～18時00分

(3)12時00分～21時00分

正社員以外 不問 03030- 3275591
中型自動車免許 変形（１ヶ月単位）

又は (1) 8時00分～17時00分
普通自動車免許一種 146,200円～159,960円
小型移動式クレーン

玉掛技能者
正社員 64歳以下 03030- 3280491

普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分

145,000円～145,000円

正社員 35歳以下 03030- 3282891
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時10分
140,000円～140,000円

正社員 64歳以下 03030- 3285191
介護福祉士 変形（１ヶ月単位）

又は (1) 8時30分～17時30分
介護職員初任者研修 134,120円～145,440円 (2)11時00分～20時00分

(3)16時00分～ 9時00分

正社員 64歳以下 03030- 3287391
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時15分～17時15分
135,000円～145,000円

正社員以外 不問 03030- 3288691
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 7時00分～16時00分
147,100円～171,000円 (2) 7時30分～16時30分

(3) 9時00分～18時00分

正社員以外 不問 03030- 3291291
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 7時00分～16時00分
147,100円～171,000円 (2) 8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030- 3292591
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 7時00分～16時00分
147,100円～171,000円 (2) 9時30分～18時30分

(3)12時00分～21時00分

正社員以外 不問 03030- 3293191
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
236,240円～433,300円

正社員 59歳以下 04010-62877191
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～18時00分
197,000円～211,000円

正社員 64歳以下 35020-11928691
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
156,500円～192,000円

正社員 35歳以下 03030- 3270991

(1) 8時00分～17時30分
169,500円～267,800円

正社員 64歳以下 03030- 3271491
管理栄養士

(1) 8時30分～17時15分
150,626円～233,856円

正社員以外 不問 03030- 3272791
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
236,240円～433,300円

正社員 59歳以下 04010-62700791

2

精密部品の検査

1人

空調の効いた明るい工場内で座って作業して頂き
ます。
拡大鏡や顕微鏡を使用し携帯電話、デジタルカメ
ラなどに用いられる精密電子部品（コネクタ）の
検査をして頂きます。細かい作業が得意な方に最

岩手県宮古市田鎖９地割
５５番地１

株式会社　エム・
アイ・テイー　東
北工場雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

自動車整備士

1人

【自動車整備業務】
・車検整備、点検整備、一般整備、
・用品取付、納車、引き取り
【ロードサービス業務】
・レッカー車、積載車のドライバー

岩手県宮古市長町１丁目
９－１０

金子誠輪社

雇用期間の定めなし

自動車整備 岩手県宮古市

研究補助（宮古庁舎）

1人

◇磯根調査サンプル処理の補助、ジーンバンクに
おける遺伝資源の維持補助
＊事前に履歴書・安定所の紹介状を１０月９日
（水）１７時まで必着で就業場所（宮古庁舎）照
井宛に、持参もしくは郵送して下さい。書類選考

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）

　※求人条件特記事項欄参
照

岩手県宮古市

支援員・介護職（臨時）
「介護」

1人

利用者の支援及び介護業務を行います。
・日常の食事、入浴、レクレーション等の介助
・施設車を運転し送迎（各施設により使用車は異
なりますが、軽自動車、ハイエースなど）
・シフトにより（１）～（４）の時間の交替勤務

岩手県下閉伊郡山田町山
田１－１１－３

社会福祉法人　親
和会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

廃棄物・一般廃棄物の収集
運搬

1人

トラックまたは巡回車を運転し、廃棄物の収集と
一般廃棄物の収集を行います。
○廃棄物の分別・収集
○積込は移動式クレーン操作
○主に市内受注先となりますが、廃棄物は県内に

岩手県宮古市長町１丁目
９－１７

リアス環境管理
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売係

1人

販売業務を担当していただきます。
・物産販売のレジ業務、品出し、発注や仕入れの
数量管理など
・地元の食材を使ったお菓子や、工芸品等のお土
産品を販売

岩手県宮古市臨港通１番
２０号

株式会社　宮古地
区産業振興公社
（シートピアなあ
ど）

雇用期間の定めなし

パソコン基本操作 岩手県宮古市

事務業務

1人

事務業務を担当
・パソコンを使用しての書類作成
　（送り状・請求書、補助金等提出書類など）
・段ボール、ビニール袋など資材の在庫管理
・製品日報の入力作業

岩手県下閉伊郡山田町境
田町３－１９

石山水産　株式会
社

雇用期間の定めなし

パソコン（ワード・エクセ
ル）基本操作

岩手県下閉伊郡山田町

介護職員（資格者）／小本
「介護」

1人

小規模多機能型居宅介護事業所及びグループホー
ムでの介護業務を行います。
・利用者の方の日常生活支援
・レクリエーション
・送迎付き添い、介護（食事、入浴、排せつ介助

