
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

2人 151,000円～172,000円 (2)12時30分～21時30分

正社員以外 不問 03010-29691321
普通自動車免許一種

(1)8時15分～17時15分
1人 170,000円～186,000円

正社員 59歳以下 ワード、エクセル 03010-29732121
看護師 交替制あり
准看護師 (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- 3909921
介護職員初任者研修修了 変形（1ヶ月単位）
介護福祉士、あれば尚可 (1)7時00分～16時00分

2人 介護関係資格なくても可 170,400円～170,400円 (2)8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030- 3910721
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- 3911821
普通自動車免許一種 交替制あり

看護師 (1)8時15分～17時15分
1人 191,900円～242,500円 (2)10時15分～19時15分

正社員 64歳以下 03030- 3912221
調理師 交替制あり

(1)5時45分～14時45分
1人 142,000円～148,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)9時15分～18時15分

正社員以外 不問 03030- 3914421
普通自動車免許一種 交替制あり

保育士 (1)7時30分～16時30分
1人 200,000円～215,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)9時30分～18時30分
子育て、保育士経験

正社員 不問 あれば尚可 03030- 3896321

(1)8時00分～17時00分
3人 451,100円～531,100円

正社員 64歳以下 04010-76632921

(1)8時00分～17時00分
3人 348,800円～466,800円

正社員 64歳以下 04010-76641121

(1)8時00分～17時00分
3人 451,100円～531,100円

正社員 64歳以下 04010-76649621
交替制あり

1人 145,297円～182,466円

正社員以外 不問 07030-10212821
普通自動車免許一種
第一種電気工事士 (1)8時00分～17時00分

5人 第二種電気工事士 210,000円～400,000円
あれば尚可

正社員 不問 経験あれば尚可 02010-17135221
普通自動車免許一種

(1)9時00分～18時00分
1人 185,000円～210,000円

正社員 40歳以下 03010-29606821
中型自動車免許

小型移動式クレーン (1)7時30分～15時00分
1人 玉掛技能者 150,000円～200,000円

正社員 64歳以下 03030- 3891721
５トン限定準中型自動車免許

準中型自動車免許 (1)8時30分～17時00分
1人 フォークリフトあれば尚可 143,500円～143,500円

正社員以外 不問 ワード・エクセル操作 03030- 3892821
５トン限定準中型自動車免許

準中型自動車免許 (1)8時30分～17時00分
1人 フォークリフトあれば尚可 143,500円～143,500円

正社員以外 不問 ワード・エクセル操作 03030- 3893221
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 186,667円～303,334円

正社員 不問 03030- 3895421
1

現場作業員 ・復興道路の建設工事、道路清掃
・一般住宅の基礎工事、外壁工事
＊大規模な現場での作業となり、次々と完成する道
路工事に関わるやりがいのある仕事です。

岩手県宮古市西町３丁目２
－２８

旭総業　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

配送・事務（岩泉） ○主に肥料や農業資材等の配送業務となります。・
配送には２ｔトラックを運転します。・事務作業で
は専用システムでのパソコン入力作業がありま
す。・その他電話、来客対応等　＊配送エリア：岩
泉町内、田野畑村

岩手県宮古市宮町一丁目三
番五号

新岩手農業協同組合
宮古支所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

※２ｔトラックを
運転できる事

配送・事務（宮古） ○主に肥料や農業資材等の配送業務となります。・
配送には２ｔトラックを運転します。・事務作業で
は専用システムでのパソコン入力作業がありま
す。・その他電話、来客対応等　＊配送エリア：宮
古市内、山田町

岩手県宮古市宮町一丁目三
番五号

新岩手農業協同組合
宮古支所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

運転手 山田町内の事業所を中心に、廃棄物の収集運搬作業
を行います。・車は２ｔ車～４ｔ車使用　・積込み
は手作業ですが、有資格者には移動式クレーンを使
用　・週２回程度、県内の処分場までの運搬業務


岩手県下閉伊郡山田町飯岡
第２地割１１４番地２

陸中スキット　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

中型免許は８ｔ限定以上
大型自動車免許
あれば尚可

※２ｔトラックを
運転できる事

営業（福祉用具の相談営業
／宮古市）

福祉用具のレンタル・販売・住宅改修に係る、相談
提案営業・納品・集金・契約等。ケアマネージャー
等と連携し利用者の身体に合った福祉用具を選定、
納品、福祉用具の使い方、契約内容等を説明するお
仕事です。

