
(1)8時30分～17時15分
1人 178,250円～178,250円

事務経験

有期雇用派遣労働者 不問 Ｗｏｒｄ，Ｅｘｃｅｌ 03010- 2841031
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

二級建築士 (1)8時45分～17時15分
1人 ２級建築施工管理技士 155,000円～320,000円

あれば尚可

正社員 59歳以下 住宅建築の経験者優遇 03010- 2863631
大型自動車免許 変形（1ヶ月単位）

牽引免許 (1)8時00分～17時00分
1人 250,000円～340,000円

正社員 不問 トレーラー運転経験者 03030-  368031
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時10分

2人 148,383円～156,375円

正社員以外 64歳以下 03030-  370431
変形（1年単位）
(1)10時00分～19時00分

1人 148,027円～156,000円

正社員以外 不問 簡単なデータ入力など 03030-  374931
普通自動車免許一種

(1)8時30分～18時30分
1人 190,000円～190,000円 (2)8時30分～12時20分

正社員 35歳以下 03030-  385831
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
6人 146,813円～168,750円 (2)9時45分～18時15分

(3)10時00分～18時30分

正社員以外 不問 03030-  399631
普通自動車免許一種

１,２級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分
1人 あれば尚可 379,140円～608,880円

無期雇用派遣労働者 69歳以下 04010- 7089031

(1)8時30分～17時30分
1人 180,000円～250,000円

有期雇用派遣労働者 不問 04010- 7090531
普通自動車免許一種 交替制あり
原動機付自転車免許

1人 自動二輪車免許 165,888円～165,888円
あれば尚可

正社員以外 不問 03030-  327031
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 161,000円～207,000円

正社員 45歳以下 03030-  328831
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時00分

1人 161,000円～207,000円 (2)16時00分～0時00分
(3)0時00分～8時00分

正社員 18歳～45歳 03030-  330731
普通自動車免許一種

介護支援専門員(ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ) (1)8時00分～17時00分
1人 その他の福祉・介護関係資格 220,000円～220,000円

正社員 64歳以下 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽにて3年以上の実務経験 03030-  319031
介護職員初任者研修修了 変形（1ヶ月単位）

あれば尚可 (1)8時30分～17時30分
1人 155,000円～166,040円 (2)10時00分～19時00分

(3)6時00分～15時00分

正社員 64歳以下 03030-  321431
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
第一種電気工事士 (1)8時00分～17時00分

1人 １級電気工事施工管理技士 180,000円～280,000円
あれば尚可

正社員 不問 業務経験 03030-  322731

2人 161,800円～181,800円

正社員以外 18歳以上 13040-13280731
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

1人 158,400円～158,400円 (2)9時00分～18時00分

正社員以外 不問 03010- 2599431
普通自動車免許一種

５トン限定準中型自動車免許 (1)8時15分～17時15分
1人 あれば尚可 200,000円～270,000円

正社員 59歳以下 ワード、エクセル 03010- 2365631
1

営業（ルートセールス）
（宮古営業所）

宮古営業所において下記の業務を行っていただきま
す。・得意先へのルートセールス（配送含む）・営
業エリア：宮古市、岩泉町、釜石市のいずれか近郊
もを含むエリア　＊飛び込み営業はありません。


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

販売事務（宮古支店） 宮古支店において、下記の業務を行っていただきま
す。○窓口対応、電話応対、接客対応、その他一般
事務　・バス時刻案内、切符販売・予約　・旅行商
品の窓口対応　・その他、上記に付随する業務　◇
岩手県北バスを親会社とした旅行代理店です。

岩手県盛岡市厨川１丁目１
７－１８

株式会社　みちのり
トラベル東北

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市
ワード、エクセルの

基本操作

接客・調理／１０６号宮古
店

深夜契約社員として、２２時～９時の時間帯で、
（１）接客（２）調理（３）清掃（４）金銭管理
（５）棚卸（６）店舗スタッフの教育（７）アルバ
イトの面接などを行って頂くお仕事です。

