
主任介護支援専門員 交替制（シフト制）
普通自動車免許ＡＴ (1)9時00分～18時00分

207,850円～212,850円

正社員 不問 03010- 4508601
主任介護支援専門員 交替制（シフト制）
普通自動車免許ＡＴ (1)9時00分～18時00分

207,850円～212,850円

正社員 不問 03010- 4509901
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時15分
150,000円～180,000円

正社員 64歳以下 03030-  620801

(1)10時00分～18時00分
150,000円～170,000円

正社員 35歳以下 03030-  621201

(1)6時00分～15時00分
260,000円～260,000円 (2)7時00分～16時00分

正社員以外 不問 03030-  622501
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

141,200円～155,700円

正社員以外 不問 03030-  623001

(1)8時15分～17時00分
140,000円～200,000円

正社員 35歳以下 03030-  627101
大型自動車免許

(1)8時00分～17時00分
147,000円～189,000円

正社員 64歳以下 03030-  628401
２級土木施工管理技士
普通自動車免許一種 (1)8時30分～17時30分

350,000円～480,000円

正社員 59歳以下 04010-10403201
変形（1年単位）
(1)7時10分～16時10分

146,080円～146,080円 (2)9時00分～18時00分

正社員以外 不問 03010- 4399101
変形（1年単位）
(1)8時10分～17時10分

170,000円～170,000円

正社員 40歳以下 03030-  613201
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
138,000円～299,000円

正社員 不問 03030-  617601
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

148,520円～180,000円

正社員 64歳以下 03030-  619101
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
315,800円～558,140円

正社員 59歳以下 04010-10239101
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
236,240円～433,300円

正社員 59歳以下 04010-10371401
普通自動車免許ＡＴ

138,240円～138,240円

正社員以外 不問 03030-  592701
社会福祉士 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
170,000円～200,000円

いずれか
普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 03030-  593801
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
175,750円～218,000円

正社員 59歳以下 03030-  594201

1

作業職

1人

○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

岩手県宮古市茂市第２地
割日向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

支援相談員「介護」

1人

「介護老人保健施設　さくら山」にて、以下の業
務を行っていただきます。
・利用希望者やご家族に対しての相談業務
・入所に伴う事前調査
・入所退所の調整

岩手県下閉伊郡山田町飯
岡第９地割２３－１

医療法人　晃生会
介護老人保健施設
さくら山雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

介護支援専門員（ケア
マネージャー）

接客販売員

1人

靴の接客販売となります。
紳士靴、婦人靴、子供靴、スニーカー等の販売お
よび値付け
品出し、商品補充、レジ業務、清掃


岩手県宮古市長町１－８
－１

株式会社チヨダ
東京靴流通セン
ター宮古店雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
又は10時00分～20時00分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

施工管理補助（土木課）

1人

未経験の方でも歓迎致します。
建設現場での現場監督の補佐（土木）に従事して
頂きます。
・デジカメ等を使用した写真の管理・整理
・ＰＣを操作（エクセル・ワード）し、書類の作

宮城県仙台市青葉区本町
２丁目１０－３３　第２
日本オフィスビル７階

株式会社　オンサ
イト

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

電気設備施工管理

1人

各建設現場に伴う電気設備施工管理業務に従事し
て頂きます。
・工事現場の写真管理、品質管理
・協力会社に対し、連絡指示、工程の進捗確認
・経験が豊富な方は施主対応、定例会対応も行っ

宮城県仙台市青葉区本町
２丁目１０－３３　第２
日本オフィスビル７階

株式会社　オンサ
イト

雇用期間の定めなし

施工管理経験１年以上 岩手県宮古市、他

販売員（大通）

1人

鮮魚類、加工品の店頭販売業務を行っていただき
ます。
・商品の説明、レジ業務
・袋詰め、品出し、陳列など
・接客業務をメインとした店内業務を担当

岩手県宮古市大通３丁目
６－４５

株式会社　佐々由

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

建築大工「建設」

5人

各現場において建築工事に関連する作業全般に従
事していただきます。
・一般住宅などの木造建築やリフォーム
・上記作業に関連した土木作業、加工場作業
◆経験者、建築系有資格者は優遇いたします。

