
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
保育士 (1)9時00分～18時00分

1人 介護福祉士 157,100円～188,900円 (2)6時30分～15時30分
(3)12時00分～21時00分

正社員以外 不問 03030- 3341521
変形（1ヶ月単位）
(1)6時00分～15時00分

1人 144,700円～144,700円 (2)6時30分～15時30分
(3)8時30分～17時30分

正社員以外 不問 03030- 3342421
５トン限定準中型自動車免許
２ｔ車を運転できる免許があること (1)8時30分～17時00分

1人 フォークリフト 180,000円～200,000円
あれば尚可

正社員 59歳以下 03030- 3343321

(1)8時00分～17時00分
3人 138,007円～138,007円

正社員以外 不問 03030- 3344621
交替制あり

1人 146,544円～146,544円

正社員以外 不問 06030- 8141121

(1)8時30分～17時30分
1人 141,000円～199,500円

正社員 59歳以下 03030- 3333521
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

1人 170,000円～270,000円

正社員以外 不問 ワード・エクセル基本操作 03030- 3336621
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

1人 170,000円～270,000円

正社員 59歳以下 ワード・エクセル基本操作 03030- 3337921
変形（1年単位）
(1)7時00分～16時00分

2人 150,000円～160,000円 (2)17時00分～2時00分

正社員 18歳～59歳 03030- 3338121

(1)9時30分～19時20分
1人 153,000円～163,000円 (2)9時30分～14時00分

正社員 35歳以下 03030- 3340221
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 157,300円～160,600円

正社員 64歳以下 04010-63003321

(1)7時30分～16時30分
2人 130,000円～150,000円

正社員以外 不問 調理経験者あれば尚可 04010-63058021
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
大型自動車免許 (1)8時00分～17時00分

2人 あれば尚可 160,000円～210,000円

正社員 59歳以下 03010-24410421
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

二級ガソリン自動車整備士 (1)8時00分～17時00分
2人 二級ジーゼル自動車整備士 180,000円～250,000円

二級自動車整備士
あれば尚可

正社員 59歳以下 03010-24415021
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時10分

3人 148,383円～156,375円

正社員以外 64歳以下 03030- 3328621
管理栄養士

(1)8時30分～17時15分
1人 178,900円～190,000円

正社員 37歳以下 03070- 6299821
看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時15分
6人 194,100円～214,500円 (2)16時30分～1時15分

(3)0時30分～9時15分

正社員 59歳以下 03070- 6302021
介護福祉士 変形（1ヶ月単位）

(1)7時30分～16時15分
1人 164,500円～164,500円 (2)9時30分～18時15分

(3)10時00分～18時45分

正社員 37歳以下 03070- 6308321
1

介護福祉士（岩泉町）（令
和５年４月採用）

■入所・通所される方の生活援助・介護業務を行っ
ていただきます　・身体介助：食事介助・水分補
給・更衣介助・整容・排泄介助・洗面介助・入浴介
助等　・生活介助：移動介助・居室介助等　・その
他　：介護記録等　※令和５年４月採用予定です。

岩手県北上市九年橋三丁目
１５番３３号（北上済生会
病院内）

社会福祉法人　恩賜
財団　済生会支部
岩手県済生会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

看護師（北上市・岩泉町）
（令和５年４月採用）

■病棟及び外来患者様への看護業務及び医療の補助
等を行っていただきます。・病棟、外来においての
看護業務・診療の補助・療養上の介助など
※令和５年４月採用予定です

岩手県北上市九年橋三丁目
１５番３３号（北上済生会
病院内）

社会福祉法人　恩賜
財団　済生会支部
岩手県済生会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

令和５年３月看護師免許
取得見込者も可

令和５年３月介護福祉士
免許取得見込者も可

管理栄養士（岩泉町）（令
和５年４月採用）

■特別養護老人ホームの管理栄養士業務を行ってい
ただきます。・栄養マネジメント業務全般・食形態
管理業務・食数管理業務・献立の作成・発注業務・
その他管理栄養士に付帯する業務
※令和５年４月採用予定です。

岩手県北上市九年橋三丁目
１５番３３号（北上済生会
病院内）

社会福祉法人　恩賜
財団　済生会支部
岩手県済生会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

水産加工員 水産加工に従事していただきます。
・主にイカの冷凍加工（胴、ゲソに分別、袋詰め
等）・鮭、ブリ等のフィレー加工（機械で捌き処理
された鮭の骨、ヒレ等の取り除き、パッキング等）

