
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
(1)9時00分～17時45分

1人 156,240円～156,240円 (2)10時30分～19時15分

正社員以外 不問 03010-19182921
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

臨床検査技師 (1)9時00分～17時45分
1人 あれば尚可 175,000円～240,000円 (2)10時30分～19時15分

正社員 59歳以下 03010-19188521
中型自動車免許,自動車検査員 変形（1年単位）
二級自動車整備士,いずれか (1)9時00分～18時00分

5人 普通自動車免許一種 160,000円～200,000円

正社員 61歳以下 03010-19235321
二級自動車整備士,自動車検査員 変形（1年単位）
中型自動車免許あれば尚可 (1)9時00分～18時00分

5人 普通自動車免許一種 208,000円～248,000円

正社員 61歳以下 03010-19236621

(1)8時00分～17時00分
5人 180,000円～300,000円 (2)7時00分～16時00分

スーパー関係での業務経験

正社員 59歳以下 あれば尚可 03010-19139321

(1)8時00分～17時00分
5人 180,000円～300,000円 (2)7時00分～16時00分

スーパー関係での業務経験

正社員 59歳以下 あれば尚可 03010-19140121

(1)8時00分～17時00分
5人 180,000円～300,000円 (2)7時00分～16時00分

スーパー関係での業務経験

正社員 59歳以下 あれば尚可 03010-19141021

(1)8時00分～17時00分
5人 180,000円～300,000円 (2)7時00分～16時00分

スーパー関係での業務経験

正社員 59歳以下 あれば尚可 03010-19142721
薬剤師

(1)9時00分～18時00分
1人 500,000円～530,000円

正社員 59歳以下 実務経験者 03010-18998921
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

2人 187,600円～237,000円 (2)8時30分～12時30分

正社員 59歳以下 03030- 2706221
看護師、准看護師 交替制あり

いずれか (1)8時30分～17時30分
1人 215,000円～240,000円 (2)9時30分～18時30分

正社員 64歳以下 03030- 2708421
大型自動車免許

(1)8時00分～17時00分
1人 147,000円～189,000円

正社員 64歳以下 03030- 2709321
看護師 変形（1ヶ月単位）
准看護師 (1)16時00分～8時30分

1人 いずれか 185,600円～185,600円

正社員 59歳以下 03030- 2712721
看護師 変形（1ヶ月単位）
准看護師 (1)8時15分～17時00分

1人 いずれか 195,840円～195,840円 (2)16時00分～22時00分
(3)21時30分～8時30分

正社員以外 不問 03030- 2713821
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 195,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030- 2716421
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
中型自動車免許 (1)8時00分～17時00分

1人 車両系建設機械運転技能 180,000円～300,000円
２級管工事施工管理技士

あれば尚可
正社員 59歳以下 配管工経験あれば尚可 03030- 2700621

普通自動車免許一種 変形（1年単位）
(1)8時00分～16時50分

1人 158,000円～178,000円

正社員 35歳以下 03030- 2701921
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 192,240円～237,600円

正社員 59歳以下 03030- 2703021
1

現場管理補助 受注した一般住宅・現場の写真撮影、撮った写真の
ファイリング等。簡単なパソコン操作。他に材料の
手配、施主様との打ち合わせ、その他付随する業務
も行っていただきます。

岩手県宮古市松山第７地割
１３番地４

株式会社　鈴喜建設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

コンクリート製造 当社プラント内において生コンクリートの製造に従
事します・機械を操作して生コンを製造するオペ
レーター業務・製造設備の点検整備・ローダーによ
る骨材の供給作業　適性を踏まえ将来的には生コン
の製品試験も担当していただきたいと考えています

岩手県宮古市藤の川１５－
７

宮古生コンクリート
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ＰＣ簡単な操作が
できれば尚可

配管工 水道施設設備配管、管設備、土木工事等の配管作業
全般。・給排水など衛星配管の設備配管、管工事な
ど＊一般住宅から公共工事まで幅広く行っていま
す。＊現場は主に市内および県内※経験・中型免許
があれば尚可。