岩手県宮古市近内２丁目
６－１０

株式会社　キクチ
工務店

雇用期間の定めなし

経験者 岩手県宮古市

ミシン保全兼裁断工

1人

ミシン７０台の保全と裁断工程を行います。
・ミシンの修理調整
・メーカーに問合せ（必要時）
・ロール状（２０～３０キロ）の生地を自動裁断
機セット

岩手県宮古市蟇目第８地
割１２０

有限会社　興亜被
服工業所　宮古工
場雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務職（宮古支店）

1人

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

岩手県盛岡市厨川１丁目
１７－１８

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
旅行業務取扱管理者、ワー
ドエクセルの基本操作

発注者支援業務

3人

国土交通省東北地方整備局による公共工事の発注
者支援です。
施工管理、工事関係資料作成、積算等の補助業務
に従事していただきます。

宮城県仙台市青葉区小田
原５丁目２－５６　スタ
ジオサイキビル２階

株式会社　エム
エーシー　仙台支
店雇用期間の定めなし

国交省発注土木工事の施工
管理の経験

岩手県宮古市

運転手

2人

大型ダンプを使用し、以下の業務を行っていただ
きます。
・アスファルト合材をプラントから積んで現場へ
の運搬業務
・材料、残土、産業廃棄物等の運搬業務

岩手県宮古市金浜第６地
割２１ー６６

有限会社　ジェ
イ・ティ・エス
岩手営業所雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

機械オペレーター

1人

当社において下記の業務を行っていただきます。
・金型用パーツ部品の加工
・研磨加工
＊立ち仕事になります。
＊経験者であれば尚可

岩手県宮古市田鎖第３地
割１４番地

株式会社　ＧＵＰ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市
加工、研磨等の機械オペ
レーターの経験あれば尚可

介護職／デイサービス「介
護」

1人

デイサービス利用者への介護サービスの提供とな
ります。
・食事、入浴、排せつ介助
・レクリエーション等
・原則、送迎車の運転業務はありませんが、添乗

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
４地割１－２０

社会福祉法人　若
竹会　サンホーム
みやこ雇用期間の定めあり（４ヶ

月未満）

岩手県宮古市

海藻加工

1人

海藻養殖わかめ加工を行います。
・湯通し塩蔵加工、不用部分の除去作業
・選別作業
・箱詰め作業
・作業場所は屋内、屋外

岩手県宮古市音部第１０
地割１６番地５

山崎　浩

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

販売員及びホール係

1人

洋服販売とホール係の仕事をしていただきます。
・商品の陳列やレジ
・その他付随する業務
・喫茶コーナーでは注文を取り、料理やコーヒー
を運んだり、食器の片付けなども担当していただ

岩手県宮古市保久田３－
８

有限会社　鈴屋

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般事務

1人

総務部門での事務業務全般に従事していただきま
す。
・電話及び来客対応
・パソコンを使用しての書類作成
・伝票整理・管理・保管

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

エクセル基本操作 岩手県宮古市

主任ケアマネジャー（宮
古）「介護」

1人

ニチイケアセンター宮古においての業務となりま
す。
・相談受付
・アセスメント、居宅サービス計画作成
・モニタリング

岩手県盛岡市盛岡駅西通
２－９－１　マリオスビ
ル１２Ｆ

株式会社　ニチイ
学館　盛岡支店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

主任ケアマネジャー（八木
沢）「介護」

1人

ニチイケアセンター八木沢においての業務となり
ます。
・相談受付
・アセスメント、居宅サービス計画作成
・モニタリング

岩手県盛岡市盛岡駅西通
２－９－１　マリオスビ
ル１２Ｆ

株式会社　ニチイ
学館　盛岡支店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

     （2月21日時点の内容です）

　　２月１８日　から　２月２１日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　３月５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

◎ この求人情報は、発行日現在、有効中の求人を掲載しています。       ◎ 面接には、ハローワークの紹介状をご持参ください。 

◎ すでに、募集を締め切っている場合もありますので、ご注意ください。 

TEL 0193－63－8609 

ハローワーク 宮古 

宮古公共職業安定所 

◎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。 フルタイム ◎ この求人情報は、発行日現在、有効中の求人を掲載しています。       ◎ 面接には、ハローワークの紹介状をご持参ください。 

