
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

184,000円～230,000円
普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 03030-  673501
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

136,867円～136,867円

正社員以外 64歳以下 03030-  678101
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
138,240円～155,520円

正社員以外 不問 03030-  679401
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 04010-11696801
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 04010-11697201
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時15分～17時15分
134,240円～160,000円

正社員 45歳以下 03020-  346801
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

140,000円～160,000円

正社員 59歳以下 03030-  664201
フォークリフト運転技能者 変形（1年単位）

普通自動車免許一種 (1)6時00分～16時00分
163,100円～163,100円

正社員以外 不問 03030-  665501
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
183,200円～217,550円

正社員 不問 03030-  666001
変形（1ヶ月単位）
(1)8時15分～17時00分

141,100円～141,100円

正社員以外 不問 03030-  667301
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者 (1)8時30分～17時30分
あれば尚可 170,900円～220,200円 (2)7時30分～16時30分

正社員 40歳以下 03030-  668601
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時00分

135,090円～135,090円

正社員以外 不問 03030-  669901
中型自動車免許 変形（1年単位）

(1)8時00分～16時30分
150,000円～170,000円 (2)16時30分～0時00分

(3)0時00分～7時30分

正社員 20歳以上 03030-  670701
中型自動車免許 変形（1年単位）

フォークリフト運転技能者 (1)8時30分～17時30分
あれば尚可 160,000円～220,000円

普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 03040- 1042601
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
198,000円～352,000円

正社員 64歳以下 04010-11299601
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
242,000円～352,000円

正社員 64歳以下 04010-11376501
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
246,000円～328,000円

正社員 不問 11060- 2960001
看護師 交替制（シフト制）
助産師 (1)8時30分～17時15分
いずれか 145,500円～171,600円 (2)16時30分～1時15分

(3)0時30分～9時15分

正社員以外 18歳以上 03030-  646701

1

看護師又は助産師１（会計
年度任用職員）「看護」

1人

当院内において看護業務又は助産師業務全般を
行っていただきます。
・２交替制、または３交替制による勤務となり、
夜間勤務が可能な方を募集
・主に入院病棟での業務

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
月以上）

岩手県宮古市

土木作業員（岩手県宮古
市・宮城県名取市近辺）

2人

・土木工事
・舗装工事
・高速道路等の公共工事
・震災復旧工事　等


埼玉県所沢市上新井５－
６４－１５

吉弘建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

重機オペレーター

5人

道路の新設、住宅造成、改良や災害復旧工事の現
場でのバックホー等重機作業のお仕事です。
直行・直帰／現場工期終了毎に勤務地の移動があ
ります。　＊経験と能力に応じた現場での作業を
お願いします。未経験の方も大歓迎です。

宮城県仙台市若林区六丁
の目中町１８－１５　斎
喜六丁の目ビル２１２

株式会社　ナス
キー

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木作業員

5人

道路の新設、住宅造成、改良や災害復旧工事の現
場での土木作業のお仕事です。
直行・直帰／現場工期終了毎に勤務地の移動があ
ります。　＊経験と能力に応じた現場での作業を
お願いします。未経験の方も大歓迎です。

宮城県仙台市若林区六丁
の目中町１８－１５　斎
喜六丁の目ビル２１２

株式会社　ナス
キー

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

サービスセールス（宮古
店）

1人

◎整備工場での農業機械の整備、修理作業の実施
・メンテナンス作業に必要な資格等は会社負担で
取得して頂きます。
・必要な工具や作業着等は貸与いたします。
・農業機械等の搬送もあります。

