
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
(1)9時00分～18時00分

1人 213,000円～245,000円

正社員 38歳以下 03010-16919821
看護師、准看護師

いずれか (1)8時30分～17時00分
1人 普通自動車免許一種 185,280円～185,280円

正社員 35歳以下 03010-16940921
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)9時00分～18時00分
2人 192,000円～192,000円

正社員 64歳以下 接客経験があれば尚可 03010-16718421
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時15分
1人 142,000円～142,000円

正社員以外 不問 03010-16600021
準中型自動車免許
中型自動車免許 (1)8時00分～17時00分

2人 大型自動車免許 151,032円～151,032円
あれば尚可

正社員以外 不問 03010-16605421
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)18時00分～9時00分
2人 192,500円～213,000円 (2)20時00分～9時00分

(3)9時00分～18時00分

正社員 18歳～39歳 03010-16644221
看護師,助産師,保健師 変形（1ヶ月単位）

※准看護師所持の方は要相談 (1)8時30分～17時30分
1人 いずれか 200,080円～286,480円 (2)15時00分～9時00分

正社員以外 不問 03030- 2419621
交通誘導警備業務検定１級
交通誘導警備業務検定２級 (1)8時00分～17時00分

4人 あれば尚可 151,200円～189,000円 (2)21時00分～6時00分

正社員 18歳～64歳 03030- 2420021
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時30分
1人 150,000円～200,000円

正社員 64歳以下 03030- 2421721
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 145,000円～148,000円

正社員 64歳以下 03030- 2424521
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 155,000円～170,000円

正社員 64歳以下 03030- 2425421
変形（1年単位）
(1)7時00分～16時00分

1人 163,400円～180,000円 (2)12時00分～21時00分

調理業務経験

正社員 59歳以下 あれば尚可 03030- 2426321
栄養士 変形（1ヶ月単位）
調理師 (1)7時30分～16時00分

1人 いずれか 173,800円～182,400円 (2)8時30分～17時00分

正社員 59歳以下 03030- 2411121
普通自動車免許一種 交替制あり

(1)7時30分～16時30分
1人 154,040円～170,100円 (2)8時15分～17時15分

正社員以外 不問 03030- 2412021
看護師
准看護師 (1)8時30分～18時00分

1人 いずれか 190,000円～250,000円 (2)8時30分～12時30分

正社員 59歳以下 03030- 2413721
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 142,307円～147,334円 (2)9時00分～18時00分

正社員以外 不問 03030- 2414821

(1)8時00分～17時30分
1人 158,289円～168,700円

正社員 64歳以下 03030- 2415221

(1)8時00分～17時30分
1人 176,400円～275,200円

正社員 45歳以下 03030- 2416521
1

事業所名
求人番号

賃貸アパート・マンション
等の管理サービススタッフ
／沿岸

大東建託が保有する賃貸建物の管理業務をお任せし
ます。オーナー様の代わりに入居者様の安心や安全
な暮らしを支えていきます。具体的には　・建物管
理　建物の定期巡回、点検や改修工事の提案　・家
賃管理　毎月の家賃の管理

岩手県盛岡市前九年１丁目
４－６３　ドルチェ１０２

大東建託パートナー
ズ　株式会社　盛岡
営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

（7月25日時点の内容です）

７月１９日　から　　７月２５日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は８月４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

営業スタッフ（合掌堂　宮
古店）

〇仏壇・仏具・墓石に伴う営業販売等を行っていた
だきます☆典礼会館から連絡を受け、葬儀をされた
ご家族様のもとへ訪問をし、商品をご提案します。
ご注文を頂けたら、商品の発注手配から仏壇・仏具
の設置までを行っていただきます。

岩手県盛岡市津志田南３丁
目１４番６５号

株式会社　サンファ
ミリー　（愛グルー
プ）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師 デイサービスセンターにおいて、下記の業務を行っ
ていただきます。
・利用者の看護および及び介護業務全般
・その他、付随する業務および指示された業務
＊令和５年４月からの採用です。