岩手県紫波郡矢巾町流通セ
ンター南１丁目７－８

株式会社　サンメ
ディカル

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

配管・電気設備工事（見習
い可）

電気設備、計装設備、通信設備、配管設備　※その
他、付随する業務　※直行直帰可。事業所に集合
後、社用車で現場に移動も可。※現場：主に岩手県
内全域、宮城県仙台市（稀に東北六県あり）

青森県青森市大字筒井字八
ツ橋１１－６

株式会社　城組

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

ＰＣスキル基本的には必要あ
りませんが、業務にはエクセ
ルやワードの操作、タブレッ

ト等を使用します。

販売（雑貨）【パティズ宮
古店】～産休代替～

＜業務内容＞（個人ノルマは無し）
＊雑貨の販売　＊商品の仕入れ　＊商品ディスプレ
イ
＊商品管理　　＊レジ打ち　　　＊ラッピング
＊店内レイアウトなど店舗運営に係る業務全般

福島県会津若松市インター
西３１番地

株式会社パティズ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時30分～20時15分

の間の8時間程度
岩手県宮古市

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。

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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

1,2級建築施工管理技士あれば尚
可,標準的なｳｲﾝﾄﾞｳｽﾞ・Excel・Word
の日常使用があります,デジカメの
取込みはカードから行う一般的な
ものです,建設業界内での経験で
あれば工種を問わずその方の経
験を活かした選考をさせて頂きま

す

電気技術者（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。

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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木技術者（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。

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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

1級土木施工管理技士あれば尚
可,2級土木施工管理技士,標準的
なｳｲﾝﾄﾞｳｽﾞ・Excel・Wordの日常使
用があります,ﾃﾞｼﾞｶﾒの取込みは
ｶｰﾄﾞから行う一般的なものです,建
設業界内での経験であれば工種
を問わずその方の経験を活かした

選考1,2級電気工事施工管理技士あれ
ば尚可,標準的なｳｲﾝﾄﾞｳｽﾞ・Excel・
Wordの日常使用があります,デジカ
メの取込みはカードから行う一般
的なものです,建設業界内での経
験であれば工種を問わずその方
の経験を活かした選考をさせて頂

きます

保育 令和４年４月に開所した家庭的保育事業所ぽかぽか
てらすにて、０歳から２歳児定員５名の保育業務に
従事していただきます。・日誌、連絡ノートの記
載・計画案、他必要に応じた書類作成・誕生会や行
事の計画、準備・安全・健康管理、環境整備

岩手県宮古市山口３丁目６
－１

家庭的保育事業所
ぽかぽかてらす

雇用期間の定めなし
又は7時30分～18時30分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

調理員（清寿荘） 養護老人ホーム清寿荘において、施設入所者（定員
５０名）デイサービス（定員３０名）利用者の食事
調理業務を担当。・朝食・夕食各５０食の調理は１
～２名体制・昼食８０食の調理は４名体制※早出、
遅番業務可能な方を希望いたします。

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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。

介護職員 特別養護老人ホーム利用者の方への介護業務を行い
ます。
・具体的には、日常生活の支援（移動、食事、入
浴、排せつ介助、レクリエーション等）の仕事で
す。

岩手県宮古市川井第２地割
２４－３

社会福祉法人　川井
心生会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

正・准看護師 日勤のみ。外来患者さんのケアなど、看護師業務全
般に従事していただきます。主な業務・内視鏡等各
種検査の準備、介助・採血、注射、点滴・健診、予
防接種、訪問診療に関する業務・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

看護師としての勤務経験あれ
ば尚可、電子カルテ操作他、
ＥＸＣＥＬ、ＷＯＲＤを使用

した一般的な作業

記録が一部パソコン入力となりま
すが初心者でも十分入力できま
す。採用後に徐々に慣れてもらい

ます

営業事務（宮古営業所） 宮古営業所において営業事務を行っていただきま
す。〈営業事務〉・売上関係の事務処理及び一般事
務　・電話応対、来客応対　・営業補助（見積書作
成）・その他、付随する業務

岩手県紫波郡矢巾町大字広
宮沢第５地割３１５番

株式会社　三ツ星商
会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

制作事務・施設管理担当職
員（宮古市）

指定管理施設「宮古市民文化会館」にて、主に下記
の業務に携わっていただきます。芸術文化に関心を
持ち、文化事業の企画運営や文化施設の管理運営、
アーティストのサポート等に興味のある方、歓迎致
します。未経験者可。

