
普通自動車免許一種
准看護師 (1)8時30分～17時30分

1人 230,000円～270,000円

正社員 64歳以下 03030- 3002421
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 145,601円～145,601円

正社員 64歳以下 03030- 3003321
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 230,000円～230,000円

正社員 59歳以下 03030- 3004621
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 146,212円～203,000円 (2)15時00分～0時00分

(3)0時00分～9時00分

正社員 64歳以下 03030- 3005921
１級土木施工管理技士
２級土木施工管理技士 (1)8時30分～17時30分

5人 いずれか 350,000円～550,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 土木実務経験半年以上 15010-33374721
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時45分～17時15分
1人 155,000円～370,000円

正社員 59歳以下 住宅建築の経験者優遇 03010-21527821
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時15分
1人 135,000円～140,000円

正社員 59歳以下 03030- 2998721
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

８トン限定中型自動車免許 (1)8時00分～17時00分
1人 車両系建設機械運転技能 161,330円～268,830円

小型移動式ｸﾚｰﾝあれば尚可
中型自動車免許ＡＴ限定不可

正社員 59歳以下 土木工事経験 03030- 2999821
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 150,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03030- 3000221
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 150,000円～300,000円

正社員 64歳以下 03030- 3001521
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 160,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03030- 2970121
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
砂利採取業務主任者 (1)8時00分～17時00分

1人 あれば尚可 330,000円～370,000円

正社員 59歳以下 03030- 2972721
普通自動車免許一種

(1)9時00分～17時00分
1人 141,000円～230,000円

正社員 不問 03030- 2974221
作業療法士

(1)8時20分～17時20分
1人 203,000円～260,200円

正社員 59歳以下 ＰＣ基本操作ができること 03030- 2977321
理学療法士

(1)8時20分～17時20分
1人 203,000円～265,600円

正社員 59歳以下 ＰＣ基本操作ができること 03030- 2978621
介護職員初任者研修修了 変形（1ヶ月単位）
ホームヘルパー２級 (1)8時20分～17時20分

1人 上記のいずれか以上 158,200円～160,200円 (2)16時30分～0時30分
(3)0時30分～9時30分

正社員 59歳以下 03030- 2979921
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時50分

1人 147,297円～147,297円

正社員 59歳以下 03030- 2980721
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時50分

1人 147,297円～147,297円

正社員 59歳以下 03030- 2981821
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（9月16日時点の内容です）

９月１２日　から　　９月１６日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は９月２９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

水産加工員／正社員（宮古
工場）

水産物の加工業務として主に下記の業務を行ってい
ただきます。・わかめや昆布の塩蔵加工　・加工品
の選別、計量、袋詰め、ラベル貼り、箱詰め、出荷
準備　＊立ち仕事となります。＊加工は手作業が多
いですが、梱包などは機械も使用します。

岩手県下閉伊郡山田町境田
町２－１

株式会社　川秀

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

訪問看護／准看護師 利用者様のお宅を訪問し、看護業務に従事していた
だきます。・バイタルチェック　・服薬管理　・健
康管理　・その他付随する業務　＊訪問には自家用
車を使用していただきます。借上料とガソリン代を
別途支給となります。

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

岩手県宮古市

介護員 介護サービス提供を行います。・食事介助、排泄介
助、入浴介助　・レクリエーションの企画、運営
・利用者の送迎、健康管理　介護員６名で施設利用
者１５名の介護を行っています。○介護業務未経験
の方や資格が無い方の応募歓迎します。

岩手県宮古市実田一丁目７
番２８号

有限会社　ライフ
ネットワーク

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

工場作業員／田老工場 飼料製造業務に従事します。
・廃棄物や原料の積み下ろし、専用機械の操作、袋
詰め、搬出など
・工場内外の清掃等


岩手県宮古市港町２－４ 株式会社　丸才　宮
古営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木技術者（施工管理業
務）岩手県内各現場