東京都港区港南二丁目１８
番１号　ＪＲ品川イースト
ビル５階

株式会社　すき家

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は22時00分～9時00分

の間の8時間程度
岩手県宮古市

電気工事士 電気工事および電気工事施工管理業務全般を行って
いただきます。・一般住宅から公共事業の電気工事
現場施工　・工事の見積・積算や、施工管理業務
・その他付随した業務　・現場は、主に宮古市　＊
有資格により、業務の内容が違ってきます。

岩手県宮古市宮町三丁目９
－８

株式会社　小野寺電
機商会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員／小本 グループホーム又は小規模多機能施設での介護業務
に従事し、主に下記の仕事をしていただきます。・
利用者の方の日常生活支援　・介護（食事、入浴、
排せつ介助等）となります　＊６０歳以上の方の応
募、歓迎します。

岩手県宮古市向町２番３４
号

有限会社　介護施設
あお空

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

生活相談員／昭和の家 当社が運営する小規模デイサービスにおける相談業
務全般に従事していただきます。・利用者、家族、
関係機関との相談業務　・連絡調整全般　・送迎対
応、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

社会福祉主事または介護
支援専門員いずれか

ボイラー係 当社工場内において下記の業務に従事していただき
ます。・燃料用木材をボイラーに投入する作業及び
ボイラーの管理等関連作業。＊未経験の方も従事可
能です。一から指導いたします。＊体力に自信のあ
る方歓迎します。

岩手県宮古市磯鶏１丁目５
－２８

豊田木材　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

製材工 当社工場内において下記の業務に従事していただき
ます。・製材品の仕訳け、選別及び桟組みの補佐
・その他付随する業務　＊未経験の方も従事可能で
す。一から指導いたします。＊体力に自信のある方
歓迎します。

岩手県宮古市磯鶏１丁目５
－２８

豊田木材　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

郵便配達 軽四輪自動車やバイク（５０ｃｃ、１１０ｃｃ）を
運転し、郵便物・荷物等の配達や集荷をするお仕事
です。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字村木７－５

日本郵便株式会社
郵便事業総本部　岩
泉郵便局

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は7時00分～21時15分

の間の8時間程度
岩手県下閉伊郡岩泉町

建設現場の事務業務【岩手
県宮古市】

鉄塔の建設における基礎工事を行う工事現場にある
事務所で一般事務業務をお任せ致します。【具体的
には】・来客／電話応対・完成図書や安全書類など
書類の取りまとめ・その他庶務業務　他　◎ＭＯＳ
等資格保有者は給与優遇有り（社内規定有り）

宮城県仙台市青葉区二日町
３－１０
グランシャリオ６階

株式会社　セレク
ティ　仙台本社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

鉄塔建設工事の土木施工管
理【岩手県宮古市】

鉄塔の建設における基礎工事の土木施工管理業務を
お任せ致します。【具体的には】・安全管理・申請
書類作成・施主との打ち合わせ・工程管理・品質管
理・写真撮影、管理　他　◎土木施工管理技士資格
保有者は給与優遇有り

宮城県仙台市青葉区二日町
３－１０
グランシャリオ６階

株式会社　セレク
ティ　仙台本社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

改札及び環境整備員 龍泉洞誘客事業に従事していただきます。（年数回
のお祭りなどのイベント）・改札業務、観光案内・
龍泉洞や新洞科学館の洞内監視、消毒作業・園地
（トイレ含む）や洞内の清掃管理（草取や草刈り機
を使って　の除草作業など）・園地内の整備、補修

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字府金４８

株式会社　岩泉総合
観光

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄの
基本操作、土木施工管理の実

務経験（年数不問）

歯科助手 歯科外来患者の診療補助業務を行います。・デジタ
ルレントゲンへの入力、再生・患者さんの案内・歯
科器具の準備、片付け、消毒・院内清掃等・歯科診
療に関する若干の雑用＊未経験者歓迎＊歯科アシス
タント講習会への参加あり（盛岡市：年７回）