◎ すでに、募集を締め切っている場合もありますので、ご注意ください。 

TEL 0193－63－8609 

ハローワーク 宮古 

宮古公共職業安定所 

◎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。 フルタイム 

令和２年２月２７日発行  



普通自動車免許一種 変形（1年単位）
(1)8時00分～17時30分

195,500円～345,000円

正社員 64歳以下 03030-  595501
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時30分

184,000円～345,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03030-  596001
１級土木施工管理技士 変形（1年単位）
２級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時30分
２級建築施工管理技士 253,000円～460,000円

いずれか

正社員 64歳以下 03030-  597301
管理栄養士

(1)8時30分～17時30分
200,000円～220,000円

正社員 59歳以下 03030-  600901
普通自動車免許ＡＴ 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時25分
140,000円～230,000円

正社員 59歳以下 03030-  603701
普通自動車免許ＡＴ 変形（1年単位）

(1)6時30分～15時00分
140,000円～230,000円 (2)13時30分～22時00分

正社員 59歳以下 03030-  604801
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

140,000円～165,000円 (2)16時00分～9時00分

正社員 59歳以下 03030-  605201

(1)8時30分～16時30分
120,790円～198,258円

正社員以外 不問 03030-  609601
測量士、測量士補 変形（1年単位）

いずれか (1)8時30分～17時30分
普通自動車免許一種 155,000円～240,000円 (2)8時30分～12時00分

正社員 不問 03030-  612801
管理栄養士

普通自動車免許ＡＴ (1)8時30分～17時15分
163,100円～192,200円

正社員以外 不問 03030-  580601
中型自動車免許 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
180,000円～300,000円

あれば尚可
普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 土木作業 03030-  583401
介護職員初任者研修修了者

ホームヘルパー２級 (1)8時00分～17時00分
いずれか 150,000円～150,000円

普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03030-  584701
保育士

(1)8時30分～17時15分
163,100円～192,200円

正社員以外 不問 03030-  586201
介護福祉士 変形（1ヶ月単位）
あれば尚可 (1)8時15分～17時15分

137,000円～184,000円 (2)7時00分～16時00分
(3)10時00分～19時00分

正社員 不問 03030-  587501
第一種電気主任技術者
第二種電気主任技術者 (1)8時30分～17時20分
第三種電気主任技術者 209,200円～285,000円

いずれか

正社員 64歳以下 03010- 4081001

(1)8時20分～16時50分
208,208円～282,984円

正社員以外 不問 03010- 4105301
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

173,600円～217,000円

正社員 18歳以上 03100-  495501

2

足場作業員「建設」

2人

建設現場での足場組立・足場解体作業等の業務
（学校、商業施設、一般住宅、ビル、マンショ
ン、橋梁等）
・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

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

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

重機オペレーター「建設」

1人

建設現場において
・車両系機械操作
・大型ダンプへの積み込み等の業務を行っていた
だきます。


車両系建設機械（整
地・運搬・積込用及び
掘削用）運転技能者

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

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

土木施工管理技士「建設」

2人

土木工事の技術管理業務を行います。
・現場の施工管理、工程管理、安全管理、発注担
当者との打ち合わせ等を行います。
・パソコンによる書類作成やメール等も行いま
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

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

管理栄養士

1人

「介護老人保健施設　さくら山」にて、下記の業
務を行っていただきます。
・利用者に提供する食事の栄養管理
・栄養ケア計画の作成
・献立チェック

岩手県下閉伊郡山田町飯
岡第９地割２３－１

医療法人　晃生会
介護老人保健施設
さくら山雇用期間の定めなし

管理栄養士業務経験
あれば尚可

岩手県下閉伊郡山田町

施設管理スタッフ

1人

館内の設備管理（電気・空調・給排水・昇降機・
防災等）を受け持ちます。
・高度な専門知識を必要とする設備については専
門業者に委託しているので、各委託業者と連携し
てそれぞれの設備を管理