国土交通省他、中央官庁、地方自治体、ネクスコ発
注による監督補助業務、積算補助業務に従事（工事
監督、積算業務、資料作成、各種協議等）・勤務地
は下記の通り複数あり。久慈・宮古・釜石・盛岡・
北上等＊業務上車を使用する機会：有（社有車有）

新潟県新潟市中央区東大通
２－２－９－７０８

株式会社　エムエー
シー　新潟事務所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

一般事務 一般事務及び現場に付随する業務を担当します。
○事務全般
・ワード、エクセルを使った書類作成、管理、保管
・電話対応、来客対応、郵便物の発送・収受
・人事、福利厚生、社会保健関係の手続き

岩手県宮古市川井第５地割
９６番地１１

川井地区国有林材生
産協同組合

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

施工管理（宮古支店） 住宅建築現場の
・安全管理・品質管理・工程管理（材料等の手
配）・予算管理（発注）・現場管理
※資格は問いません。経験・資格等によっては上記
の補助業務から担当します。

岩手県盛岡市北飯岡一丁目
１－８２

パルコホーム　（株
式会社　日盛ハウジ
ング）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

パソコン基本操作、
ワード・エクセルの
操作が出来る方、
事務経験者優遇

事務／宮古 当社事務所において下記の業務を行っていただきま
す。・メール確認、日々の入出金の管理　・書類作
成、整理、ファイリング　・電話・来客対応　・在
庫管理、社内外清掃など付随する業務＊外出用務の
際は社用車（ＡＴ）を使用していただきます。

岩手県宮古市田鎖第１２地
割１０番地５

有限会社　東北ペイ
ント

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木作業員 宮古・下閉伊地区の各現場において、土木工事等に
係る業務を行っていただきます。・主に公共工事及
び民間の基礎・造成等の土木工事作業・現場作業に
おいて２ｔ・４ｔダンプ及び４ｔトラック（ユニッ
ク付）の運転業務・現場へは直行直帰

岩手県宮古市宮町１丁目３
－５

陸中建設　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ワード・エクセル・
メールソフト操作、
事務経験あれば尚可

営業 主に再生エネルギーの土木資材、その他一般土木資
材、海洋土木資材などを取扱い（一部建築資材も含
む）、その時々で必要とされる商材を提案していき
ます。


岩手県下閉伊郡山田町船越
第９地割２１５番地１

株式会社丸一

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

エクセル、ワード、
メールソフトの基本操作がで

きる方、営業経験
（種別等不問）あれば尚可

メール送受信、ワード、
エクセル、法人営業経験者が
望ましいですが、何事もポジ
ティブな姿勢であれば経験は

問いません。

総合職 ○砂利、砂生産に関する管理業務　・生産計画の作
成、生産指示、人員管理、品質管理、備品管理　・
原料、製品の入出庫管理、機械設備管理、関連機関
との打合せ　○製品運搬に関する管理業務　・運搬
車両の管理、港湾使用の管理

岩手県下閉伊郡岩泉町中里
字林の下６６－２

Ｓａｎｄ　Ｓｔｏｎ
ｅ　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町
パソコン操作

（ワード・エクセル）

エネルギーアドバイザー ＬＰガス、灯油、電気等のエネルギー全般のアドバ
イザリーセールス。主にハウスメーカーや不動産管
理会社、工場や飲食店など法人全般から家庭用のお
客さままで提案先は多岐に亘ります。

岩手県宮古市根市第２地割
３３－２

株式会社丸光商事

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

作業療法士 山口病院又は介護老人保健施設における入所者・通
所者等のリハビリテーションに従事していただきま
す。
・作業治療を用いた心身の機能回復訓練や指導・援
助

岩手県宮古市山口五丁目３
番２０号

社団医療法人　新和
会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

自動車整備 自動車の車検整備、点検整備、部品の交換、修理な
どを行っていただきます。普通乗用車をメインに
扱っています。作業は１～２人で行っています。そ
の他、納車・引き取り業務もあります。＊自動車整
備業務が初めての方でも応募可能です。

