
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- 5745631
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- 5749831
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時00分

2人 142,402円～142,402円

正社員 69歳以下 03030-  730531
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 144,774円～162,667円

正社員 59歳以下 03030-  731431
変形（1ヶ月単位）
(1)8時20分～17時20分

1人 147,400円～147,400円

正社員 59歳以下 03030-  732731
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 191,250円～318,750円

正社員 64歳以下 03030-  733331
介護福祉士

介護職員初任者研修修了 (1)8時30分～17時30分
1人 ホームヘルパー２級 165,000円～180,000円

いずれか
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03030-  737031
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

2人 255,000円～300,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03030-  719131
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

介護職員初任者研修修了 (1)8時00分～17時00分
1人 介護福祉士 149,000円～188,000円 (2)9時30分～18時30分

あれば尚可 (3)16時30分～8時30分

正社員 64歳以下 03030-  720831
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 145,000円～160,000円 (2)6時00分～15時00分

その他の福祉・介護関係資格

あれば尚可
正社員 69歳以下 03030-  721231

大型自動車免許 変形（1年単位）
大型特殊自動車免許 (1)8時00分～17時00分

3人 自動車整備士,あれば尚可 191,250円～340,000円

正社員 64歳以下 03030-  725331
美容師 変形（1ヶ月単位）

(1)9時00分～18時00分
2人 211,200円～250,000円

正社員 64歳以下 美容業務経験あれば尚可 03030-  727931

(1)19時30分～0時30分
3人 168,750円～281,250円

仕事内容の業務経験

正社員 20歳～64歳 あれば尚可 03030-  728131
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時00分
1人 143,472円～220,200円 (2)8時30分～12時00分

正社員 59歳以下 13010-22836231
交替制あり

1人 150,400円～174,800円

正社員以外 不問 03030-  704231

(1)9時00分～18時00分
2人 142,600円～142,600円

薬局での業務経験あれば尚可

正社員 59歳以下 簡単なＰＣ入力 03030-  709631
理学療法士
作業療法士 (1)8時30分～17時30分

1人 いずれか 256,000円～350,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03030-  712231
変形（1年単位）
(1)6時00分～21時00分

1人 145,500円～200,000円 (2)12時00分～21時00分
(3)6時30分～15時30分

正社員 30歳以下 03030-  713531
1

営業係（フロント及びレス
トラン係等）／正社員

【セールス活動及びフロント業務】・チェックイ
ン・チェックアウト業務、売店・ラウンジ担当・電
話応対（予約管理・受付）、その他付随する業務
【レストラン業務】・バイキング朝食・夕食の配
膳、宴会場のセッティング・片付け

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎１８
－２５－３

一般財団法人休暇村
協会　休暇村陸中宮
古

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

理学療法士・作業療法士 当法人が運営する、ハートランド宮古リハビリテー
ションにおいて下記の業務に従事していただきま
す。・通所リハビリを利用される方（最大２８名）
への機能訓練（スタッフ２名対応）・訪問リハビリ

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

薬剤師補助（宮古中央店） 下記の業務に従事していただきます。・薬剤師補助
業務（調剤補助業務）・処方箋受付、会計・レセプ
ト請求業務・薬剤管理、発注業務・ＰＣへのデータ
入力業務・その他、店内の清掃や整理整頓等の付随
する業務全般

岩手県宮古市実田２丁目５
番９号

有限会社　ミドリ薬
局

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

スポーツ施設（体育館・温
水プール）管理・運営

宮古市姉ヶ崎サン・スポーツランドにおいて下記の
業務に従事していただきます。・簡単なパソコン操
作や受付・利用料の計算などの事務・その他清掃や
片付けなど施設管理・場合により水泳教室補助○仕
事内容については相談可能です

岩手県宮古市小山田二丁目
１番１号

一般財団法人　宮古
市体育協会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時30分～21時00分

の間の8時間程度
岩手県宮古市

ＰＣスキル不要。
ただし簡単な入力あり。

操作に慣れていただきます。

医療事務／岩手県宮古市
（宮古西町薬局）

調剤薬局でのお仕事です。医療事務の枠を超えた調
剤パートナーを募集します。患者様対応、処方せん
受付やレセコン入力、保険請求の他、調剤補助、一
般用医薬品の販売など幅広い店舗業務全般。