岩手県岩手郡雫石町町裏７
５－１

株式会社　ＪＡライ
フサポート

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

パソコンの基本操作ができ、
ワープロ・表計算への入力が

できる。

トラック運転手（宮古市） 【トラックでの冷凍品・冷蔵品の配送業務】
荷物の積み込み・積み下し　卸問屋さん・施設など
への配送　※個人宅などへの配送はありません。※
エリアは岩手沿岸地域、所持免許により２ｔ～１０
ｔ車を使用。

岩手県紫波郡矢巾町流通セ
ンター南３丁目４－３

株式会社　日配運輸

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は0時00分～23時59分

の間の8時間程度
岩手県宮古市

商品管理（宮古市） 当社、宮古支店において下記の業務を行っていただ
きます。・トラックで運ばれてきた医薬品、医療資
材等の荷受・当支店倉庫にその商品を棚積み・ハン
ディ端末を使用してバーコードを読み込んでの出
庫・商品の棚卸し・その他、付随する業務

岩手県盛岡市上堂四丁目５
－１

株式会社　スズケン
岩手

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

看護師 有料老人ホーム（入居定員１０名程度）にて、ご入
居者様に対する看護業務や生活全般の介護サービス
を提供していただきます。
１年毎の更新契約（基準日３月３１日）となりま
す。

岩手県宮古市保久田３－４
６

株式会社　咲希　咲
希訪問看護ステー
ション

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

機械警備スタッフ（地域限
定採用／宮古営業所）

ご契約先に対する緊急対処業務、巡回、設置機器の
定期点検業務　社有車を使用、未経験者でも安心し
て業務に就ける様研修（３ヶ月）実施後にスタート
します。地域の安全安心を守る社会貢献度の高いや
りがいのある仕事です。

岩手県盛岡市茶畑１－１７
－１０

セコム　株式会社
東北本部　岩手統轄
支社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師業務経験あれば尚可、
簡単なＰＣ入力（定型フォーム
への簡単な入力）があります

木材加工（製造） 製造部にて、住宅木材の加工を業務を担当しま
す。・壁材の枠組みの製造作業　・木工機械に手作
業で木材を並べ、機械を操作し釘打、カット　・製
品をパレットに移し９段５列に梱包、専用棚に同じ
長さ毎に入れる等の作業

岩手県宮古市実田１丁目５
番１３号

株式会社　ヤマウチ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

警備員・交通誘導警備員
（正社員／宮古）

業務内容として主に交通誘導業務を行います。・各
種電話工事や建設工事に伴い道路において歩行者や
一般車両、工事車両が安全に通行できるように誘導
を行います。・イベント会場や駐車場、お祭り等に
おいて人や車両の誘導を行います。

岩手県宮古市西ケ丘２丁目
１２番１号

トータルセキュリ
ティー　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

生産管理：事務職（正社
員）

生産管理担当者のサポートとして、受発注管理シス
テムやエクセルシートへの入力、伝票発行などのパ
ソコン操作、生産状況や在庫状況確認などの他、電
話対応やコピー、ファイリングといった一般的な事
務作業になります。

岩手県宮古市刈屋第１４地
割５２－１

株式会社　オーレッ
クス　岩手工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市
パソコンの基本操作
（エクセル、ワード）

パソコンの基本操作が
できれば尚可

調理師（正社員） 調理課に配属となります。・宿泊や団体のお客さま
の食事、レストラン、宴会で提供する食事の調理、
盛付が主な仕事になります。・朝食はバイキング形
式、夕食は味処やまぼうしでメニューからの注文や
お膳での食事提供となっております。

岩手県宮古市田老字向新田
１４８

株式会社　グリーン
ピア三陸みやこ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

製造（プレス作業） ゴム製品の製造における【送り焼き】と呼ばれるプ
レス作業です。プレス機へ投入するゴム材料の裁
断、金型へのゴム材料投入、取り出し、寸法測定な
どの業務になります。※経験のある方、優遇しま
す。