岩手県宮古市磯鶏１丁目１
－２８

株式会社　アルティ
メットプランニング

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護助手 ・患者さん及び施設利用者の方々の食事援助・シー
ツ交換、洗濯介助等の身の回りの世話・処置の手伝
い作業、患者移送、レクリエーション・患者の見守
り等の業務＊介護職員初任者研修（旧ヘルパー２
級）以上あれば尚可＊体力を必要とする業務あり

岩手県宮古市山口五丁目３
番２０号

社団医療法人　新和
会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

理学療法士 山口病院又は介護老人保健施設における入所者・通
所者等のリハビリテーションに従事していただきま
す。・身体機能や日常生活の基本的動作能力の回
復・維持・予防を目的とした運動療法や物理療法・
その他に機能評価および計画書作成など

岩手県宮古市山口五丁目３
番２０号

社団医療法人　新和
会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

製品抜き作業・外観検査
（三陸工場）

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。・主にシート状のゴム製品をプレス機を使
用し抜き作業・ゴム製品の汚れや形状等を目視で確
認、パッキンの選別、カッターやハサミでバリを取
り、仕上げる作業（時間があれば）

岩手県下閉伊郡山田町大沢
第４地割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

製品抜き作業・外観検査
（岩泉）

当社岩泉工場において、下記の業務を行っていただ
きます。・主にシート状のゴム製品をプレス機を使
用し抜き作業　・ゴム製品の汚れや形状等を目視で
確認、パッキンの選別、カッターやハサミでバリを
取り、仕上げる作業（時間があれば）

岩手県下閉伊郡山田町大沢
第４地割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９月２２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）
危険物取扱者（乙種） (1)8時00分～17時00分

2人 液化石油ガス設備士 170,000円～196,000円 (2)7時00分～16時00分
保険募集人 (3)12時00分～21時00分
あれば尚可

正社員 45歳以下 03030- 2983521
普通自動車免許一種

社会福祉士 (1)8時15分～17時15分
1人 177,900円～216,500円

正社員 64歳以下 03030- 2984421
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

看護師 (1)8時15分～17時15分
1人 144,100円～235,300円 (2)10時15分～19時15分

正社員 64歳以下 03030- 2985321
変形（1ヶ月単位）
(1)8時15分～17時00分

3人 141,100円～143,500円 (2)11時00分～19時45分

正社員以外 不問 03030- 2986621

(1)8時00分～16時45分
1人 133,413円～133,413円

正社員以外 67歳以下 03030- 2987921
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

介護職員初任者研修修了 (1)8時30分～17時30分
1人 143,500円～155,000円 (2)10時00分～19時00分

(3)17時00分～1時00分

正社員 59歳以下 03030- 2989021
理学療法士 変形（1ヶ月単位）
作業療法士 (1)8時45分～17時45分

2人 言語聴覚士 205,000円～320,000円
いずれか

正社員 64歳以下 03030- 2990221
普通自動車免許一種

(1)8時45分～17時45分
1人 205,500円～264,500円

正社員 64歳以下 03030- 2991521
理学療法士 変形（1ヶ月単位）
作業療法士 (1)8時30分～17時30分

1人 いずれか 203,500円～262,000円

正社員 59歳以下 03030- 2994621
調理師

あれば尚可 (1)10時30分～21時30分
1人 245,000円～300,000円

正社員 20歳以上 調理、ホール経験 03030- 2995921
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

1人 175,000円～220,000円

正社員 45歳以下 ワード、エクセル操作 04010-55147721
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
二級自動車整備士 (1)8時55分～17時55分

2人 173,000円～220,000円

正社員以外 不問 03010-21338121
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)9時30分～18時10分
1人 161,500円～241,000円

正社員 59歳以下 03010-21395621
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)7時30分～16時30分
2人 145,000円～160,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)8時30分～12時00分

正社員 59歳以下 03030- 2964721
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 200,000円～200,000円

