
普通自動車免許一種
社会福祉主事又は (1) 8時15分～17時15分
介護福祉士又は 154,200円～176,200円

看護師

正社員以外 不問 03030- 4308291
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時15分

180,000円～250,000円

正社員以外 59歳以下 03030- 4309591
普通自動車免許一種

(1) 8時15分～17時15分

130,100円～130,100円

正社員以外 不問 03030- 4310391
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 04010-83389391
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 04010-83400391
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～16時30分

170,000円～170,000円 (2)16時00分～ 0時00分

正社員 18歳～64歳 03010-29963191
管理栄養士 交替制あり

(1) 5時00分～14時30分

188,100円～198,900円 (2)10時30分～19時30分

正社員 59歳以下 03010-30014291
栄養士 交替制あり

(1) 5時00分～14時30分

163,100円～173,900円 (2)10時30分～19時30分

正社員 59歳以下 03010-30017091
調理師 交替制あり

(1) 5時00分～14時30分

146,000円～155,000円 (2)10時30分～19時30分

正社員 59歳以下 03010-30019691
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 7時00分～16時00分

139,972円～204,140円 (2) 8時30分～17時30分
(3)10時30分～19時30分

正社員以外 不問 03030- 4298091

(1) 8時30分～17時00分

152,250円～152,250円

正社員以外 不問 03030- 4300191
中型自動車免許 変形（１年単位）

小型移動式クレーン (1) 8時00分～17時30分
玉掛技能者 210,000円～230,000円

正社員 64歳以下 03030- 4301091
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分

146,630円～146,630円

正社員以外 不問 03030- 4302391
保健師

普通自動車免許一種 (1) 8時15分～17時15分

155,300円～260,000円

正社員 64歳以下 03030- 4303691

(1) 9時30分～19時20分

145,000円～150,000円 (2) 9時30分～14時00分

正社員 35歳以下 03030- 4292491
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分

129,700円～230,500円

正社員 59歳以下 03030- 4293791

(1) 7時30分～16時30分

155,000円～220,000円

正社員以外 不問 04010-82842191

(1) 7時30分～16時00分

128,962円～135,750円 (2) 8時00分～16時30分

正社員以外 不問 04010-82866291

1

学校給食センターでの調
理・洗浄

5人

学校給食センターでの調理業務です。
下処理　（野菜洗浄）食器洗浄、調理、配膳
＊春、夏、冬と長期休み有。ご家族との時間も大
切にできるお仕事です。
＊初回２ヶ月、その後１年毎契約更新

宮城県仙台市宮城野区榴
岡４丁目５－２２　宮城
野センタービル６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）

岩手県下閉伊郡山田町

学校給食センターでの調
理・洗浄

5人

学校給食センターでの調理業務です。
下処理　（野菜洗浄）食器洗浄、調理、配膳
＊春、夏、冬と長期休み有。ご家族との時間も大
切にできるお仕事です。
＊初回３ヶ月、その後１年毎契約更新

宮城県仙台市宮城野区榴
岡４丁目５－２２　宮城
野センタービル６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）

学校給食調理経験２年以上 岩手県下閉伊郡山田町

事務員

1人

社会福祉法人新里紫桐会の事務及び総務分野に関
する業務全般となります。
・介護保険の請求、利用料の収納
・法人の会計管理
・備品や車両等の管理

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なし

パソコン操作（ワード・エ
クセル）のできる方 岩手県宮古市

歯科衛生業務及び受付事務

1人

当医院において、歯科衛生業務と受付事務に従事
していただきます。
【歯科衛生業務】
　・歯科器具の準備、片付け、消毒
　・医師の指示において治療の補助

岩手県宮古市小山田２丁
目７－６９

伊藤歯科医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

保健師／正社員「看護」

1人

各センターにおいて、以下の業務を行っていただ
きます。
・地域に暮らす人たちの介護予防
・日々の暮らしのサポートをする地域包括支援セ
ンターの業務

岩手県宮古市小山田２丁
目９番２０号

社会福祉法人　宮
古市社会福祉協議
会雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務

1人

浄土ヶ浜レストハウスにおいて主に下記の業務を
行っていただきます。
・書類の作成と整理や伝票のまとめ
・電話や来客対応など事務担当者の補助的作業
・銀行用務など

岩手県宮古市宮町一丁目
１－８０

一般社団法人　宮
古観光文化交流協
会雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県宮古市

パソコン（ワード・エクセ
ル）基本入力程度ができる

方

配送運転手

2人

住宅用建材の配送業務を行います。
・配送車は４ｔ車（小型移動式クレーン付）
・積込み、荷下ろし作業
・エリアは岩手県内全体、場合によって福島県県
北方面あり

岩手県宮古市実田１丁目
５－１３

株式会社　ヤマウ
チ

雇用期間の定めなし

小型移動式クレーン操作 岩手県宮古市

金融共済事務

1人

金融共済部門に勤務していただきます。
・窓口業務（預金・為替・送金・税金支払い等対
応、口座開　設・解約、共済等各種加入・変更手
続き、端末オペレーション業務）
・電話対応、来客対応

