
交替制あり
(1)6時00分～15時00分

1人 144,700円～170,700円 (2)6時30分～15時30分
(3)8時30分～17時30分

正社員 59歳以下 03030- 3611621
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 155,000円～180,000円

正社員 64歳以下 03030- 3614021
変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～18時00分

1人 170,000円～205,000円 (2)9時00分～12時00分

正社員 59歳以下 簡単なＰＣ操作あり 04010-69481921
助産師 交替制あり

(1)8時30分～17時15分
2人 214,500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 45歳以下 03010-26814521
看護師 交替制あり

(1)8時30分～17時15分
2人 194,100円～211,600円 (2)16時30分～1時15分

(3)0時30分～9時15分

正社員 45歳以下 03010-26815421
二級自動車整備士 変形（1年単位）
自動車車体整備士 (1)8時30分～17時30分

1人 自動車電気装置整備士 200,000円～220,000円
いずれか

普通自動車免許一種
正社員 64歳以下 自動車整備関連業務あれば尚可 03010-26867921

普通自動車免許一種 変形（1年単位）
(1)10時00分～18時45分

1人 160,000円～200,000円

正社員 30歳以下 03010-26869021
大型自動車第二種免許 変形（1ヶ月単位）

2人 124,000円～135,260円

バスやトラックでの

正社員以外 不問 仕事の経験 03010-26704121
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
3人 184,800円～231,000円

正社員 不問 ハツリ工経験あれば尚可 03030- 3597321
変形（1年単位）
(1)9時00分～17時55分

1人 148,100円～163,700円 (2)10時00分～18時55分
(3)12時00分～20時55分

正社員 64歳以下 03030- 3598621
交替制あり

1人 185,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030- 3600421
普通自動車免許一種

1人 147,400円～249,800円

正社員以外 不問 03030- 3601321

(1)8時30分～17時30分
2人 250,000円～350,000円

正社員 64歳以下 03030- 3602621
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～16時45分

1人 146,034円～146,034円

正社員以外 不問 03030- 3603921
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

２級管工事施工管理技士 (1)8時00分～17時00分
1人 ２級土木施工管理技士 145,000円～230,000円

２級配管技能士
あれば尚可

正社員 不問 03030- 3606721
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

２級管工事施工管理技士 (1)8時00分～17時00分
1人 ２級土木施工管理技士 150,000円～180,000円

あれば尚可

正社員 不問 03030- 3608221
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- 3583021
ホームヘルパー２級 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 あれば尚可 172,800円～221,800円 (2)7時30分～16時30分

正社員 40歳以下 03030- 3584721
1

（11月18日時点の内容です）

１１月１４日　から　　１１月１８日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は１２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

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

事業所名
求人番号

調理員（正社員） 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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

パソコンの基本操作が
できれば尚可

助産師Ａ（沿岸地域の県立
病院７病院）

・助産業務　等
＊採用後３年間は沿岸地域の県立病院７病院のいず
れかで勤務し、その後、県内２０病院６地域診療セ
ンターのいずれかに勤務します。＊採用予定日は、
原則として令和５年４月１日です。

岩手県盛岡市内丸１１－１
盛岡合同庁舎７階
岩手県医療局

岩手県医療局

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

医療事務［下閉伊郡岩泉
町］

◎調剤薬局における業務全般
・調剤薬局における医療事務
・処方箋や医薬品に関する受付、会計業務
・レセプトコンピューターによる請求事務
・その他、付随する業務　

宮城県仙台市青葉区一番町
１丁目９－１仙台トラスト
タワー２４階

株式会社　アイン
ファーマシーズ　東
北支店　［アイン薬
局］雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

令和４年１２月末現在、
同職として業務に
通算して３年以上

従事した経験を有する方

自働車ガラス修理・販売等
（宮古営業所）

・自動車ガラスの販売、修理、交換
・カーフィルム貼り
・車のボディーコーティング
・その他、上記に付随する業務
※基本的に２人１組で作業を行います。

岩手県盛岡市東見前９－７
２

株式会社　セントラ
ルオートガラス

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師Ａ（沿岸地域の県立
病院７病院）

・看護業務　等
＊採用後３年間は沿岸地域の県立病院７病院のいず
れかで勤務し、その後、県内２０病院６地域診療セ
ンターのいずれかに勤務します。＊採用予定日は、
原則として令和５年４月１日です。

岩手県盛岡市内丸１１－１
盛岡合同庁舎７階
岩手県医療局

岩手県医療局

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

令和４年１２月末現在、
同職として業務に
通算して３年以上

従事した経験を有する方

嘱託バス運転士（宮古営業
所）

乗合バス、貸切バスの運行による旅客輸送（５５人
乗大型）
就業日数は、本人の希望に応じて決定します。正社
員並みの日数（２３～２４日）、または日数を抑え
た働き方も可能です。