正社員 64歳以下 03030- 2965821
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～16時30分
1人 134,850円～134,850円 (2)9時00分～17時30分

(3)10時30分～19時00分

正社員以外 59歳以下 03030- 2966221

(1)9時00分～17時00分
1人 200,000円～500,000円

正社員以外 不問 13010-92036121
普通自動車免許一種

中型自動車免許があれば尚可 (1)8時30分～17時15分
5人 132,600円～210,600円

正社員以外 不問 03010-21271321
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

3人 142,600円～142,600円

正社員 59歳以下 03030- 2961921

2

ガソリンスタンド販売員・
ＬＰガス業務

○ガソリンスタンド　給油、洗車、オイル、タイヤ
交換等。○ＬＰガス業務　ＬＰガスの配送（宮古市
内）、検針、ガス器具の販売・取付・修　理、配管
工事等。＊資格取得により、基本給のベースアップ
があります。

岩手県宮古市築地２丁目１
－４

株式会社　菊長商店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師／正社員（清寿荘） 下記の業務を行っていただきます。
・施設入居者（定員５０名）の健康維持等（バイタ
ルチェック）や服薬管理、通院介助の業務

岩手県宮古市小山田２丁目
９－２０

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

社会福祉士／正社員 地域包括支援センターにおいて、社会福祉士として
地域に暮らす人たちの介護や介護予防、権利擁護
等、日常の暮らしのサポートをする業務を担当して
いただきます。

岩手県宮古市小山田２丁目
９－２０

社会福祉法人　宮古
市社会福祉協議会

援助記録や各種申請書類等の
作成を行えること、福祉医療
分野における相談業務に従事

した経験のある者

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

水産物加工員 当社加工場において、水産食品の製造・加工業務に
従事していただきます。・サンマ・鮭・サバ・イカ
など（時季により変動します）を扱います。・鮮魚
だけでなく、冷凍処理した魚を加工してみりん干し
や塩干し等を作ります。

岩手県宮古市藤原１丁目３
番４号

有限会社　三上商店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護助手 当病院において、下記の業務を行っていただきま
す。
・看護職員の指導のもと、病棟の環境整備
・入院患者さんの日常生活に関わる補助業務
・寝具交換、入浴介助、食事介助、着替え介助等

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

理学療法士・作業療法士・
言語聴覚士

利用者へのリハビリテーション業務を行います。
・入居者約８５名、通所登録者４０名（１日平均２
７名程度）の方のリハビリ業務
＊通所リハビリテーション営業日：月曜日～金曜日

岩手県下閉伊郡岩泉町乙茂
字上９－１２

社団医療法人　緑川
会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

介護職員（グループホー
ム）／有資格者

以下の業務を行っていただきます。
・認知症グループホーム利用者（９名）の食事の世
話
・簡単な身体介助等の介護サービス
・調理、施設清掃、洗濯等の日常生活のお世話

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第２地割１１１番地３

株式会社　メイト

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

理学療法士・作業療法士 当施設利用者への機能訓練業務。入所または通所利
用されている要介護者（１日当たり８～１５名）に
対し、・個別プログラムに即した機能訓練、それら
の記録　・その他付帯する業務を行います。現在９
名のリハビリ療法士職員が勤務しております。

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第９
地割３９番地２７

医療法人　仁泉会
介護老人保健施設ほ
ほえみの里

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）

ふれんどりー岩泉において介護支援業務に従事して
いただきます。
・施設利用者のケアプランの作成業務
・利用者やご家族との連絡および相談等の業務
・施設利用者の認定調査業務