東京都千代田区丸の内１－
９－２
グラントウキョウサウスタ
ワー１２Ｆ

株式会社　ファーマ
みらい

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ホールスタッフ／カフェ
バーヴァリリア

カウンター越しの接客（カウンター２０席）
お酒とチャームの提供
カラオケ準備
店内清掃等

岩手県宮古市大通２丁目２
－４

ドゥ・ヒートライズ
クリエイティブ　株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

医療事務・調剤薬局
での経験があれば尚可。
未経験者も応募可。

美容師／スタイリスト 当店において下記の業務を行っていただきます。・
カット、カラー、パーマ、メイクアップ等の美容業
務全般　・その他付随する業務（電話対応、店舗清
掃等）○店内の座席数は４席で、予約を優先してお
ります。

岩手県宮古市大通２丁目２
－４

ドゥ・ヒートライズ
クリエイティブ　株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

法面作業 道路や河川など建設現場において法面作業全般を行
います。・主に斜面から降りながらの高所作業やそ
の他現場作業となり体力を必要とします・現在田野
畑・岩泉・宮古・久慈が主な現場・現場へは基本的
に社有車に乗り合いにて移動※未経験の方も応募可

岩手県下閉伊郡田野畑村羅
賀２６８－１

佐藤建設　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

労働時間の管理上、個人ス
マートフォンによりご自分の勤
怠管理を行っていただきます。

介護員／グループホームま
ぶる

当施設において認知症介護全般を行っていただきま
す。・食事、入浴、排泄の介助、レクの支援、通院
介助　等＊９名の入居者の方を、職員８名で対応し
ています＊通院介助の際は社用車（ＡＴ車）を使用
します＊経験者の方、賃金・手当優遇致します＊

岩手県下閉伊郡山田町大沢
第４地割３８番地５

有限会社ヘルパーは
うす

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

介護員または介護補助員 「グループホームひなた」において、介護業務全般
に従事していただきます。・食事・入浴・排泄の支
援・見守り、介助、レクリエーション・病院受診時
の同行等・入居定員９名　＊介護職員初任者研修修
了者や介護福祉士などの資格所持者は尚可です。

岩手県宮古市津軽石第１３
地割２０８番地１６０

株式会社　風和璃

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木施工管理技士 土木工事現場においての、工事の監督・指導全般・
主に公共工事を請負っており、施工計画の立案、工
事監理、打ち合わせなど・使用する資材、機械の手
配や管理・図面や計画書、報告書などの作成にはパ
ソコンを使用・現場への移動は、社用車を使用

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字村木７４

横屋建設　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

デイサービス介護職員 デイサービスの介護業務に従事していただききま
す。・利用者おおよそ３０名の介護業務　・入浴、
食事、排泄介助等の身体介護　・レクリエーション
の実施　・ワンボックス車での送迎業務　・簡単な
パソコン入力　・その他清掃業務

岩手県宮古市山口５丁目８
番２号

株式会社　かがやき
ライフ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

基本操作（ワード・
エクセル・ＣＡＤ等）

１級・２級土木施工
管理技士どちらかあれば

応募可

林業作業員 山林において伐採を行い適宜出荷しています。また
道路や河川など公共事業現場においても支障木伐採
作業全般を行います。・主に山林にての屋外現場作
業となり、体力を必要とします・現在、田野畑・岩
泉・宮古が主な現場

岩手県下閉伊郡田野畑村羅
賀２６８－１

佐藤建設　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

事務員 病院医事課における医療事務全般の業務です。＊受
付・会計業務　＊クラーク業務（入退院手続き・電
話対応など）＊レセプト業務　＊医事課職員数：１
０名　※将来的に日直勤務もあります。採用後６ヶ
月経過後から予定しており月１回程度です。

