
看護師 交替制あり
(1)8時30分～17時15分

1人 194,100円～211,600円 (2)16時30分～1時15分
(3)0時30分～9時15分

正社員 42歳以下 03010-15978001
助産師 交替制あり

(1)8時30分～17時15分
5人 214,500円～214,500円 (2)16時30分～1時15分

(3)0時30分～9時15分

正社員 42歳以下 03010-15983801
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時30分
1人 140,000円～155,000円

正社員 64歳以下 03010-15920901
普通自動車免許一種

フォークリフト運転技能者 (1)1時00分～10時00分
1人 あれば尚可 160,360円～168,800円

正社員以外 18歳以上 03030- 2333401

(1)8時30分～17時30分
1人 134,152円～196,800円

正社員 59歳以下 03030- 2335801
保育士 変形（1ヶ月単位）

(1)7時00分～15時45分
1人 173,520円～193,520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- 2337501
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)8時15分～17時00分
1人 173,520円～193,520円

正社員以外 不問 03030- 2338001
変形（1ヶ月単位）
(1)17時00分～2時30分

1人 147,333円～156,000円 (2)17時00分～0時00分
(3)22時00分～9時00分

正社員以外 18歳以上 ワード・エクセル入力程度 03030- 2339301
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
1人 154,000円～154,000円

正社員 不問 簡単なエクセル操作 03030- 2328201
普通自動車免許一種
簿記実務検定３級 (1)8時30分～17時15分

1人 あれば尚可 150,600円～170,400円

正社員 59歳以下 03030- 2329501
交替制あり

1人 136,849円～172,329円

正社員以外 59歳以下 07030- 4913201
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時15分
1人 147,000円～147,000円

正社員以外 不問 03010-15815301
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～16時30分

2人 170,000円～170,000円 (2)16時00分～0時00分

正社員 18歳～64歳 03010-15864301
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～16時30分

2人 170,000円～170,000円 (2)16時00分～0時00分

正社員 18歳～64歳 03010-15867101
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～16時30分

2人 170,000円～170,000円 (2)16時00分～0時00分

正社員 18歳～64歳 03010-15869701
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時30分
1人 150,000円～165,000円

正社員 40歳以下 03010-15874901
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 200,000円～400,000円

正社員 64歳以下 建築施工管理業務経験者 03030- 2319201
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時00分
1人 150,000円～200,000円

正社員 40歳以下 03030- 2320001
1

車両整備 当社において車両整備業務に従事します。
・軽自動車からトラックまでの、点検および車検
整備、一般修理　
・洗車や車両の引取り、納車等　　
・その他付随する業務　　　　　　　　　　

岩手県宮古市上鼻２丁目４
－１

有限会社　千徳自動
車整備工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

建築技術者 ＊公共工事や一般住宅建築工事などの施工計画案
の作成
＊工事中における品質管理、安全管理、施工の調
整など監督・指揮業務や各種書類作成
＊就業場所は担当の現場事務所が基本になります

岩手県宮古市八木沢三丁目
１１－５　バス停「八木沢
団地」から　徒歩２分

株式会社　菊地建設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

消防用設備の点検作業及び
工事（宮古営業所）

・社用車（普通車）にて、事業所（ビル、工場、
店舗）の消防用設備の点検作業及び工事全般を行
います。
・その他、指示された業務及び付随する業務。
＊基本２名体制で業務にあたっていただきます

岩手県盛岡市上堂３－６－
３３

株式会社　ダイトク

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ホールスタッフ・カウン
タースタッフ（磯鶏店）

パチンコ店のホール・カウンターでの接客対応で
す。出玉の上げ下ろしや交換、景品交換などの一
般業務、その他付随する業務や指示された業務を
お願いします。特別な資格は必要ありません。未
経験の方にも充実した研修制度がありますので、

岩手県盛岡市東見前５地割
５７－１－２階

株式会社　飛鳥商事

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ホールスタッフ・カウン
タースタッフ（宮古店）

パチンコ店のホール・カウンターでの接客対応で
す。出玉の上げ下ろしや交換、景品交換などの一
般業務、その他付随する業務や指示された業務を
お願いします。特別な資格は必要ありません。未
経験の方にも充実した研修制度がありますので、