岩手県盛岡市南大通１丁目
１５－７　盛岡南大通ビル
３階

特定非営利活動法人
いわてアートサポー
トセンター

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

推奨スキル：Ｉｌｌｕｓｔｒ
ａｔｏｒ、ホームページ更新
（ＣＭＳ）、ＰＣ基本操作
（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、

メール送受信等）

（12月26日時点の内容です）

１２月２０日　から　　１２月２６日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は１月１２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５年１月５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



(1)8時00分～17時00分
3人 270,200円～348,800円

正社員 64歳以下 04010-76491221

(1)8時30分～17時15分
1人 143,000円～208,800円

正社員以外 不問 04010-76500621

(1)8時00分～17時00分
3人 355,400円～571,800円

正社員 64歳以下 04010-76517321
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
1人 154,000円～172,000円 (2)10時00分～19時00分

(3)16時30分～9時30分

正社員以外 不問 03030- 3883721
普通自動車免許一種

1人 240,000円～240,000円

正社員以外 不問 04010-76254721
１級電気通信工事施工管理技士 変形（1年単位）
２級電気通信工事施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

1人 251,000円～351,000円

いずれか
正社員 59歳以下 普通自動車免許一種 03010-29482321

普通自動車免許一種 変形（1年単位）
第二種電気工事士 (1)8時00分～17時00分

1人 181,000円～261,000円

正社員 59歳以下 03010-29485121
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 45歳以下 ワード・エクセル基本操作 03030- 3874021
看護師

(1)8時00分～17時15分
1人 220,000円～310,000円 (2)8時00分～15時30分

正社員 64歳以下 03030- 3875721
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

2人 150,000円～180,000円

正社員 64歳以下 03030- 3876821
介護福祉士 交替制あり

介護職員初任者研修修了 (1)8時20分～17時20分
2人 あれば尚可 168,000円～184,800円 (2)16時30分～0時30分

(3)0時30分～9時30分

有期雇用派遣労働者 不問 03030- 3878521
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
危険物取扱者（丙種） (1)8時00分～17時30分

1人 あれば尚可 150,000円～200,000円

正社員 59歳以下 ワード・エクセル基本操作 03030- 3879421
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 162,000円～216,000円

正社員 60歳～64歳 03030- 3881121
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時15分
3人 165,100円～206,200円

正社員 40歳以下 04010-75986721

2

アクティブ・レンジャー
（自然保護官補佐）

＊主に、三陸復興国立公園（岩手県宮古市、久慈
市、下閉伊郡及び九戸郡野田村に係る区域）、国指
定日出島鳥獣保護区及びみちのく潮風トレイル（前
述市町村に係る区間）での巡視、調査、利用者指
導、施設維持管理、普及啓発、

普通自動車免許一種、パソコン操
作（メール送受信（アウトルック）・
文書作成（ワード）・プレゼンテー
ション資料作成（パワーポイント）・
表計算（エクセル）・データ整理な
ど）ができること＊自然環境につい
て一定の知識と興味を持っている

こと。

宮城県仙台市青葉区本町３
丁目２－２３　仙台第２合
同庁舎６階

東北地方環境事務所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

土木施工管理補助（実務経
験１年～３年程度資格問わ
ず）

●土木施工管理の一般的で比較的経験が少ない方に
向けた募集●出来形測定の写真撮影の助手的な業務
や、測量丁張の手元作業。撮影したデジカメの画像
取込みやエクセル様式での報告書作成など安全施設
の設置状況を確認し位置修正や危険予知活動の参加

２級土木施工管理技士あれば尚
可,標準的なｳｲﾝﾄﾞｳｽﾞ・Excel・Word
の日常使用があります,デジカメの
取込みはカードから行う一般的な
ものです,建設業界内での経験で
あれば工種を問わずその方の経
験を活かした選考をさせて頂きま

す

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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

介護職員／正社員以外（有
料老人ホーム）

有料老人ホーム入居者（定員２１名）の介護業務
・主に要介護１～３の方の介護となります。・食事
介助、配膳・下膳、排せつ介助、入浴介助、通院介
助（社用車使用）清掃等※１年更新○経験のない方
でも担当職員が丁寧に指導します。

岩手県宮古市刈屋第１２地
割３番地

特定非営利活動法人
愛福祉会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

建築施工管理 〇建築施工管理〇・民間発注のマンション、商業施
設、病院等の構造物（ＲＣ造）工場等（Ｓ造）の現
場管理業務です。・施主との打合わせ、安全管理、
施工図作成・修正業務、設計、施工業務等を行って
いただきます。＊６０歳以上の方の応募可能です