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

岩手県下閉伊郡山田町

令和５年３月管理栄養士
免許取得見込者も可

【急募】自動車整備・鈑金
塗装（オートサービス）

（株）ミナカワ　オートサービスにおいて自動車の
整備・板金・塗装業務を担当していただきます。○
自動車の修理・整備　故障車両の修理及び車検点
検、オイル交換、タイヤ交換等の一般整備○車の引
取り・納車、洗車、書類作成、その他付随する業務

岩手県盛岡市向中野２丁目
１９番３８号【求人票郵送
先指定あり】

株式会社　ミナカワ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

菌床の管理と菌床しいたけ
栽培（穴沢工場）

（株）ミナカワ穴沢工場において、菌床の管理と菌
床しいたけの栽培や収穫作業を担当して頂きます。
合わせて品質管理等も行っていただきます。ホダの
移動、袋取り、浸水作業、品質管理、運搬等の業
務。

岩手県盛岡市向中野２丁目
１９番３８号【求人票郵送
先指定あり】

株式会社　ミナカワ
菌類栽培部

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

学校給食センターでの調
理・洗浄業務

学校給食センター内での調理・洗浄のお仕事です。
＊初回契約更新後は１年毎の更新になります。

宮城県仙台市宮城野区榴岡
３丁目４番１号
アゼリアヒルズ１３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
月以上）

岩手県宮古市

イエローハット店頭販売ス
タッフ（宮古店）

・カー用品の販売、レジ業務、簡単な事務処理業
務・作業の受付、接客、品出し、発注、売場作り等
※自動車についての難しい知識がなくても大丈夫
未経験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

歯科助手 当医院において歯科助手業務に従事していただきま
す。　　　　　　
○歯科器具の準備、片付け、消毒　　　　　
○医師の指示において治療補助
○どの他付随する業務

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

オイルシール成形オペレー
ター

合成ゴムを原料としたものをプレス機で受注製品の
型に加工する業務を行っていただきます。
・その他付随する業務となります。
・主に自動車エンジン部分に使用するものを製造し
ています。

岩手県下閉伊郡岩泉町小本
字長内２６

岩手アライ　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

キャディマスター室（正社
員）

宮古カントリークラブにおいてキャディマスター室
に勤務し下記の業務に従事していただきます。・お
客様のクラブの積降し、清掃・ゴルフカートの移
動・掃除・プレイヤーの進行管理、スコアの集計等
ゴルフプレーに関する全般・その他、付随する業務

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00分～18時00分
の間の7時間程度

岩手県宮古市

キャディマスター室 宮古カントリークラブにおいてキャディマスター室
に勤務し下記の業務に従事していただきます。・お
客様のクラブの積降し、清掃・ゴルフカートの移
動・掃除・プレイヤーの進行管理、スコアの集計等
ゴルフプレーに関する全般・その他、付随する業務

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 又は6時00分～18時00分

の間の7時間程度
岩手県宮古市

プレス金型技術者 高速精密プレス金型を完成させる仕事です。金型部
品を研磨で調整し、組み込んで金型を仕上げ、プレ
ス機械を操作して寸法出しをする仕事に従事して
いただきます。

岩手県下閉伊郡山田町石峠
３－１７－４

和田工業株式会社
東北工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

販売（品出し及びレジ：ダ
イソー宮古長町店）４０時
間

○品出し及びレジでの接客
※雇用期間は【６ヶ月毎の契約更新】を行ってお
り、更新時期は、毎年４月と１０月になります。
＊月給概算額換算
＠８６０×８Ｈ×２１．３＝１４６，５４４円

山形県飽海郡遊佐町比子字
白木２３－３６２

本間物産　株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は7時30分～20時30分

の間の8時間程度
岩手県宮古市

精密プレス金型の製作・
仕上・調整の経験がある方

電子部品組立 オーディオ機器部品　空調機器部品などを製造しま
す。・部品を手作業や電動ドライバーで取りつけ
・取り付け確認　・部品に電気が通るかを測定器で
確認。・組立後部品のトレイ入れ

岩手県下閉伊郡山田町船越
９－４０－６

株式会社　エムアン
ドエム

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

水揚げ立ち会い、一般事務 下記業務を担当していただきます・ほとんど毎日入
港する底曳船の水揚げ立ち会い（魚の選別等）・年
２回入港する遠洋鮪漁船の水揚げ立ち会い・給与計
算・船員保険関係の書類作成、各データの入力等・
外出用務（２ｔ車を使用）・その他付随する業務