岩手県宮古市日立浜町３
２－４

株式会社　浄土ヶ
浜パークホテル

雇用期間の定めなし

宿泊業勤務経験者 岩手県宮古市

調理員（ベーカリー担当）

1人

新しく立ち上げるベーカリー部門の責任者とし
て、ホテル厨房でパン作りを担当していただきま
す。
・材料の仕入れ、管理
・仕込み、成型、焼成

岩手県宮古市日立浜町３
２－４

株式会社　浄土ヶ
浜パークホテル

雇用期間の定めなし

又は6時30分～21時00分の
間の7時間程度

岩手県宮古市

介護職「介護」

1人

介護の入所施設において介護業務全般を担当しま
す。
・各担当部署で利用者の方の入浴、食事、排泄等
の身体介護
・レクリエーションの実施

岩手県下閉伊郡山田町飯
岡第９地割２３－１

医療法人　晃生会
介護老人保健施設
さくら山雇用期間の定めなし

介護経験３年以上あれば尚
可

岩手県下閉伊郡山田町

介護認定調査員／町民課

1人

町民課において、介護認定調査員に従事していた
だきます。
・介護保険のサービス利用希望者を訪問
・聞き取り調査等による介護保険の認定調査業務
・調査内容を整理点検

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字惣畑５９番５

岩泉町役場
認定調査員研修を修了して
いる者（研修未修了の場合
は、就業開始後に認定調査
員研修を受けていただきま

す）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

測量士・測量士補

1人

測量業務全般。土木・建築工事にあたり、土地の
位置・形状を測量する仕事です。専門の機器や技
術を使いますので、測量業務の経験がある方から
の応募をお待ちしています。また、測量データの
入力などパソコンを使う仕事もあります。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字三本松１番

有限会社　岩泉測
量設計

雇用期間の定めなし
測量経験、PC操作

(Word,Excel)出来る方、Ｃ
ＡＤ操作できれば尚可 岩手県下閉伊郡岩泉町

管理栄養士／健康課（会計
年度任用職員）

1人

健康課（宮古保健センター）への勤務となりま
す。　　　　・特定保健指導、各種健康教室の栄
養指導業務　　　・その他付随する事務
・訪問の際は公用車を使用

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）

岩手県宮古市

土木作業員「建設」

2人

土木工事の現場作業全般。
・上下水道工事、浄化槽工事、リフォーム工事な
ど
＊一般住宅から公共工事まで幅広く行っていま
す。

岩手県宮古市津軽石第１
４地割３８－４

有限会社　山舘設
備工事車両系建設機械（基礎

工事用）運転技能者雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員「介護」

1人

小規模デイサービス利用者の介護を行っていただ
きます。
・主に食事・入浴介助、レクリエーション活動等
をおこないます。
・送迎業務（主に宮古市内の送迎となり、軽自動

岩手県宮古市田鎖３－８ 株式会社　みやこ
ケアセンターみや
こ雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

保育士／こども課（会計年
度任用職員）「保育」

5人

宮古市内保育所（公立保育所、へき地保育所）１
１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

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

介護員

2人

小規模多機能ホームあすも・グループホームあす
もにおいて下記の業務を行っていただきます。
・入浴、排せつ、調理業務、食事等の介護
・その他の日常生活上の支援
・レクリエーションや機能訓練

岩手県宮古市田の神２丁
目４－２８

小規模多機能ホー
ムあすも　グルー
プホームあすも雇用期間の定めなし

簡単なタブレット入力（既
存様式への入力）

岩手県宮古市

自家用電気工作物の保安業
務（県内９事業所）

2人

自家用電気工作物の保安業務（契約事業場の保守
点検・試験）を行う。
＊自家用電気工作物の工事維持・運用に係る実務
を４年以上経験していること。資格取得前の経験
は１／２に換算（８年）。実務経験の証明取得が

岩手県盛岡市向中野２丁
目１４番２１号

一般財団法人　東
北電気保安協会
岩手事業本部雇用期間の定めなし

電気主任技術者資格を有し４
年以上保安に関する実務経験 岩手県宮古市、他

講師（水産（食品）、保健
体育、美術）

3人

岩手県内の高等学校において、常勤講師として授
業等生徒の指導にあたっていただきます。
・授業を担当していただきます。
・部活動の顧問等を行っていただきます。
・その他、付随する業務および指示された業務。

高等学校教諭免許
（専修・１種）

岩手県盛岡市内丸１０－
１

岩手県教育委員会
事務局　教職員課

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

警備員（宮古営業所）

5人

＊各種現場（道路工事、建築工事、下水道工事、
イベント、駐車場　内等）において、人や車両に
対しての誘導や交通整備を行い、安　全を確保す
る仕事となります。
　その他、巡回、ＪＲ列車見張等もあります。

岩手県久慈市栄町第３７
地割７８－２

株式会社　平成Ｇ
ＵＡＲＤ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他