岩手県宮古市向町２番３
４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

現地調査員兼一般事務

1人

当協会において下記の業務を行っていただきま
す。
○道路使用現地調査等（岩泉・田野畑地域）
　・道路使用許可後の現地調査
　・車庫証明申請案件の現地調査等

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字太田１９番地

一般社団法人　岩
手県交通安全協会
下閉伊郡北支部雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード・エ
クセル）

岩手県下閉伊郡岩泉町

介護員「介護」／紫桐苑

1人

特別養護老人ホームに入所されている方の生活支
援が主な仕事になります。
・具体的には、食事・入浴・排泄・移動等の介
助、趣味や余暇活動へのサポートです。
・入所者は定員６０名（長期入所５０名、ショー

岩手県宮古市茂市１－１
１５－１

社会福祉法人新里
紫桐会　特別養護
老人ホーム紫桐苑雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

介護員「介護」／あすなろ

1人

小規模多機能型の生活支援が主になります。
・在宅者の生活支援なので、通い・泊まり・訪問
の３つの組み合わせで介護を提供します。
・具体的には、食事の準備や介助、入浴の補助、
排泄の補助、余暇活動等への支援になります。

岩手県宮古市茂市１－１
１５－１

社会福祉法人新里
紫桐会　特別養護
老人ホーム紫桐苑雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

介護員「介護」／桐の花

1人

特別養護老人ホームの介護業務に従事していただ
きます。
・入所者２９名の方への入浴や食事等
　生活全般にわたって支援を行う介護サービスの
仕事です。夜勤に対応できる方を希望いたしま

岩手県宮古市茂市１－１
１５－１

社会福祉法人新里
紫桐会　特別養護
老人ホーム紫桐苑雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

施工管理補助（電気設備
課）［岩手県］

1人

未経験の方でも歓迎致します。建設現場での現場
監督の補佐（電気設備）に従事して頂きます。
・デジカメ等を使用した写真の管理・整理
・ＰＣを操作（Ｅｘｃｅｌ・Ｗｏｒｄ）し、書類
の作成

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

未経験者歓迎 岩手県宮古市、他

フラワーコーディネーター
作成配送／宮古生花

1人

○フラワーの作成や会場のコーディネート
＊供花の作成や
＊葬儀会場の装飾、管理、配送等
※まずは、既存スタッフのサポートをお願いしま
す。

山口県下関市王喜本町６
丁目４番５０号

株式会社　トレー
ダー愛

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

お花を扱う経験
　※未経験の方はパート採

用の可能性があります

一般事務

1人

一般事務業務を行っていただきます。
・パソコン操作
（請求書や納品書等の伝票入力、表計算、文書作
成）
・伝票整理

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字村木１８－１

泉金商事　株式会
社

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード・エ
クセル）の可能な方

岩手県下閉伊郡岩泉町

菌床椎茸の栽培等／正社員

1人

菌床椎茸の栽培、集出荷にかかる作業に従事して
いただきます。
・収穫、箱詰め、パック詰め、箱作り
・菌床の製造、培養にかかる作業


岩手県下閉伊郡岩泉町浅
内字下栗畑６８－１１

株式会社　岩泉き
のこ産業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

管理栄養士

1人

当病院内において、栄養指導や給食運営などの栄
養管理業務を行っていただきます。
・入院患者や外来患者様への栄養指導
・食材の管理（受発注業務含む）
・一部汁物の献立作成

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

施工管理補助（建築課）
［盛岡市、釜石市、宮古

1人

未経験の方でも歓迎致します。
建設現場での現場監督の補佐（建築）に従事して
頂きます。
・デジカメ等を使用した写真の管理・整理
・ＰＣを操作（エクセル・ワード）し、書類の作

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