岩手県宮古市津軽石第１４
地割３８－４

有限会社　山舘設備
工事

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

製作管理工（鉄骨製作工） 当社は、建築鉄骨やステンレス製品などの設計・製
作をしております。・工場内で制作した製品の寸法
測定などの品質管理業務（出来形測定・溶接検査・
超音波検査・浸透探傷検査等）・検査データを報告
書にまとめて提出

岩手県宮古市臨港通１番７
号

有限会社　佐々木鉄
工所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

玉掛・溶接・クレーン・
各種検査の資格

鉄骨製品、製缶製品の
品質管理の経験

看護師・准看護師／臨時職
員

当病院に入院されている患者様への看護業務全般を
幅広く担当していただきます。・入院から退院まで
の看護を責任を持って行って頂きます。
〈具体的な患者様へのサポート〉・服薬のお手伝い
・ＡＤＬ向上に向けたサポート

岩手県宮古市板屋１丁目６
番地３６

医療法人財団　正清
会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

看護師・准看護師／夜間専
門員

当病院に入院されている患者様への看護業務全般を
幅広く担当していただきます。・入院から退院まで
の看護を責任を持って行って頂きます。
〈具体的な患者様へのサポート〉・服薬のお手伝い
・ＡＤＬ向上に向けたサポート

岩手県宮古市板屋１丁目６
番地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

運転手 大型ダンプを使用し、以下の業務を行っていただき
ます。・アスファルト合材をプラントから積んで現
場への運搬業務　・材料、残土、産業廃棄物等の運
搬業務　主に下閉伊管内となりますが、内陸に運搬
する場合もあります。

岩手県宮古市金浜第６地割
２１ー６６

有限会社　ジェイ・
ティ・エス　岩手営
業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

正・准看護師 日勤のみ。患者さんのケアなど看護師業務全般につ
いてお願いできる方を募集しています。主な業務・
内視鏡等各種検査の準備、補助・採血、注射、点
滴・健診業務、予防接種業務・訪問診療業務・カル
テ管理、整理等に伴うＰＣ作業・清掃業務など

岩手県宮古市向町２－３０ ふじたファミリーク
リニック

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

電子カルテ操作他、ＥＸＣＥ
Ｌ、ＷＯＲＤを使用した一般
的な作業、看護師としての勤

務経験あれば尚可

医療事務 医療事務に係る業務を行っていただきます。
・受付窓口での患者様の対応（受付・精算等）
・レセプト入力、パソコン入力業務
・電話対応
・その他付随する業務

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

薬剤師（クローバー薬局飯
岡店）

調剤薬局（クローバー薬局飯岡店）において薬剤師
業務に従事していただきます。
・調剤、服薬指導、医薬品管理、投薬等薬剤師業務
・その他、上記に関連する業務および指示された業
務

岩手県岩手郡雫石町南畑３
１地割９２－１６

有限会社　タカ・
コーポレーション

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
（ワード・エクセル）

可能な方

鮮魚部門担当（岩手県内） ＊マルイチの店舗において鮮魚部門を担当＊　・魚
の加工や調理　・商品のパック・袋詰　・商品への
値段貼りと売り場への陳列・管理　・鮮魚部門のシ
フト作成・労務管理・業務指導　※即戦力を希望と
しております（未経験者不可）

岩手県盛岡市城西町１３－
１

株式会社　マルイチ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

惣菜部門担当（岩手県内） ＊マルイチの店舗において惣菜部門を担当＊　・惣
菜商品の簡単な調理（揚げ物、あえ物等）・パック
詰め後、値段貼りと売り場への陳列　・惣菜担当者
のシフト作成、労務管理、業務指導等※惣菜作りが
出来る即戦力を希望しております（未経験者不可）

岩手県盛岡市城西町１３－
１

株式会社　マルイチ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

青果部門担当（岩手県内） ＊マルイチの店舗において青果部門を担当＊　・野
菜・果物の袋詰め　・商品への値段貼りと売り場へ
の陳列・管理　・青果担当者のシフト作成・労務管
理・業務指導　※即戦力を希望としております（未
経験者不可）

岩手県盛岡市城西町１３－
１

株式会社　マルイチ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

精肉部門担当（岩手県内） ＊マルイチの店舗において精肉部門を担当＊　・鶏
肉・豚肉等の加工　・商品のパック・袋詰　・精肉
担当者のシフト作成・労務管理・業務指導　※即戦
力を希望としております（未経験者不可）