２級建築施工管理技士あれば尚
可、標準的なｳｲﾝﾄﾞｳｽﾞ・Excel・

Wordの日常使用があります,デジカ
メの取込みはカードから行う一般
的なものです,建設業界内での経
験であれば工種を問わずその方
の経験を活かした選考をさせて頂

きます

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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

電気通信工事施工管理技士
（宮古市）

電気通信工事施工管理技士として電気通信工事（有
線ＬＡＮ、無線ＬＡＮ設置工事やＣＡＴＶやテレビ
共同受信設備工事、モバイル通信用の設備工事等の
専任技術者・管理技術者として従事していただきま
す。＊経験者優遇

岩手県盛岡市長田町２３－
２７

岩舘電気　株式会社

※上記資格を取得
見込の方も応募可雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ルート保守・点検 生ビール機器の設置されているお店へ定期的に訪問
し、点検作業するお仕事です。自宅から直行・直帰
が出来フレキシブルに時間を有効に活用できます。

宮城県名取市増田５丁目１
－６

株式会社　アイエヌ
エス

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

機械関係、工具の利用
経験等あれば尚可、
スマートフォンの操作

又は9時00分～19時00分
の間の7時間程度

岩手県宮古市、他

事務 当社において事務業務及びガスの検針・集金に従
事。・パソコンでの売上等の入力・書類作成の手伝
い等・その他、電話・来客対応・ガス検針は宮古市
内を毎月１週間程度で行います。また、訪問での集
金も行います※外出業務には社用車を使用します。

岩手県宮古市栄町１－２３ 株式会社　小成良治
商店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

電気設備施工管理技士（設
計・施工・監理）（宮古
市）

電気施工管理技士として学校・官公庁の公共工事、
民間企業の建物付帯工事、道路照明や交通信号機、
太陽光設備等小さな現場から大型現場まで幅広く経
験できます。＊経験者優遇


岩手県盛岡市長田町２３－
２７

岩舘電気　株式会社

※第二種電気工事士は
取得見込の方も応募可雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

合鴨の食肉加工作業 合鴨の食肉加工作業に下記の通り従事していただき
ます。・機械と手処理での肉の解体作業　・肉の仕
分け等立ち仕事　※慣れてきたら仕分けした肉の計
量・計算、出荷明細作成などの出荷管理事務をお願
いする場合があります

岩手県下閉伊郡田野畑村室
場２４－４

株式会社　甘竹田野
畑

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

看護師 当医院において、外来患者様への看護業務全般に従
事していただきます。・医師の指示に基づき、来院
患者の診察介助　雇用開始日：令和５年４月１日か
ら　※ご希望により上記前からの雇用開始も可能で
す。ご相談下さい。

岩手県宮古市大通１丁目５
－２

岩見神経内科医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

配達 灯油、ＬＰガス（小型）、米の配達業務。・軽ト
ラックや１ｔ車（マニュアル車）を使用し、宮古市
内の得意先への配達を行います。・ＬＰガスは５
ｋ、８ｋ、１０ｋの小型ボンベとなります。・米の
配達の他、精米も行っていただきます。

岩手県宮古市栄町１－２３ 株式会社　小成良治
商店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護助手 派遣先の事業所において、下記の業務を行いま
す。・病院・介護施設内における看護助手・介護業
務全般・患者さん及び施設利用者の方々の食事・入
浴・排泄介助・シーツ交換、洗濯等の身の回りの世
話・レクリエーション・患者さんの見守り等の支援

岩手県宮古市実田１丁目６
番６号

有限会社　メンテナ
ンス宮古　Ｍスタッ
フ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

技術職 河川情報・道路情報・防災施設などの公共設備の電
気・通信設備の保守・管理業務など＜具体的には＞
日本を守る各種設備の保守・点検、災害時の緊急対
応　監視カメラ情報システム、道路などに設置され
ている情報板、トンネル警報装置、受変電設備など

宮城県仙台市青葉区二日町
６－１２　ＭＳビル７Ｆ

株式会社　ケーネス
東北支店

雇用期間の定めなし
Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄなどの

基本的な入力スキル
岩手県宮古市、他

交通誘導警備員【６０歳以
上限定求人】

道路工事現場や建設工事現場で歩行者や一般車両、
工事車両の安全を確保するための交通誘導を行いま
す。・現場は主に宮古、下閉伊地域となります。・
他にもイベント会場での駐車場、一般来場者等の誘
導・案内も行っていただきます。

岩手県宮古市神田沢町１番
２３号

株式会社　セーフ
ティーガード

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市