岩手県宮古市鍬ヶ崎上町４
番６９号

金沢漁業　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理員 特養老人福祉施設における厨房での調理業務
・入居者１１０名の食事（朝食、昼食、夕食／シフ
ト対応）
・食器の片づけ、厨房の清掃等
・４名～５名で対応していただきます。

岩手県宮古市西ヶ丘４丁目
５３－８

社会福祉法人　恵心
会　特別養護老人
ホーム　慈苑

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

ワード・エクセル等
簡単な操作

事業所名
求人番号

児童指導員／らいず ・入所児童７名（定員１６名）の日中活動の支援
・通院や買い物（２～３名）の付き添い
・必要に応じて、食事・入浴・排泄・着替え等の介
助
○未経験者の応募大歓迎

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第４
地割１番地４２

社会福祉法人　若竹
会　新たな郷わかた
け

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

社会福祉主事
あれば尚可

（10月24日時点の内容です）

１０月１８日　から　　１０月２４日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は１１月２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１０月２７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



フレックス
(1)9時00分～17時45分

2人 300,000円～535,000円 (2)11時00分～16時00分
普通自動車免許一種

正社員 不問 13040-21653622
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 03010-24316621
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

車両系建設機械運転技能 (1)8時00分～17時00分
3人 中型自動車免許 183,000円～292,800円

あれば尚可

正社員以外 不問 03030- 3324221
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～17時00分
2人 184,000円～276,000円

正社員以外 不問 03030- 3326421

(1)9時15分～17時00分
2人 180,000円～240,000円 (2)9時15分～16時15分

正社員 64歳以下 03080- 2662521

(1)9時15分～17時00分
2人 180,000円～240,000円 (2)9時15分～16時15分

正社員 64歳以下 03080- 2663421
１,２級建築施工管理技士

あれば尚可 (1)8時00分～17時00分
3人 451,100円～531,100円

正社員 64歳以下 04010-62487021
普通自動車免許一種 交替制あり

(1)9時00分～18時00分
1人 フラワーの経験がある方 217,500円～228,500円

正社員 64歳以下 35020-11758721
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 03010-24207121
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
1人 250,000円～290,000円

正社員 64歳以下 03030- 3315821
保育士

(1)8時00分～17時00分
1人 166,200円～176,200円

正社員以外 不問 保育業務 03030- 3316221
准看護師 変形（1年単位）

(1)8時30分～18時30分
1人 210,000円～300,000円

正社員 59歳以下 03030- 3317521
看護師 変形（1年単位）

(1)8時30分～18時30分
1人 220,000円～310,000円

正社員 59歳以下 03030- 3318421
普通自動車免許一種 交替制あり

介護職員初任者研修修了 (1)8時30分～17時30分
1人 介護福祉士あれば尚可 150,000円～200,000円 (2)8時00分～17時00分

正社員 64歳以下 介護経験あれば尚可 03030- 3319321
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

交通誘導警備業務検定２級 (1)8時00分～17時00分
1人 警備員指導教育責任者 238,217円～260,884円

正社員 18歳以上 03030- 3320121

2

第２種・第３種電気主任技
術者／岩手県宮古市（活動
エリア）

電気主任技術者として太陽光発電所の保守管理を担
当いただきます
＜具体的な業務＞・計画策定（年間維持管理計画や
長期修繕計画など）・巡回点検、障害対応、緊急時
対応、除草・除雪、軽作業・点検業務

東京都港区虎ノ門１－２－
８　虎ノ門琴平タワー６階

リニューアブル・
ジャパン　株式会社

雇用期間の定めなし
ＰＣ操作(Word,Excel),電気主任
技術者業務の経験あれば尚可

岩手県宮古市、他

第一種電気主任技術者あれば尚
可、第二種電気主任技術者、第三
種電気主任技術者いずれか

土木作業員 当社において下記の業務に従事していただきま
す。・土木作業員として、資材の運搬、土砂の掘削
等　・その他付随する業務　○未経験の方も歓迎し
ます。先輩スタッフがしっかりと丁寧に教えるの
で、確実にスキルアップが目指せます。

岩手県下閉伊郡山田町川向
町５０１－８

株式会社　紅工業

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 重機操縦、現場作業

あれば尚可
岩手県下閉伊郡山田町

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

山田町商工会　共済・福祉
制度推進スタッフ

・商工会議所（商工会）会員企業に対する、生命保
険による従業員の福利厚生制度（退職金、忌慰金）
のコンサルティング営業　・経営者のリスク管理や
事業承継、資産管理などのアドバイスや保険設計
・個人のライフプランに対応した保険設計