岩手県盛岡市城西町１３－
１

株式会社　マルイチ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

自動車検査員（正社員：二
戸、久慈、宮古、釜石、遠
野）

トヨタカローラ岩手の整備工場にて下記業務を行っ
ていただきます。・車検、各種一般整備・点検整備
の電話案内、来店時の受付応対・整備後の電話によ
るアフターフォロー・各種カー用品のご提案、販
売・その他自動車販売および整備に関わる業務全般

岩手県盛岡市上堂４丁目６
－５

トヨタカローラ岩手
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

自動車整備士（正社員：二
戸、久慈、宮古、釜石、遠
野）

トヨタカローラ岩手の整備工場にて下記業務を行っ
ていただきます。
・車検、各種一般整備　・点検整備の電話案内、来
店時の受付応対　・整備後の電話によるアフター
フォロー　・各種カー用品のご提案、販売

岩手県盛岡市上堂４丁目６
－５

トヨタカローラ岩手
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

簡単なＰＣ入力作業ができれば尚
可、自動車整備工場または修理工
場での勤務経験あれば尚可

簡単なＰＣ入力作業ができれば尚
可、自動車整備工場または修理工
場での勤務経験あれば尚可

検査業務（宮古市） 下記の検査業務を行っていただきます。
・臨床検査（血液検査等）
・食品加工場、学校給食センター等から依頼を受け
た食品検査（細　菌検査等）
・その他、付随する業務

岩手県盛岡市羽場１３地割
３０－３

株式会社　盛岡臨床
検査センター

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

臨床検査集材業務（宮古
市）

医療機関（病院・医院）から血液・尿等の検査物等
を集配する業務及び付帯する業務を行っていただき
ます。＊簡単なパソコン操作有り。＊社用車（軽自
動車～小型車）を使用します。

岩手県盛岡市羽場１３地割
３０－３

株式会社　盛岡臨床
検査センター

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

（8月22日時点の内容です）

８月１５日　から　　８月２２日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は９月１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

◎ 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８月２５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



普通自動車免許一種 変形（1年単位）
(1)8時00分～17時15分

1人 170,000円～200,000円 (2)9時15分～18時30分

正社員 45歳以下 03030- 2704721
１級ボイラー技士
２級ボイラー技士 (1)19時00分～6時30分

2人 いずれか 180,000円～250,000円

正社員 18歳～64歳 ボイラー 03030- 2705821
車両系建設機械運転技能 変形（1年単位）

あれば尚可 (1)8時00分～20時00分
1人 160,000円～250,000円 (2)20時00分～8時00分

正社員 18歳～64歳 03030- 2690821
調理師

あれば尚可
1人 140,300円～154,000円

正社員以外 不問 03030- 2691221
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

調理師 (1)12時00分～21時00分
1人 185,000円～230,000円

旅館、ホテル調理経験

正社員 不問 あれば尚可 03030- 2693421
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 175,000円～175,000円 (2)13時00分～21時00分

正社員 不問 03030- 2695621
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時00分
1人 141,751円～141,751円

正社員 40歳以下 03030- 2696921
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時00分
2人 141,751円～141,751円

正社員 45歳以下 03030- 2697121
看護師
准看護師 (1)8時15分～17時15分

1人 いずれか 174,500円～203,100円
普通自動車免許一種

正社員以外 不問 03030- 2698021
５トン限定準中型自動車免許 変形（1年単位）

(1)7時30分～16時30分
1人 180,000円～250,000円

普通自動車免許一種
正社員 59歳以下 03030- 2685421

普通自動車免許一種 変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

2人 188,000円～258,500円
中型自動車免許
あれば尚可

正社員 64歳以下 03020- 1603221
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)10時00分～19時00分
3人 160,300円～163,600円