岩手県花巻市東宮野目第
１３地割９

株式会社　みちの
くクボタ

雇用期間の定めなし

自動車整備等、機械整備経
験

岩手県宮古市

運転手

1人

４ｔトラックでの、木材製品（主にチップ）等の
運転業務となります。
・運搬範囲は宮古市内で藤原埠頭から磯鶏地区ま
での運行となります。


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

４ｔ車乗務経験のある方 岩手県宮古市

商品（生花）管理

1人

宮町工房にて、店頭に並べる前の生花管理を行っ
ていただきます。
・水やり、花束ね等の業務
・その他上記に付随する業務
＊繁忙期は販売業務もあります。

岩手県宮古市宮町３丁目
１０－５２

有限会社　摂待生
花店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護補助員「看護」

1人

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

外来看護助手「看護」

1人

当病院において、下記の業務を行っていただきま
す。
・検体、伝票、カルテの移送
・検査等の患者さんの移送、付添
・備品管理、医療器具の消毒

岩手県宮古市板屋１丁目
６番地３６

医療法人財団　正
清会

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」

1人

一般土木作業全般に従事していただきます。
・側溝、歩車道、境界ブロック、排水工、Ｌ型擁
壁
・掘削、砕石の敷き均し
・その他雑工　など

岩手県下閉伊郡山田町織
笠第９地割１２番地４

株式会社　越田土
建

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

水揚げ作業員

1人

魚市場にて、鮮魚水揚げ作業補助に従事していた
だきます。
・トロール船からの水揚げ作業補助
・かごの洗浄や、場内及び使用容器の洗浄等
・フォークリフトを運転し、船のタンクから計量

岩手県宮古市光岸地４番
４０号

宮古漁業協同組合

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

フォークリフト運転 岩手県宮古市

オイルシールの仕上げ・検
査

2人

受注製品の型に加工されたオイルシールの仕上げ
及び検査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

技術職（山田下水道施設管
理センター）

1人

＊山田下水道施設管理センターに於いて、施設の
操業および維持管理業務全般に従事します。下水
処理施設の点検等を行うほか、町内の中継ポンプ
施設を定期的に巡回し、電気設備などの保守点検
業務を行います。

岩手県釜石市定内町４丁
目１番４７号

株式会社　テツゲ
ン　東北支店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

空調・衛生設備施工管理

1人

各建設現場に伴う空調・衛生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

施工管理補助（建築課）

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（建築）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

野球場管理人

1人

楽天イーグルス岩泉球場及びサブグラウンドの管
理業務
・グラウンド整備
・敷地内草刈り、清掃
・施設内清掃

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字松橋２１－１

特定非営利活動法
人　岩泉地域活動
推進センター雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

水産加工員

1人

・魚類の加工食品
・スケソウダラ、サバ等の前浜魚の処理作業
・イカの冷凍食品加工
・秋サケの加工
・選別ラインに沿った製造

岩手県宮古市日立浜町８
番２３号

株式会社　おがよ
し

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

一般土木作業員「建設」

4人

主に宮古市内における建設現場での土木作業に従
事していただきます。
・下水道工事、災害復旧工事、一般道路工事など
・建設機械では処理不可能な細部の作業、掘り起
し、埋め戻し作業等

岩手県宮古市上鼻２丁目
６番７５号

株式会社　伊藤礦
業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

車両系建設機械(整地・
運搬・積込用及び掘削
用)運転技能者あれば尚

     （2月28日時点の内容です）

　　２月２５日　から　２月２８日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　３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

◎ 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３月５日発行  



大型自動車免許
普通自動車免許一種 (1)8時00分～17時00分

170,000円～170,000円

正社員 不問 03030-  656201
看護師 交替制（シフト制）
准看護師 (1)9時00分～18時00分

普通自動車免許ＡＴ 182,600円～238,600円 (2)7時00分～16時00分
(3)8時00分～17時00分

正社員 59歳以下 03030-  657501
普通自動車免許ＡＴ 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
137,270円～148,000円

正社員 64歳以下 03030-  661401
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
137,000円～164,000円

正社員 不問 03030-  662701
変形（1年単位）

162,000円～220,000円

正社員 64歳以下 03030-  630501
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
141,200円～141,200円 (2)8時30分～17時30分

(3)6時30分～15時30分

正社員以外 不問 03030-  631001
調理師

(1)8時30分～17時30分
137,300円～162,300円

正社員以外 不問 03030-  635101
普通自動車免許二種
普通自動車免許一種 (1)21時00分～4時00分

115,200円～156,000円

正社員 18歳以上 03030-  639201
普通自動車免許ＡＴ

(1)21時00分～4時00分
105,600円～156,000円

正社員 18歳以上 03030-  640001
変形（1ヶ月単位）
(1)8時15分～17時30分

137,600円～137,600円

正社員以外 不問 03030-  642601
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

140,000円～155,000円

正社員 64歳以下 03030-  643901
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
192,000円～240,000円