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

パソコン関連資格
あれば尚可

医療事務経験者
あれば尚可、

パソコン（ワード・エクセ
ル）入力操作ができること

林業技士、大型自動車免許,大型
特殊自動車免許、チェンソー講習
士あれば尚可、労働時間の管理
上、個人スマートフォンによりご自
分の勤怠管理を行っていただきま

す

資材 工場屋内にて電子部品受入（軽量物）、仕訳、製造
工程前の予備加工をおこないます。従業員指導のも
と、作業を習得し業務範囲をひろげていただきま
す。

岩手県宮古市大字津軽石１
９－１８

株式会社　宮古マラ
ンツ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

食品加工員 当社において下記の業務に従事していただきます。
〇冷凍食品の製造過程において、魚の捌き、衣つ
け、フライ、箱詰　〇ラインにおいては包装業務
通勤の際は、送迎用バスを利用していただきます。


岩手県宮古市田老字古田７
５番地８

有限会社　宮古食品

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

嘱託バス運転士（山田支
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
岩手県下閉伊郡山田町

事業所名
求人番号

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

（2月27日時点の内容です）

２月２１日　から　　２月２７日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は３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３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



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
あれば尚可 (3)8時45分～17時30分

正社員以外 不問 03030-  715731
交替制あり
(1)7時20分～16時20分

2人 143,616円～172,992円 (2)8時20分～17時20分
(3)10時35分～19時35分

正社員以外 不問 03030-  716331
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

あれば尚可 (3)8時45分～17時30分

正社員以外 不問 03030-  717631
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
3人 220,000円～300,000円

建設・土木作業経験

正社員 不問 あれば尚可 02060-  729431
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
危険物取扱者（丙種） (1)6時30分～15時30分

1人 危険物取扱者（乙種） 160,552円～225,600円 (2)8時00分～17時00分
(3)11時00分～20時00分

正社員 64歳以下 03030-  683231
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
危険物取扱者（丙種） (1)7時00分～16時00分

1人 危険物取扱者（乙種） 160,552円～225,600円 (2)8時00分～17時00分
(3)10時30分～19時30分

正社員 64歳以下 03030-  685431
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-  686731
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

小学校教諭免許(専修・1種・2種) (1)8時30分～16時30分
1人 中学校教諭免許(専修・1種・2種) 165,800円～237,800円

高等学校教諭免許(専修・1種)

正社員以外 18歳以上 03030-  688631
変形（1年単位）

1人 162,000円～228,000円

正社員 59歳以下 ワード・エクセル操作 03030-  691531
大型自動車免許 変形（1年単位）

(1)10時00分～18時30分
2人 192,000円～195,000円 (2)2時00分～10時30分

正社員 59歳以下 中距離、長距離運転経験者 03030-  692431
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-  696931
看護師
准看護師 (1)8時30分～17時15分

1人 いずれか 216,000円～238,500円
普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 03030-  697131
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30分～17時15分

1人 いずれか 191,000円～218,500円
普通自動車免許一種

正社員以外 不問 03030-  700931
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-  701131
変形（1年単位）

1人 185,000円～250,000円

正社員以外 不問 土木作業経験あれば尚可 03030-  702031
変形（1年単位）

1人 162,000円～228,000円

正社員 40歳以下 03030-  703831

2

ゴルフ用品販売員（正社
員）

ゴルフパートナー宮古カントリークラブ店において
下記業務を行います・接客、レジ業務・商品の陳
列、補充、在庫管理、発注・商品の発送（チェーン
店間）・電話応対・その他付随する業務◎採用後
１ヶ月程度、他店において宿泊を伴う研修あり。

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 ＰＣ基本操作、
ワード・エクセル・オンライ

ン対応が可能なこと
又は7時00分～17時00分
の間の7時間程度

岩手県宮古市

ゴルフ場コース管理員 ゴルフ場のコースの維持・管理業務を行っていただ
きます。・芝の刈込み　・落葉、枯草等の撤去　・
上記に付随する業務　＊ほとんどの作業は機械等を
使用。土木作業経験ある方歓迎。

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
月以上） 又は7時00分～17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
月以上） 又は6時00分～18時00分

の間の7時間程度
岩手県宮古市

ホームヘルパー 町内の利用者様宅への訪問介護業務に従事していた
だきます。
・身体介護、入浴介助及び家事の支援、通院介助な
どを行っていただきます。
・訪問時には法人車を使用していただきます。