正社員 64歳以下 04010-49630921
普通自動車免許一種

介護職員初任者研修修了 (1)8時00分～17時00分
1人 介護福祉士,社会福祉士 200,000円～260,000円

あれば尚可

正社員 64歳以下 03030- 2682821
変形（1年単位）

1人 162,000円～228,000円

正社員 59歳以下 ワード・エクセル操作 03030- 2675221
変形（1年単位）
(1)6時00分～21時00分

1人 145,000円～200,000円 (2)12時00分～21時00分
(3)6時30分～15時30分

正社員 30歳以下 03030- 2676521
調理師 変形（1年単位）

あれば尚可 (1)6時00分～20時00分
1人 150,000円～190,000円 (2)8時00分～20時00分

(3)11時00分～20時00分

正社員 35歳以下 03030- 2677421
普通自動車免許一種

2人 185,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030- 2680021

2人 185,000円～250,000円

正社員 64歳以下 ＰＣ入力程度 03030- 2681721

2

ボイラー管理者 ボイラーの運転と維持管理の業務を行っていただき
ます。・ボイラーの起動に関わる機械操作　・燃料
の補給等　＊夜間専属業務となり、勤務は１日おき
の出勤で、他１名おります

岩手県宮古市川井第６地割
３５

株式会社　ウッティ
かわい

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般事務 総務部門での事務を担当します。・社内文書の作
成・管理・保管、電話対応　・郵便物の発送・収受
・事務用品の管理　・人事や福利厚生関係の手続き
など＊その他、計量機の積載測定操作・材積計算関
係などの業務全般を担当していただきます。

岩手県宮古市川井第２地割
２番地

有限会社川井林業

雇用期間の定めなし パソコン操作
（ワード・エクセル）の
基本入力が出来る方

岩手県宮古市

調理員（いわいずみ・こが
わ・おもとこども園）

各こども園にて、給食・おやつ等の調理をしていた
だきます。園児数は、いわいずみこども園がおよそ
１２０名です。こがわこども園・おもとこども園が
それぞれおよそ４０名です。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字惣畑５９番５

岩泉町役場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は7時30分～17時15分

の間の8時間程度
岩手県下閉伊郡岩泉町

発電維持・運搬作業（ボイ
ラー管理）

木質バイオマス発電所内において
・機械への燃料の投入作業
・構内での木材の運搬作業
・バックホー、ローダー等の運転
・装置の運転、操作、点検、保守等の業務

岩手県宮古市川井第６地割
３５

株式会社　ウッティ
かわい

※資格が無い場合も相談
に応じます。雇用期間の定めなし

ボイラー運転経験
あれば尚可

岩手県宮古市

フロントスタッフ 宿泊・日帰り入浴施設「うみねこ温泉湯らっくす」
において、フロント業務全般を行います。・日帰り
入浴の受付・電話対応及びネット予約受付（簡単な
パソコン操作）・チェックイン、チェックアウト業
務　その他指示された業務及び上記に付随する業務

岩手県下閉伊郡山田町川向
町６－４９

天翔水産株式会社
うみねこ温泉湯らっ
くす

雇用期間の定めなし
エクセル・ワード等の

基本操作
又は8時00分～21時00分
の間の8時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

調理スタッフ（夕食） 宿泊・日帰り入浴施設「うみねこ温泉湯らっくす」
において、仕入を含む調理業務全般を行います。
・宿泊するお客様に対しての夕食提供等
その他指示された業務及び上記に付随する業務


岩手県下閉伊郡山田町川向
町６－４９

天翔水産株式会社
うみねこ温泉湯らっ
くす

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

在庫管理及び配達員 菓子の在庫管理を行います。・在庫数の確認と記録
・和菓子の個包、箱詰め、包装、店内の清掃業務
・注文による町内配達や状況により盛岡店までの配
達をお願いする場合あり。配達は社用車（ライトバ
ン）を運転します。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字下宿３７

有限会社　中松屋

雇用期間の定めなし
エクセル・ワード

（商品名・数量等の入力）
岩手県下閉伊郡岩泉町

菓子販売員 菓子包装および店内の販売業務　・和菓子の個包、
箱詰め、包装　・店頭における接客応対、販売、会
計　・注文による町内配達　・店内清掃　＊配達の
際には、社用車（ライトバン）を運転します