岩手県盛岡市厨川１－１７
－１８

岩手県北自動車　株
式会社

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7時間以上
岩手県宮古市

営業（宮古） 当社磯鶏店において営業を担当していただきま
す。・ショールームでの商品説明　・お茶出し、お
出迎え、お見送り　・新車、中古車の販売　・損保
保険取り扱い手続き　＊採用後、本社にて研修があ
ります。＊即勤務可能な方歓迎。

岩手県盛岡市東仙北２丁目
１４－２０

ネッツトヨタ盛岡
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

予約管理スタッフ 浄土ヶ浜パークホテル内事務所に置いて、予約管理
の業務をしていただきます。
・予約システムへの入力
・電話応対
・予約に関する事務処理、書類整理等

岩手県宮古市日立浜町３２
－４

株式会社　みちのり
ホテルズ　浄土ヶ浜
パークホテル

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ハツリ工・型枠解体工 建築、土木現場においてのハツリ作業・解体作業に
従事していただきます。・コンクリートを破砕、切
断する作業　＊経験のない方の応募も可能ですの
で、ご相談ください。＊現場によっては泊まりでの
作業もあります＊各種資格等あれば尚可

岩手県宮古市小国第１４地
割９２

合同会社　ボンズ工
業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

建築、土木関係資格等
あれば尚可

パソコン基本操作
パソコン操作
電話応対

公立小中学校事務（臨時職
員）

宮古教育事務所管内の各小中学校において、学校事
務に従事していただきます。・学校職員の給与事
務、旅費事務、市町村費予算の支出事務、学校集金
事務　・来客受付、応対　・学校に届く文書の収受
事務など　・新型コロナウイルス感染症対策など

岩手県宮古市五月町１－２
０　宮古地区合同庁舎内

宮古教育事務所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 又は8時00分～17時30分

の間の8時間程度
岩手県宮古市

店舗運営（商品企画・販
売・製造）

宮古駅前の「パティスリー　レ・ド・シェーブル」
や「ＰＯＳＴ　ＢＡＫＥＲＹ」で店舗の運営業務に
携わっていただきます。・お客様への接客・販売
・新商品の企画　・お菓子、パンの製造　・アルバ
イトスタッフの管理

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8時30分～19時30分
の間の8時間

岩手県宮古市

販売もしくは
飲食店での接客業務の

経験あれば尚可
ＰＣ入力程度

パソコン操作
（ワード・エクセル）

できる方

寝具洗濯品の配置・運搬、
交換準備の業務

請負先施設内において、寝具類（シーツ、布団、枕
カバー、パジャマなど）に係る次の業務を行ってい
ただきます。使用済寝具類の回収業務。洗濯済寝具
類の配置および配置準備に係る業務。そのほか、上
記に付随する業務。

岩手県宮古市長町１丁目９
－１７

リアス環境管理　株
式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

ＥＣサイトの運営業務（商
品開発、ＳＮＳ広報等）

宮古駅前のパティスリー「レ・ド・シェーブル」の
ヤギのキャラクター「イボンヌ」を使ったお菓子や
雑貨、アパレルなどをインターネット販売します。

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

岩手県宮古市

ＥＣショップ関連の
仕事経験あれば尚可
ワード、エクセル

施工管理業務（見習可） 当社において施工管理業務に従事します。・パソコ
ンを使っての書類作成（ＣＡＤ図面、官公庁申請手
続、請求書等書類）・現場測定、写真撮影、現場調
査（申請、見積作成の為）＊有資格者、ＣＡＤ経験
がある方優遇

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第３－２８５

有限会社　斎藤設備

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

配管工、現場作業員、現場
管理

個人宅から公共施設工事を中心として給排水、機械
設備、配管工を主に行っています。未経験の方は、
工具の名前を覚えながら、まずはパイプを取り付け
る事から少しずつ始めていきましょう。丁寧に指導
しますので安心して働けます。

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第３－２８５

有限会社　斎藤設備

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

ＣＡＤ操作経験、パソコン入力経験
あれば尚可、簡単なパソコン入力

看護補助員 外来や病棟において看護補助業務に従事します。
・消耗品及び備品の整理や、シーツ交換及び洗濯等
の看護にかかる付帯業務全般　・身体介護（清拭、
入浴介助）・診療補助（検査等）を行っていただき
ます

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

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・事務スタッフは他２５名
　

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

パソコン操作
（ワード・エクセル）

可能な方

◎ 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１１月２４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