岩手県宮古市刈屋第１４地
割５２－１

株式会社　オーレッ
クス　岩手工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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　・公用車で
の送迎・添乗　・介護記録の入力

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

給食業務担当 ○献立作成、材料等の発注等や厨房に入って調理
師・調理員と共に給食の調理を行っています
＊栄養士または調理師どちらかの資格があれば応募
可能です


岩手県宮古市西町３丁目３
－２６

学校法人　岩手キリ
スト教学園　認定こ
ども園　宮古ひかり

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務 ・電話、来客対応　・パソコンを使用しての書類作
成　・伝票整理　・郵便物の発送　・請求書の作
成、発送　・外出用務（社用車ＡＴ車使用）・その
他付随する業務

岩手県宮古市実田一丁目６
番６号

有限会社　メンテナ
ンス宮古

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時00分～18時00分

の間の8時間程度
岩手県宮古市

・パソコンの基礎入力
・ワード、エクセル

看護師・准看護師 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

菌床椎茸の栽培等／正社員
１

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。・菌床の手入れ（ドラム缶の用水に菌
床を付け、発生を促します）・椎茸の収穫および、
集荷に係る作業　・椎茸のパック詰め、箱詰め、出
荷の準備

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

菌床椎茸の栽培等／正社員
２

・菌床椎茸の栽培　・収穫、箱詰め、パック詰め、
箱作りなど　＊経験のない方には丁寧に指導いたし
ますので、安心してご応募ください。＊特に力仕事
はありません。

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

◎ 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７月２８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



変形（1年単位）
(1)7時00分～15時30分

1人 162,040円～162,040円 (2)8時00分～17時00分
(3)9時30分～18時00分

正社員以外 不問 03030- 2406821
変形（1ヶ月単位）
(1)5時30分～9時30分

1人 185,000円～235,000円 (2)14時30分～18時00分

正社員 59歳以下 03030- 2407221
栄養士 変形（1ヶ月単位）

管理栄養士
1人 あれば尚可 175,000円～235,000円

正社員 59歳以下 調理経験あれば尚可 03030- 2403121
栄養士 変形（1ヶ月単位）

管理栄養士
1人 あれば尚可 175,000円～235,000円

正社員以外 不問 調理経験あれば尚可 03030- 2404021
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
1人 151,250円～151,250円

正社員以外 不問 03030- 2397921

2

保育補助 当法人が運営する保育園を利用している保育児童
（０歳～５歳）の保育業務の補助を担当していただ
きます。


岩手県下閉伊郡山田町長崎
二丁目３－１

社会福祉法人　正受
会　山田中央保育園

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

調理師 ・朝食の調理及び準備
・朝食後の食器洗い等手伝い
・夕食の調理及び準備
・夕食盛り付け

岩手県宮古市磯鶏一丁目１
－１８

有限会社　ホテル近
江屋

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

栄養士／正社員 園児の給食について、献立作成から調理等全般を担
当していただきます。・献立の作成と材料の発注
・給食の調理等　・栄養計算ソフトの入力
＊令和４年１０月２１日～採用予定

岩手県宮古市津軽石第４地
割４０番地８

社会福祉法人　慈愛
会　津軽石保育所

雇用期間の定めなし
又は7時00分～18時30分
の間の8時間

岩手県宮古市

栄養士／産休代替 園児の給食について、献立作成から調理等全般を担
当していただきます。
・献立の作成と材料の発注
・給食の調理等
・栄養計算ソフトの入力

岩手県宮古市津軽石第４地
割４０番地８

社会福祉法人　慈愛
会　津軽石保育所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は7時00分～18時30分

の間の8時間
岩手県宮古市

営業事務 ・売掛管理用ＰＣ操作（専用ソフトを使用します
が、基本入力操作ができれば対応可能です）・伝票
処理（見積書・納品書・発注書・売上伝票等）・来
客応対・電話応対など・図面作図補助・その他付随
する業務

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第７
地割１０－８

いずみ産業株式会社
東北宮古営業所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） パソコン基本的操作

（ワード・エクセル）
岩手県宮古市