岩手県下閉伊郡山田町山田
第１５地割８２番地２

社会福祉法人　山田
町社会福祉協議会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

看護師、准看護師 訪問入浴に関わる看護業務をしていただきます。・
ご利用者のお宅に訪問しバイタルチェック、入浴介
助など・訪問は入浴車（法人車）にて３名体制で行
います・月１回程度の訪問介護業務があります

岩手県下閉伊郡山田町山田
第１５地割８２番地２

社会福祉法人　山田
町社会福祉協議会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

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

大型トラック運転手（タン
クローリー）

当社においてタンクローリー車の担当となります。
主に化学薬品の運搬業務となります。運行ルート
【宮古市～秋田県】日帰り【宮古市～福島県】泊車
内　〇試用期間中は教育担当者が同乗、同行致しま
す。〇今後、運行ルート拡大

岩手県宮古市磯鶏２丁目４
－２３

株式会社　カクヒロ
陸運

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ゴルフ場フロント（正社
員）

ゴルフ場のフロントにおいて、下記業務を行いま
す。
・お客さまのチェックイン、チェックアウト、清算
業務　・電話対応、予約管理　・パソコン（ワー
ド、エクセル）を使用した書類の作成作業

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30分～17時00分
の間の7時間程度

岩手県宮古市

指導員 ・利用者の受付、利用時の指導助言
・主催事業の企画と運営
・営業（学校や企業を訪問して施設や事業の説明を
する等）
・創作（物造り）　※一例）陶芸品、木工品など

岩手県下閉伊郡山田町船越
第２地割４２

公益財団法人　岩手
県スポーツ振興事業
団　陸中海岸青少年
の家雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上） 教員免許（小学校～高校まで
いずれでも可）が望ましい。

又は6時00分～21時00分
の間の7時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

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

ガソリンスタンド販売員
（岩泉ＳＳ）

ガソリンスタンド販売員に従事していただきます。
・車両への給油業務、応対サービス
・窓ふき、洗車、簡単な自動車整備
・タイヤ交換、配達などの諸業務
○未経験者の方でも丁寧に指導いたします。

岩手県下閉伊郡山田町船越
第６地割１４２－１２

株式会社　サカモト

雇用期間の定めなし 危険物取扱者
種類は問わずあれば尚可

岩手県下閉伊郡岩泉町

ガソリンスタンド販売員
（船越ＳＳ）

ガソリンスタンド販売員に従事していただきます。
・車両への給油業務、応対サービス　・窓ふき、洗
車、簡単な自動車整備　・タイヤ交換、配達などの
諸業務　未経験の方の応募歓迎します。丁寧に指導
いたします。

岩手県下閉伊郡山田町船越
第６地割１４２－１２

株式会社　サカモト

雇用期間の定めなし 危険物取扱者
種類は問わずあれば尚可

岩手県下閉伊郡山田町

現場作業員 ○主にフェンス・ガードレールの組立及び設置作業
に従事していただきます＊初心者大歓迎！お友達と
のご応募も可能です！＊現場は県内又は県外も含め
幅広く展開しております（現在の現場は岩手県内で
現場へは県内の寮から各現場に出向いています）

青森県五所川原市大字広田
字榊森２－１１

株式会社　ＬＥＡＤ
ＴＥＣ各種建設関係免許等

あれば尚可
雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

保育士 保育所での保育業務　・保育所に入所している児童
（０～６歳児）への保育＊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後楽
町４－５

社会福祉法人　三心
会　山田町第一保育
所

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

郵便局窓口（窓口営業部） 宮古郵便局において、以下の事務に従事していただ
きます。
・郵便局窓口での郵便物等の受付
・電話対応（問い合わせ対応等）
・その他付随する各種事務

岩手県宮古市栄町１番７号 日本郵便株式会社
宮古郵便局

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

パソコン操作
（エクセル・ワード）

が出来れば尚可 岩手県宮古市

保育士 保育所での保育業務　・保育所に入所している児童
（０～６歳児）への保育　＊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織笠
第１１地割３０

社会福祉法人　三心
会　織笠保育園幼稚園教諭免許

（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