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字下宿３７

有限会社　中松屋

雇用期間の定めなし
エクセル・ワード

（商品名・数量等の入力）
岩手県下閉伊郡岩泉町

商品管理及び運搬の補助作
業

商品の整理・管理及び運搬の補助作業を行います。
○海産物の選別・管理及び大船渡～久慈の各浜より
海産物を２ｔトラックにて田老工場への運搬作業

岩手県宮古市田老字西向山
１６－１

株式会社　神野商店
田老工場準中型免許は

Ｈ２９．３．１２以降
免許取得の方雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護職／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、利用者
の健康管理や看護職務（バイタルチェックや服薬管
理等）、介護業務（排泄介助や入浴介助等）、送迎
業務に従事して頂きます。※利用者は１日平均およ
そ１５人です。

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

イエローハット軽整備ス
タッフ（宮古店）

・主にタイヤ交換、オイル交換などのピット作業全
般　・カー用品等の販売、商品陳列、お客様対応
※自動車についての難しい知識や技術がなくても大
丈夫　未経験者の方にも親切に指導いたします※商
品購入時、社員特典あり※制服は貸与します。

宮城県仙台市太白区西多賀
４丁目４－１７

株式会社　ホットマ
ン

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

建設作業員 建設現場において、作業員および機械オペレーター
として従事していただきます。・一般土木作業　・
土砂掘削、運搬　・側溝、Ｌ型擁壁、歩車道ブロッ
ク施工　・外構工事、舗装工事　・現場は釜石市内
～宮古市内

岩手県釜石市小佐野町１丁
目４番５０号　松坂ビル２
階

株式会社　三浦土木
その他の定置・建設機械

の運転関係資格
雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

ゴルフ場フロント（正社
員）

ゴルフ場のフロントにおいて、下記業務を行いま
す。・お客さまのチェックイン、チェックアウト、
清算業務　・電話対応、予約管理　・パソコン
（ワード、エクセル）を使用した書類の作成作業

岩手県宮古市崎山第４地割
８６－３

株式会社　宮古カン
トリークラブ

雇用期間の定めなし
又は6時30分～17時00分
の間の7時間程度

岩手県宮古市

デイサービス管理者代理 当社が運営するデイサービス（利用者１８名前後）
における副管理者業務に従事していただきます。・
従業員の勤怠管理、利用者様の利用請求事務手続き
等　・送迎、食事介助、トイレ介助、介護請求等、
その他付随する業務を行っていただきます。

岩手県宮古市新町２－６ 介護サービス　株式
会社

雇用期間の定めなし
基本的なＰＣ操作,入力,介護職経
験,介護保険請求の経験いずれか 岩手県宮古市

調理職 当ホテル内において、宿泊するお客様へ提供する夕
食・朝食の調理全般を行います。
＊和・洋・中、約４０種類のビュッフェスタイル。


岩手県宮古市崎鍬ヶ崎１８
－２５－３

一般財団法人休暇村
協会　休暇村陸中宮
古

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業係（フロント及びレス
トラン係等）／正社員

【セールス活動及びフロント業務】・チェックイ
ン・チェックアウト業務、売店・ラウンジ担当　・
電話応対（予約管理・受付）、その他付随する業務
【レストラン業務】・バイキング朝食・夕食の配
膳、宴会場のセッティング・片付け

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎１８
－２５－３

一般財団法人休暇村
協会　休暇村陸中宮
古

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

菓子などの食品の製造 しあわせ牧場の牛乳やヤギミルクを使用した、菓子
類の製造・包装などの軽作業です。宮古駅前の「パ
ティスリー　レ・ド・シェーブル」「ＰＯＳＴ　Ｂ
ＡＫＥＲＹ」の他、県内外の様々なお店で販売され
ている、焼き菓子の製造が主なお仕事です。

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7時00分～22時00分
の間の8時間

岩手県宮古市

事務および出荷・発送業務 しあわせ牧場の牛乳やヤギミルクを使用した、乳製
品や菓子類の出荷・発送業務や事務業務。○電話・
ＦＡＸ・メールでの注文対応○商品の梱包・出荷作
業○在庫管理○伝票作成○簡単なデータ入力○社用
車を使用しての配達業務

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
Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ、メー

ルの基本操作
又は6時00分～17時30分
の間の8時間

岩手県宮古市