岩手県宮古市光岸地４番
４０号

宮古漁業協同組合

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン（Ｗｏｒｄ、Ｅｘ
ｃｅｌ）基本操作 岩手県宮古市

介護職員／夜勤なし「介
護」

1人

グループホーム入所者の介護業務全般を行ってい
ただきます。
・入所者９名の身の回りの世話、食事、入浴、排
泄、リハビリ等の介助や見守りなど
・食事の準備や後片付け、洗濯、清掃、その他雑

岩手県宮古市中里団地４
－１１

グループホーム愛
宕の丘（有限会社
川崎タクシー）雇用期間の定めなし

又は 7時00分～19時30分の
間の8時間

岩手県宮古市

調理師（岩泉町）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと、下記
の業務を行っていただきます。
・患者様への食事提供業務
・調理、盛付け、食器洗浄
・厨房内での業務全般

岩手県盛岡市大通３丁目
３番１０号　七十七日生
盛岡ビル　９階

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

栄養士（岩泉町）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと、下記
の業務を行っていただきます。
・患者様への食事提供業務
・調理、盛付け、食器洗浄、献立、帳票作成
・栄養管理業務全般

岩手県盛岡市大通３丁目
３番１０号　七十七日生
盛岡ビル　９階

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店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）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと、下記
の業務を行っていただきます。
・患者様への食事提供業務
・調理、盛付け、食器洗浄、献立、帳票作成
・栄養管理業務全般

岩手県盛岡市大通３丁目
３番１０号　七十七日生
盛岡ビル　９階

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

ホールスタッフ・カウン
タースタッフ（山田店）

2人

パチンコ店「ユニオン山田店」において、ホール
及びカウンターの一般業務。
その他、付随する業務および指示された業務を
行っていただきます。
＊長時間（約７時間）の立ち仕事なので、一定の

岩手県盛岡市東見前５地
割５７－１－２Ｆ

株式会社　飛鳥商
事

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

現場監督（空調・衛生設
備）

1人

マンション・オフィスビル・商業施設・病院・工
場　等　様々な現場での空調・衛生設備施工管理
を行っていただく仕事です。
＊多種多様なの物件に携わることも可能ですの
で、就業環境に関してのご相談はお気軽にどう

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 岩手県宮古市、他

施工管理補助（建築課）

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

（未経験者歓迎） 岩手県宮古市、他

地域支え合い推進員（生活
支援コディネーター）

3人

各センターにおいて、以下の業務を行っていただ
きます。
・地域の支え合い活動を進めるために、人と人・
情報など様々なものをつなげながら調整する業務
・パソコンを使用しての事務作業

岩手県宮古市小山田２丁
目９番２０号

社会福祉法人　宮
古市社会福祉協議
会雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

生活支援コーディネー
ター養成研修を受講で
きる方（盛岡市で毎年
７月に開催する一泊二

日研修）

積算補助（技術事務）

1人

【積算業務】
・パソコンを使用しての入力業務
【図面作成】
・ＣＡＤを使用しての図面の作成
＊パソコンはエクセル・一太郎の他、専用ソフト

岩手県宮古市末広町８－
４　小山田電業駅前ビル
３０１号

株式会社　和技研

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

パソコン操作（エクセル）
できれば尚可、土木関係の

経験があれば尚可

事業所名
求人番号

相談員（復興支援担当）

1人

福祉コミュニティの復興を目的とした相談対応
や、イベント運営など地域の支援が主な業務とな
ります。
・パソコンを使用し、報告書等のデーター入力
・外出用務には施設車を使用

岩手県宮古市小山田２丁
目９番２０号

社会福祉法人　宮
古市社会福祉協議
会雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

パソコン操作 岩手県宮古市

     （12月23日時点の内容です）

１２月１７日　から　１２月２３日　までに受理した求人です。　 ＜次回発行日は　１月９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。 

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。 

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１２月２６日発行  



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 04010-82873891
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 04010-82901991