正社員 64歳以下 03090-  506301
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

大型自動車免許あれば尚可 (1)8時00分～17時00分
141,050円～184,450円

正社員 不問 03100-  541301

2

運転手

1人

各現場において、大型自動車の運転業務に従事
・合材、砕石などの運搬
・その他日々の業務として、車両の点検、運転日
報の作成、洗車
・その他付随する業務

岩手県宮古市新町３－４ 株式会社太田建商

雇用期間の定めなし 車両系建設機械(整地・
運搬・積込用及び掘削
用)運転技能者あれば尚

岩手県宮古市

看護職「看護」

1人

特別養護老人ホームふれあい荘および短期入所生
活介護事業所において看護業務に従事します。
・検温や血圧測定などの健康管理や、服薬管理
・社用車を使用し、利用者様の通院同行など
月に７回程度の夜間対応の自宅待機があります。

岩手県宮古市田老字養呂
地６番地２

社会福祉法人　田
老和心会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務

1人

品質管理書類作成を行っていただきます。
・水産加工の日々の生産管理記録作成（パソコン
使用）管理
・ラベル発行確認業務
・送り状作成、電話、来客対応

岩手県下閉伊郡山田町船
越第９地割２１５番地１

株式会社丸一水産

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード、エ
クセル）出来る方

岩手県下閉伊郡山田町

自動車整備

1人

●車検・点検に伴う整備及び修理
●故障車の診断・修理
●車両の引き取り納車
●その他上記に付随する作業

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字三本松４１－５

有限会社　岩泉
モータース

雇用期間の定めなし

自動車整備 岩手県下閉伊郡岩泉町

ゴルフ場フロント（正社
員）

1人

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

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

ワード・エクセル操作
又は6時30分～17時00分の
間の7時間以上

岩手県宮古市

生活支援員

2人

生活支援に係る業務全般となります。
・当施設利用者の日中活動（軽作業）や通院、買
い物（２～３名）の付き添いなどで、社用車を運
転
・未経験者の方大歓迎

岩手県宮古市崎山第５地
割９４

社会福祉法人　若
竹会　わかたけ学
園雇用期間の定めあり（４ヶ

月未満）

岩手県宮古市

調理員／望みの園はまなす
（臨時職員）

1人

施設で調理業務に従事していただきます。
・野菜の下処理、配膳、洗浄作業、清掃作業
・設利用者の朝、夕食４０食、昼食約５０食分を
調理員５名体制


岩手県下閉伊郡山田町山
田１－１１－３

社会福祉法人　親
和会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

集団給食調理経験 岩手県下閉伊郡山田町

代行運転手

1人

宮古市内・近郊を中心とした運転代行業務全般。
・ご依頼地にあわせて、お客様の車両及び随伴車
両の運転
・接客、乗務記録簿への記載、精算会計
・車両管理全般等を行っていただきます。

岩手県宮古市実田１－１
－１

運転代行　人力舎

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

運転手（随伴車）

1人

宮古市内・近郊を中心とした運転代行業務全般
・お客様のご依頼地にあわせての随伴車両運転
・接客、乗務記録簿への記載、精算会計
・車両管理等（給油、洗車、タイヤ交換）を行い
ます。

岩手県宮古市実田１－１
－１

運転代行　人力舎

雇用期間の定めなし

運転経験１年以上 岩手県宮古市

クリンクルー（崎鍬ヶ崎）
１

1人

請負先施設内において、以下の業務を行っていた
だきます。
・掃除機・モップ・ホーキ・タオル等を使って廊
下、階段、各部屋（病室含む）等の掃除、ゴミの
回収を行います。

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

仕上げ検査・梱包出荷（正
社員）

2人

・仕上げ検査は工業用ゴム製品（Ｏリング、パッ
キング類）のプレ　ス成型されたシート状から製
品とバリを分割する作業と、良品と不良品の選別
（検査）を行います。
・梱包・出荷業務は商品の梱包と発注先への出荷

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

パソコンの基本操作ができ
れば尚可

岩手県宮古市

養豚作業員（田野畑農場）

1人

◎田野畑農場において養豚に関する作業全般に
　従事していただきます
・豚の飼育
・飼料の給餌（手作業・自動給餌機での給餌）
・豚房の清掃、洗浄

岩手県九戸郡軽米町大字
上舘３０－２３２

北栄農産　有限会
社

雇用期間の定めなし

パソコンの基本操作可能な
方

岩手県下閉伊郡田野畑村

運転手（山田営業所）

1人

＊産業廃棄物（木・コンクリートなど）の収集、
運搬業務を行っていただきます。範囲は主に岩手
県内となり、泊まりはありません。運転業務が主
な業務ですが、仕事の状況によっては作業員とし
て産業廃棄物の分別作業等に従事していただく場

岩手県久慈市長内町第３
７地割１２－８

有限会社　陸中商
会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町