岩手県宮古市西町一丁目７
－３８

林　歯科クリニック

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員・チェッカー スーパーマーケット玉木屋において、グロッサリー
の品出し、発注、及びレジチェッカーを兼務してい
ただきます。・商品の品出し　・接客　・レジ業務
・清掃、その他付随する業務

岩手県宮古市板屋１丁目６
番６号

株式会社　玉木屋

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

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

トレーラー運転手 トレーラーを運転し、海上コンテナ輸送業務に従事
していただきます。・主な配達先は関東方面（埼
玉・千葉・栃木他）・上記に付随する業務及び指示
された業務・積み降ろし作業はありません

岩手県下閉伊郡山田町荒川
第９地割５番地

株式会社　佐々木商
事

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

住宅の設計（宮古支店） 宮古支店での　・一般住宅建築の設計業務　一般住
宅の設計・プランニング・敷地調査・役所調査・確
認申請業務・その他　設計に関連する業務
「働き方改革関連認定企業」※くるみん認定

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

事業所名
求人番号

一般事務（宮古市） 宮古市中心部【一般事務のお仕事です♪】・作業日
報の集計やＷｏｒｄでの書類作成・報告書類の作
成・ファイリング、印刷・製本作業・専用システム
へのデータ登録作業・電話応対や来客対応、お茶出
し、郵便物対応など

岩手県盛岡市盛岡駅西通２
－９－１

株式会社　パソナ
パソナ・盛岡

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

（1月30日時点の内容です）

１月２４日　から　　１月３０日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は２月９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２月２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



普通自動車第二種免許 交替制あり
大型自動車免許 (1)7時00分～16時00分

1人 あれば尚可 148,027円～148,027円 (2)8時00分～17時00分
(3)9時00分～18時00分

正社員 59歳以下 乗務員経験あれば尚可 03030-  310831
普通自動車第二種免許 交替制あり

大型自動車免許 (1)7時00分～16時00分
1人 あれば尚可 148,027円～148,027円 (2)8時00分～17時00分

(3)9時00分～18時00分

正社員 64歳以下 乗務員経験あれば尚可 03030-  311231
介護職員初任者研修修了
ホームヘルパー２級

3人 いずれか 165,000円～175,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03030-  315331
介護職員初任者研修修了
介護福祉士、いずれか (1)8時00分～17時00分

1人 普通自動車免許一種 180,000円～180,000円

正社員 64歳以下 03030-  316631
保育士 変形（1ヶ月単位）

(1)7時00分～15時45分
1人 181,600円～201,600円 (2)8時15分～17時00分

(3)8時30分～17時15分

正社員以外 不問 03030-  317931
普通自動車免許一種

介護福祉士 (1)8時30分～17時00分
2人 あれば尚可 152,000円～154,000円

正社員以外 不問 03030-  318131
医療秘書技能検定３級

医療秘書士 (1)8時30分～17時15分
2人 あれば尚可 147,400円～183,800円

正社員以外 不問 03030-  295131

(1)8時30分～17時30分
1人 145,000円～199,500円

正社員 45歳以下 03030-  296031
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
1人 220,000円～280,000円

正社員 64歳以下 03030-  297831
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 186,667円～218,750円

正社員 40歳以下 03030-  298231
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時15分

2人 160,000円～250,000円 (2)18時15分～3時30分

正社員 18歳～64歳 03030-  299531
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-  300031
保健師

(1)8時30分～17時15分
1人 172,600円～201,400円

正社員以外 不問 03030-  343031
保育士

(1)8時30分～17時15分
3人 167,100円～195,200円

正社員以外 不問 03030-  350131
看護師

(1)8時30分～17時15分
1人 167,100円～195,200円

正社員以外 不問 03030-  351031
保健師
看護師 (1)8時30分～17時15分

1人 いずれか 167,100円～201,400円
普通自動車免許一種

正社員以外 不問 03030-  356731
保健師

精神保健福祉士 (1)8時30分～17時15分
1人 いずれか 172,600円～201,400円

普通自動車免許一種

正社員以外 不問 03030-  357331
助産師
保健師 (1)8時30分～17時15分

1人 いずれか 172,600円～201,400円
普通自動車免許一種

正社員以外 不問 03030-  358631
普通自動車免許一種

看護師 (1)8時30分～17時15分
1人 167,100円～195,200円

正社員以外 不問 03030-  359931
危険物取扱者（丙種）

3人 140,000円～156,800円

正社員以外 不問 03030-  377831
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４０．用務員／教育委員会
総務課（会計年度任用職
員）