理容師 変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～17時45分

1人 194,700円～260,000円

正社員 59歳以下 理容経験者 03030- 3585821
車両系建設機械運転技能 変形（1ヶ月単位）

大型自動車免許 (1)8時00分～17時00分
1人 あれば尚可 203,150円～215,100円

正社員 59歳以下 重機運転経験 03030- 3586221
普通自動車免許一種 交替制あり

(1)8時00分～17時00分
1人 145,000円～176,000円 (2)9時30分～18時30分

正社員 59歳以下 03030- 3588421
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 200,000円～250,000円

正社員 40歳以下 03030- 3591021
変形（1ヶ月単位）
(1)6時00分～15時00分

1人 200,000円～300,000円

正社員以外 不問 03030- 3592721
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 経理事務経験 160,000円～200,000円

正社員 不問 03030- 3595521
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
3人 148,900円～190,000円

正社員 59歳以下 03030- 3573621
普通自動車免許一種

(1)9時00分～17時00分
1人 170,000円～170,000円

正社員 不問 03030- 3575121
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時00分
2人 160,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03030- 3576021
普通自動車免許一種
フォークリフト (1)8時30分～17時30分

1人 あれば尚可 210,000円～210,000円

正社員 40歳以下 03030- 3577721
保育士 変形（1ヶ月単位）

1人 153,800円～184,300円

正社員 59歳以下 03030- 3578821
普通自動車免許一種

薬剤師 (1)8時45分～17時30分
1人 300,000円～300,000円

正社員以外 不問 03030- 3581921
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 158,200円～203,400円

正社員 18歳以上 03030- 3560821
栄養士

(1)7時30分～16時30分
1人 179,000円～179,000円

保育所の栄養管理

正社員 不問 あれば尚可 03030- 3561221
普通自動車免許一種

車両系建設機械運転技能 (1)8時00分～17時00分
5人 不整地運搬車運転技能者 231,000円～294,000円

２級土木施工管理技士,あれば尚可

正社員以外 不問 03030- 3562521
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
3人 168,000円～273,000円

正社員以外 不問 03030- 3563421
保育士 変形（1ヶ月単位）

1人 153,800円～184,300円

正社員 59歳以下 03030- 3569721
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

介護職員実務者研修修了 (1)7時30分～16時30分
1人 サービス管理責任者講習修了証 210,000円～230,000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- 3570521
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サービス管理責任者 以下の業務に従事していただきます。・アセスメン
ト作成　・個別支援計画の内容を基にモニタリン
グ、記録　・支援プロセスの管理　・スタッフ
（サービス提供者）への指導、助言　・関係者や関
係機関との連携、コーディネート　等

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
生活支援、職業訓練、
介護指導などの実務経験

岩手県下閉伊郡山田町

保育士／正社員 園児の保育業務全般を行っていただきます。・保育
実務　・日誌や園児の連絡ノート記載　・各計画の
作成　・園児の安全、健康管理業務　・ほか、行事
等の準備や環境整備など＊担当クラス等は採用後に
決定となります。

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～19時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

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。
・土工、とび、解体、護岸工事等
・太陽光ソーラーに伴う架台パネル設置
○未経験の方の応募可能です。丁寧に指導します。

岩手県下閉伊郡山田町大沢
第１地割１４番地１４

株式会社　Ｓ－ＴＥ
Ｃ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

土木作業員／経験者 当社において下記の業務に従事していただきま
す。・土工、とび、解体、護岸工事等・太陽光ソー
ラーに伴う架台パネル設置・重機オペレーター業務
（資格所持の方）＊就業場所は、東北６県、関東方
面になります。

岩手県下閉伊郡山田町大沢
第１地割１４番地１４

株式会社　Ｓ－ＴＥ
Ｃ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 重機オペレーター経験あれば

尚可、土木作業経験
岩手県下閉伊郡山田町

栄養士 令和４年４月開所　小規模保育事業ククナの家での
栄養管理対象　生後３ヶ月から３歳児　子どもの給
食の献立・栄養管理・衛生管理　アレルギー児の献
立・栄養管理・衛生管理　給食の調理・片付け・消
毒　各種書類の作成　保護者への支援・食育指導

岩手県宮古市実田１丁目３
－３４

特定非営利活動法人
輝きの和

雇用期間の定めなし
又は8時00分～17時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

警備員 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。

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

管理薬剤師 医療用麻薬などの出庫、発注、管理業務
医薬品卸売事業における指導・助言・問い合わせ対
応等

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第５
地割１－６

株式会社バイタル
ネット　宮古支店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 基本的レベルのマイクロ

ソフトエクセル・ワード
岩手県宮古市

保育士／正社員 園児の保育業務全般を行っていただきます。・保育
実務　・日誌や園児の連絡ノート記載　・各計画の
作成　・園児の安全、健康管理業務　・ほか、行事
等の準備や環境整備など　＊担当クラス等は採用後
に決定となります。