岩手県大船渡市盛町字中道
下２‐２５
大船渡商工会議所会館１階

アクサ生命保険　株
式会社　盛岡支社
大船渡営業所

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

足場作業員 業務内容
・建設現場での足場組立・足場解体作業等の業務
・実務経験を積んだのち、本人の適性を見て、営業
業務、現場管理職や若手指導員等に就いていただき
ます。

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第１４地割３１－２

佐々総業　株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

建築技術者（コンサルティ
ング業務）経験者

・各官公庁（国交省、農政局、防衛省、市町村）発
注による施工監理業務、並びにネクスコ発注による
高速道路等における施工監理及び点検業務等。現場
での検査立会い、業者との打合せ等の業務の他、Ｐ
Ｃ、ＣＡＤを使用しての資料及び図面作成、設計、

宮城県仙台市青葉区一番町
２丁目２－１３　仙建ビル
３階

株式会社クランク
建設技術事業部

ワード、エクセル等基本操作、建設
業界内での施工管理経験やコンサ
ル会社での経験又はそれに類似
する経験をお持ちの方が対象です

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

宮古商工会共済・福祉制度
推進スタッフ

・商工会議所（商工会）会員企業に対する、生命保
険による従業員の福利厚生制度（退職金、忌慰金）
のコンサルティング営業　・経営者のリスク管理や
事業承継、資産管理などのアドバイスや保険設計
・個人のライフプランに対応した保険設計

岩手県大船渡市盛町字中道
下２‐２５
大船渡商工会議所会館１階

アクサ生命保険　株
式会社　盛岡支社
大船渡営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般事務（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。＊一般事務（電話対応、経理等）・パソコ
ンを使用しての受注対応・簡単な経理（集金した後
の集計等）・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

生花作成・配送スタッフ
（フラワー愛　宮古）

【人気のフラワーコーディネーター大募集】典礼会
館にてお葬儀で使用するフラワーの作成や会場の
コーディネート、祭壇の装飾、管理、配送など　花
に囲まれて仕事ができる最高の環境が整っていま
す！祭壇を運ぶ仕事もある為、男性スタッフも活躍

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 ※経験がない方は、
パートナー採用スタートとな

ります。 岩手県宮古市

保育士 ０～６歳児までの保育園に入園している乳幼児の保
育業務に従事していただきます。
・日常の遊び　・保育記録作成　・お昼寝の見守り
等　・現在は３４名の園児を６名で対応しておりま
す

岩手県下閉伊郡山田町大沢
第８地割１９番地２

社会福祉法人　大沢
愛育会　大沢保育園

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

居宅管理者 居宅介護事務所において下記の業務に従事していた
だきます。
・利用者様の暮らしをサポート・プラン作成業務・
各種届出、手続き等の管理者業務・その他付随する
業務

岩手県宮古市新町２－６ 介護サービス　株式
会社介護支援専門員

（ケアマネージャー）
雇用期間の定めなし パソコン

（ワード・エクセル）
基本操作のできる方

岩手県宮古市

正看護師 当クリニック内において、下記の看護師業務に従事
していただきます。＊医師の診察・検査の補助　＊
問診や診察・検査内容の説明　＊患者様の院内誘導
＊採血、注射、点滴業務　＊院内の清掃等の付随業
務全般

岩手県宮古市黒田町７－１
０

やすみ整形外科クリ
ニック

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

准看護師 当クリニック内において、下記の看護師業務に従事
していただきます。＊医師の診察・検査の補助　＊
問診や診察・検査内容の説明　＊患者様の院内誘導
＊採血、注射、点滴業務　＊院内の清掃等の付随業
務全般

岩手県宮古市黒田町７－１
０

やすみ整形外科クリ
ニック

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

警備員兼警備員指導教育責
任者

復興工関連工事の公共建設土木工事等の工事車両の
交通誘導警備に従事していただきます。現場の状況
によりますが、１～２名人員体制現となります。移
動手段は、会社に集合し社用車で移動、又は直行直
帰もあります。＊６０歳以上の方も歓迎します

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第１６地割３－３１

株式会社　宇野ビル
ド

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

介護員（通所） 通所リハビリテーション（デイケア）の介護業務を
行います。・おおよそ２０名の利用者を介護　・食
事、入浴、排泄、健康管理、自立支援、レクリエー
ション、送迎等　・現在７名の介護員で担当してい
ます。

岩手県宮古市実田２丁目５
－１０

医療法人　おかだ外
科内科クリニック

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市