指定する市内小中学校に勤務となります。小中学校
用務　・環境整備業務　・校内の花壇整備、草刈り
作業　・学校給食の準備補助　・除雪作業、暖房機
器の管理（冬季）・必要に応じて来校者の接客応対
等

岩手県宮古市宮町一丁目１
－３０

宮古市役所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は7時30分～17時00分

の間の7時間以上
岩手県宮古市

２８．母子保健相談員／健
康課（会計年度任用職員）

宮古市役所健康課に勤務となります。
・産前・産後サポート事業相談指導
・妊産婦、乳幼児健康診査業務及び記録等事後処理

岩手県宮古市宮町一丁目１
－３０

宮古市役所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） パソコン（ワード・エクセ

ル）操作ができること
岩手県宮古市

２７．母子訪問指導員／健
康課（会計年度任用職員）

宮古市役所健康課に勤務となります。
・乳児、産婦訪問指導
・妊娠、出産包括支援事業　等
・訪問の際は公用車使用


岩手県宮古市宮町一丁目１
－３０

宮古市役所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） パソコン（ワード・エクセ

ル）操作ができること
岩手県宮古市

２６．保健師／健康課（会
計年度任用職員）

宮古市役所健康課に勤務となります。
・宮古市自殺対策計画に関する業務等
・その他付随する業務

岩手県宮古市宮町一丁目１
－３０

宮古市役所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） パソコン（ワード・エクセ

ル）操作ができること
岩手県宮古市

２５．保健師又は看護師／
健康課（会計年度任用職
員）

宮古市役所健康課に勤務となります。
・国保特定健診及び特定保健指導、適正受診指導等
・その他付随する業務等

岩手県宮古市宮町一丁目１
－３０

宮古市役所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） パソコン（ワード・エクセ

ル）操作ができること
岩手県宮古市

２０．看護師／こども課
（会計年度任用職員）

宮古市内保育所（小山田・佐原・田老・新里保育
所）４か所のいずれかでの勤務となります。・保育
所における児童への看護業務　・園内清掃や備品消
毒など　・担当クラスや児童数は、勤務する保育所
によって変わります。

岩手県宮古市宮町一丁目１
－３０

宮古市役所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

１９．保育士／こども課
（会計年度任用職員）

宮古市内保育所（公立保育所、へき地保育所）１０
か所のいずれかでの勤務となります。・園児の日中
活動の保育や記録など　・園内清掃や備品消毒など
・担当クラスや児童数は、勤務する保育所によって
変わります＊パートでの勤務も相談可能です。

岩手県宮古市宮町一丁目１
－３０

宮古市役所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

１２．保健師／総合窓口課
（会計年度任用職員）

宮古市役所総合窓口課に勤務となります。
・高齢者の保健事業に関する業務　・地域の高齢者
の健康課題の分析業務　・国保・介護・後期高齢者
の各担当部門との連携・調整業務


岩手県宮古市宮町一丁目１
－３０

宮古市役所

保健師としての
職務経験があること、

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作ができること

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

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

木材加工技術者 ・一般住宅向け構造用集成材（柱や土台など）を作
る工場です　・製材部門：丸太を製材して板を作り
ます　・集成材部門：板を人工乾燥した後、４～５
枚の板を貼り合わせ、柱等の角材を作ります　・最
新鋭の機械化された製造ラインです

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

作業職 山林作業全般の作業職（林業師）当社直営山林での
作業が主な仕事です。業務に必要な資格・免許を当
社負担で取得し各種林業機械の操作運転等を行いま
す・原木生産が中心ですが山林調査なども勉強して
もらい将来的に林業師として活躍していただきます