岩手県宮古市花輪第４地割
２番地１

社会福祉法人　慈愛
会　花輪保育所

雇用期間の定めなし
又は7時00分～19時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

受注・発注管理 ○リン青銅、黄銅、銅など非鉄金属の仕入・販売を
行っています・各伸銅メーカーへの発注管理及び納
期調整等・コネクタ関連客先との受発注管理及び納
期・在庫管理・関連書類の作成等＊メール・電話の
対応、システムを使った内勤業務が主になります

岩手県宮古市大字津軽石第
１０地割向川原３２３番

株式会社　石井金属
東北営業所

雇用期間の定めなし
ＰＣ入力業務あり

（専用ソフト・メール等）
岩手県宮古市

設備作業員（見習い可） 冷却設備（水産加工会社の冷凍冷蔵庫等）および周
辺機器の工事、点検、整備、水産加工機械等の製
作、点検、整備等を行います。現場は主に宮古市内
または沿岸地区で移動には社用車を使用します。作
業内容が様々な為、未経験者でも指導していきます

岩手県宮古市田鎖第９地割
３６番地３

有限会社畠山冷設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業 ・見込み客の集客　・資料請求をされているお客様
への商品案内やご提案　・商談～契約、アフターケ
アを担当　○営業エリア：陸前高田市～久慈市など
主に沿岸部○営業時は社用車を使用＊入社後メー
カー研修を１週間程度受けていただきます。

岩手県下閉伊郡山田町大沢
第２地割２６－２

陸中木材センター
株式会社宅地建物取引士

（旧：宅地建物取引
主任者）雇用期間の定めなし

住宅営業経験あれば尚可ワー
ド・エクセル基本操作

岩手県下閉伊郡山田町

牛乳・乳製品製造員 【ヨーグルト製造に関する業務】
・タッチパネル式での機械操作及び原料の調合、殺
菌、充填、清掃作業です。

岩手県下閉伊郡岩泉町乙茂
字乙茂９０－１

岩泉ホールディング
ス　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

庶務（事務）／管理職 当社事務所兼宿舎において下記の業務を行っていた
だきます。・来客や電話・メールの対応　・役所等
への書類提出や買い物、現場事務所等外出用務　・
ＰＣを使用し書類作成（ワード・エクセル）・書類
のコピー等・各フロアの清掃・その他付随する業務

岩手県宮古市磯鶏沖８－２
５

有限会社　リアライ
ズ

雇用期間の定めなし パソコン基本操作
（ワード・エクセル）

ができる方
岩手県宮古市

水産スタッフ おさかな職人を募集しています！市場からの仕入。
魚の切身、お刺身、お造りなどの加工や盛付け、商
品の陳列や接客業務を行っていただきます。
※弊社では、市場などから仕入れた魚介類を仲卸し
ています。

岩手県下閉伊郡山田町中央
町５番６号

株式会社　びはん
コーポレーションパソコン操作

（ワード・エクセル）
が出来る方、

水産経験３年以上で、
お造りができる方

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

業務・総務担当 コンクリート製品の販売に関わる業務全般　・事務
所ではパソコンを使用し売上、見積り書や請求書発
行、電話対応を行います（定型フォーム使用）。・
主に商社や建設会社など取引先を中心とした訪問や
商品の提案、現場での打合せ、現場確認

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第４地割１２番地

有限会社　豊興

雇用期間の定めなし
ワード・エクセル、
メールができる方

岩手県下閉伊郡山田町

理容師 理容髪吉（かみよし）南町店において、理容業務全
般に従事していただきます。
・施術に必要な材料等の整理
・その他付随する業務

岩手県宮古市南町１１番２
０号

株式会社　クイック

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員 店舗内での商品の販売業務となります。レジ業務や
お客様対応、商品の陳列、その他商品の在庫・発注
管理などを行います。商品管理で簡単なパソコン入
力作業があります。お客様への商品説明やご案内も
していただきます。接客が好きな方を希望します。

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第２地割４３番地６
ホームワンサトー

有限会社　サトー
（ホームワン　サ
トー）

雇用期間の定めなし
エクセル・ワードで

入力作業ができれば尚可
岩手県下閉伊郡山田町

重機オペ運転手及びとび土
工

各工事現場において以下の業務を行っていただきま
す。・重機による掘削等土工事　・とび、土工作業
員として工事作業全般　＊主な工事現場は沿岸地域
となります　＊大型免許有資格者尚可


岩手県宮古市山口１丁目４
－２５

株式会社　オガサワ
ラ産業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市