岩手県下閉伊郡岩泉町乙茂
字上９－１２

社団医療法人　緑川
会介護支援専門員

（ケアマネージャー）
雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

レンタカースタッフ（オ
リックスレンタカー三陸宮
古駅前店）

レンタカー業務全般
・接客、電話対応
・洗車、車両点検、車両回送
・システム入力等事務処理（ＰＣ使用）、等

宮城県仙台市青葉区本町２
丁目１０－２８　カメイ仙
台グリーンシティ６階

オリックスレンタ
カー・カメイ　株式
会社

雇用期間の定めなし
又は8時00分～19時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

調理補助・ホール／経験者 厨房内において調理の補助的作業及びホールにおい
て接客業務を行っていただきます。○厨房内におい
て調理の補助的作業　・調理者の指示により、野菜
カットや調理の下ごしらえ、準備、盛付け、飲み物
作り、食器・調理器具の洗浄、食材の在庫確認等

岩手県宮古市八木沢第４地
割９７－７

ビツクベル　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業（スズキアリーナ宮古
中央）

お客様に最適なお車を提案し、カーライフをサポー
トするお仕事です。・スズキの新車および中古車の
販売　・自動車保険の募集　・管理顧客への車検、
点検案内　・修理等のアフターフォローサポート

岩手県盛岡市東仙北２丁目
１０－２５

株式会社　スズキ自
販岩手

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

フォークリフト整備士（岩
手県内）

当社において、下記の業務を行っていただきま
す。・トヨタ産業車両、フォークリフト、ショベル
ローダー、無人搬送システム、物流環境機器等の修
理　・その他、付随する業務　＊１年後に正社員登
用の可能性があります。

岩手県紫波郡矢巾町流通セ
ンター南３丁目１０－１０

トヨタＬ＆Ｆ岩手
株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

介護職員／田鎖／大卒 小規模デイサービス利用者の介護を行っていただき
ます。・主に食事・入浴介助、レクリエーション活
動等をおこないます・送迎業務（主に宮古市内の送
迎となり、軽自動車や普通車を使用します）＊１日
１５名程度の利用者の方を５名位のスタッフで担当

岩手県宮古市田鎖３－８ 株式会社　みやこ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

職業指導員兼生活支援員 施設利用者の方々に同行し、以下の作業に対する業
務に従事していただきます。
【施設内就労】
・フルーツキャップ作成、ほたての貝殻洗浄、プラ
スチック部品のカット・選別作業

岩手県下閉伊郡山田町飯岡
第７地割１１番地

株式会社　ジョブ・
パートナー

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

生涯設計デザイナー（営
業）第一生命／盛岡支社

保険プランのご提案、および契約後のアフターフォ
ロー

東京都千代田区有楽町１‐
１３‐１

第一生命保険　株式
会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

サービススタッフ 日産レンタカーにおいて以下の業務を行っていただ
きます。・レンタカーの配車、引取業務　・カウン
ターでの接客業務　・洗車、車内清掃　・電話対応
・各種事務処理　・その他、関連する業務

岩手県宮古市大通４丁目４
－２２　朝日生命宮古ビル
１階

株式会社　日産レン
タカー岩手　日産レ
ンタカー宮古駅前店

雇用期間の定めなし
基本操作

（ワード・エクセル）
岩手県宮古市

水産加工品の製造 商品パック詰め工程、加工製造業務に従事しま
す。・めかぶ、塩辛加工品ライン工程による作業・
ライン工程はパック詰め、検品、目視検査箱詰・担
当工程は交替制・原料を機械に流し込み作業○簡単
な業務です。それぞれ複数人ずつで作業を行います

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第１１地割２２－１１

株式会社　山田コー
ルドストレージ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

募集業務担当（非常勤隊
員）（盛岡・北上・宮古・
二戸）

募集業務　・自衛官募集のための学校、自治体、募
集対象者に対する広報　・志願手続きに関する業務
及び志願者に対する助言　・志願受付及び試験業務
・上記に関する各種事務　その他、「募集案内」を
ご確認ください。

岩手県盛岡市内丸７番２５
号　盛岡合同庁舎２Ｆ

自衛隊岩手地方協力
本部

PC(Word,Excel,Powerpoint等)によ
る軽易な資料作成ができること,自
衛官募集に必要な知識及び経験
又はこれと同等の知識・経験を有

する方

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他