岩手県宮古市茂市第２地割
１９４

株式会社　小林三之
助商店　岩手工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護支援専門員 ・利用者のケアプラン作成　・介護認定調書　・利
用者宅への訪問　・相談業務などを主に行っていた
だきます。＊利用者宅への訪問には社用車または自
家用車をを利用していただきます。自家用車使用の
場合は、車両賃借料とガソリン代を支給します。

岩手県宮古市田鎖３－８ 株式会社　みやこ
介護支援専門員

（ケアマネージャー）
雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

品質管理業務 主にスマートフォンやタブレットのコネクタとそれ
らに使用される精密電子部品の品質管理となりま
す。・顕微鏡を使用し製品の検査（キズや寸法）・
検査結果をＰＣに数字入力・製品検査や不良品が出
た際の工程改善（品質管理の指導）

岩手県下閉伊郡山田町石峠
第３地割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

医師事務補助員／医療ク
ラーク（会計年度任用職
員）

医師の事務作業補助の業務全般を行っていただきま
す。・診断書などの文書作成補助　・診療記録への
代行入力　・医療の質の向上に資する事務作業等の
業務　・各種資料作成などにはパソコン（ワード・
エクセル）を使用します　・その他付随する業務

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第１
地割１１番地２６

岩手県立　宮古病院

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

病院勤務経験あれば尚可、パ
ソコン操作（ワード・

エクセル）操作の出来る方 岩手県宮古市

指導員 障がい福祉サービス事業所で指導員として下記業務
に従事　・作業指導、生活支援　・リサイクル物品
の回収　・施設外就労の作業指導　・利用者送迎
・パソコン（ワード、エクセル）の操作


岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字中家４５－２

ＮＰＯ法人　きぼう
ハウス

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

福祉関係事業所勤務経験
あれば尚可、パソコン
（ワード、エクセル）

岩手県下閉伊郡岩泉町

保育教諭 こども園での教育・保育業務・こども園に入所して
いる児童（０～６歳児）への教育保育＊児童の年齢
により対応人数は異なりますが常時複数で対応しま
す＊担任は他におりますので担任の補助を行ってい
ただきます●資格試験により正社員の可能性あり

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第３地割１７７－１０

社会福祉法人　三心
会　幼保連携型認定
こども園　とよまね
こども園

幼稚園教諭免許
（専修・１種・２種）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

サービス提供責任者 訪問介護サービス提供責任者業務全般を担当してい
ただきます。・利用者様へのサービス提供　・食
事、入浴、排せつの介助　・炊事、掃除、洗濯と
いった日常生活の手助け等　・その他付随する業務

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 介護初任者研修取得後実務経
験３年以上（介護福祉士資格

がない場合） 岩手県宮古市

ホームヘルパー（正社員・
地域ヘルパー）

市内に住む利用者様のご家庭を訪問し（１日に対応
する利用者は平均６人程です）以下の業務を行って
いただきます。・食事、入浴、排せつの介助や、炊
事・掃除、洗濯といった日常生活の手助けなど＊家
事及び身体介護のサービスを提供します。

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
又は6時00分～19時00分
の間の8時間

岩手県宮古市

タクシー乗務員 タクシー乗務業務、スクールバス等での送迎業務
・主な業務は、タクシーの運転　・出庫前の車両点
検　・料金収受　・乗務記録　・洗車等　○山田町
内小・中学校の登下校時のスクールバス（定員４５
名）運転を行います。

岩手県下閉伊郡山田町中央
町６番２７号

有限会社　マリンタ
クシー

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

タクシー乗務員 タクシー乗務業務、スクールバス等での送迎業
務。・主な業務はタクシーの運転　・出庫前の車両
点検　・料金収受　・乗務記録　・洗車等　○ス
クールバスは、必要に応じて稼働いたします。＊経
験があれば尚可＊大型自動車一種免許があれば尚可

岩手県宮古市大字津軽石９
－７０－１

合名会社　津軽石タ
クシー

雇用期間の定めなし
又は15時00分～0時00分
の間の8時間

岩手県宮古市