(1) 8時15分～17時15分

151,200円～151,200円

正社員以外 不問 13080-17032292
作業療法士

(1) 8時30分～17時15分

208,500円～251,400円

正社員 59歳以下 03030- 4291991
交替制あり
(1) 7時00分～16時00分

154,300円～154,300円 (2) 8時00分～17時00分
(3)12時00分～21時00分

正社員 59歳以下 03030- 4280091
看護師又は 変形（１ヶ月単位）
准看護師 (1) 7時30分～16時30分

普通自動車免許ＡＴ 148,200円～162,300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- 4282691
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分

150,000円～180,000円

正社員 不問 03030- 4283991
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 6時30分～15時00分

170,000円～220,000円 (2)13時30分～22時00分
(3)15時00分～23時30分

正社員 18歳～59歳 03030- 4284491
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1)13時30分～22時00分

133,313円～143,438円

正社員以外 不問 03030- 4285791
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時00分

133,313円～143,438円

正社員以外 不問 03030- 4287291
車両系整地掘削用運転 変形（１年単位）
普通自動車免許一種 (1) 8時00分～17時00分
大型一種免許あれば尚可 243,040円～364,560円

正社員以外 不問 04010-82259391

2

重機オペレータ（大郷町／
八戸市／下閉伊郡山田町）

3人

大型の建設機械の運転手
（バックホウ、ブルドーザ、重ダンプ等）
積込、掘削、運搬、敷均、整地、整形、仕上等
本人の希望等話し合いにより現場を決定


宮城県亘理郡亘理町逢隈
神宮寺字袖ケ沢６－９

株式会社　新成

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

重機経験者 岩手県下閉伊郡山田町、他

ホールサービス

1人

「カフェ　ポンテ」での業務となります。
・フロアにて、オーダーを取り、お客様へ料理等
配膳、レジ操作、片付けなど
・まれに町内の店舗へ食材仕入に行く場合もあり
ます。（社用車又は自家用車空き状況により）

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

飲食サービス係

1人

龍泉洞温泉ホテルにおいて、主に下記の業務に従
事します。
・宴会・朝食・夕食のテーブルクロス掛け等の会
場準備
・給仕飲食、配膳等

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）

又は 9時00分～22時00分の
間の7時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

営業フロント係

1人

・ホテルフロントでのお客様への対応、精算業務
（パソコン　使用）
・電話による予約業務
・お客様の送迎（普通自動車）
・法事等の配達

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

雇用期間の定めなし

パソコン（ワード・エクセ
ル）基本操作 岩手県下閉伊郡岩泉町

ガス、水道業務・営業

1人

主にガス機器取り付け、修理、点検、検査などの
ガス業務・保安業務を行っていただきます。
・山田町内の一般家庭宅へ社用車を使用して訪
問・営業
・資格取得後はガス配管、水道配管工事の業務

岩手県下閉伊郡山田町長
崎３丁目２番１０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

看護師（臨時職員）「看
護」

1人

配属先の当法人各施設においての看護業務を行い
ます。
・障がい者、高齢者等の利用者・入所者の日常活
動支援
・健康管理バイタルチェック

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
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

介護職員「介護」

1人

特養老人福祉施設における介護サービスを行いま
す。
・入所者１１０名、短期入所１０名、全室個室ユ
ニットケア
・１ユニット１０名、夜勤は２ユニット２０名の

岩手県宮古市西ヶ丘四丁
目５３－８

社会福祉法人　恵
心会　特別養護老
人ホーム　慈苑雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

作業療法士

1人

当病院において、下記の業務を行っていただきま
す。
・入院、通院中（精神障害、認知症等）の患者さ
まへの作業療法業務（デイケアを含む）が主な業
務

岩手県宮古市板屋一丁目
６－３６

医療法人財団　正
清会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

東京都杉並区高井戸西３
丁目５番２４号

日本年金機構

岩手県宮古市

基本的なＰＣ操作スキル
（メール含む）必要

【Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌを
使用した入力業務等の事務

経験があれば尚可】

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

一般事務／宮古年金事務所
【特定業務契約職員】※育
休代替

現場監督（電気設備）

1人

マンション・オフィスビル・商業施設・病院・工
場　等
様々な現場での電気設備施工管理を行って頂く仕
事です。


1人

公的年金業務において、ＰＣ入力、書類確認・整
理、電話・窓口対応等を行う仕事です。具体的に
は次のいずれかに関する業務をお願いします。
＊社会保険届出の受付、審査、入力等
＊年金相談や照会等の処理

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 岩手県宮古市、他

施工管理補助（土木課）

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（土木）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

未経験者歓迎 岩手県宮古市、他

～  ハ ロ ー ワ ー ク か ら の お 知 ら せ  ～ 
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