岩手県盛岡市東見前５地割
５７－１－２階

株式会社　飛鳥商事

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ホールスタッフ・カウン
タースタッフ（山田店）

パチンコ店のホール・カウンターでの接客対応で
す。出玉の上げ下ろしや交換、景品交換などの一
般業務、その他付随する業務や指示された業務を
お願いします。特別な資格は必要ありません。未
経験の方にも充実した研修制度がありますので、

岩手県盛岡市東見前５地割
５７－１－２階

株式会社　飛鳥商事

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

配送（宮古市） 当社、宮古支店において下記の業務を行っていた
だきます。
・医薬品を医療機関、薬局等へ配送する仕事で、
営業担当者をサポートする業務
（エリア毎ルート配送：宮古市近郊）

岩手県盛岡市上堂四丁目５
－１

株式会社　スズケン
岩手

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

販売（雑貨）【パティズ宮
古店】

＜業務内容＞（個人的ノルマは無し）
＊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

雇用期間の定めなし
又は8時30分～21時15分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

労働組合の事務 当組合において下記の業務に従事していただきま
す。
・労働保険等の社会保険業務
・組合活動関連業務
・労働組合会計業務

岩手県宮古市宮町１丁目１
番３０号（宮古市役所別
館：宮古市職員生協向か
い）

宮古市職員労働組合

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

医療材料の管理及び院内搬
送（請）

請負先病院内で下記の業務に従事します。
・病棟・外来等で使用される医療材料（ガーゼ、
包帯、点滴セット、注射器など主にディスポ製
品）の準備
・各病棟や外来への供給搬送（台車等を使用）

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第１
地割１１番地２６　岩手県
立宮古病院地下１階

株式会社　エフエス
ユニマネジメント宮
古事業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

WordやExcelの基本操作がで
きる方、組合における実務

経験

警備／崎鍬ケ崎（請） 当社請負先における警備業務に従事していただき
ます
・夜間受付、管内の巡回、電話受付等
・夜間緊急受付時にはパソコンを使用
・夜間に２名で勤務

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

子育て支援センター職員 織笠保育園が運営する山田町地域子育て支援セン
ターにて来所者への対応をしていただきます。
・来所するお子さんのお世話
・お母さん達の子育て相談等


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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡山田町

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。

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡山田町

プラスチック成形用金型仕
上げ・組込み

射出成形用金型の整備業務
○金型部品の組込み・調整、仕上げ
○メンテナンスなど
コツコツとこなす作業で、製品の品質作りの為に
大切な業務になります。未経験者でも指導しま

岩手県宮古市板屋３－１１
－１５

株式会社　エム・ア
イ・エス東北工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市
成形オペレーター等、関連

業務経験

幼稚園教諭免許
（専修・１種・２種）

業務員（夜間） 当社構内において下記の業務を行っていただきま
す。
・商品の仕分け作業
・ドライバーの荷扱いフォロー
・その他構内作業（片付け、清掃等）

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第２地割１３－６

近物レックス　株式
会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 岩手県下閉伊郡山田町

一般事務（宮古営業所） ・電話応対
・伝票整理
・パソコン操作（ワード・エクセル）による見積
書等作成
・小口現金管理

岩手県盛岡市東見前９－７
２

株式会社　セントラ
ルオートガラス

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

助産師Ｂ（沿岸地域の県立
病院７病院）

・助産業務　等
＊採用後３年間は沿岸地域の県立病院７病院のい
ずれかで勤務し、その後、県内２０病院６地域診
療センターのいずれかに勤務します。
＊採用予定日は、原則として令和３年４月１日で

岩手県盛岡市内丸１１－１
盛岡合同庁舎７階　岩手県
医療局

岩手県医療局

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

事業所名
求人番号

看護師Ｂ（沿岸地域の県立
病院７病院）

・看護業務　等
＊採用後３年間は沿岸地域の県立病院７病院のい
ずれかで勤務し、その後、県内２０病院６地域診
療センターのいずれかに勤務します。
＊採用予定日は、原則として令和３年４月１日で

岩手県盛岡市内丸１１－１
盛岡合同庁舎７階　岩手県
医療局

岩手県医療局

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

（8月24日時点の内容です）

８月１８日　から　　８月２４日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は９月３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２年８月２７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



普通自動車免許一種 変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 158,200円～271,200円

正社員以外 60歳以上 型枠工事または土木作業経験 03030- 2323901
介護福祉士 交替制あり

介護職員初任者研修修了者 (1)8時20分～17時20分
1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 ワード・エクセル基本操作 03030- 2324101
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 245,440円～459,520円

正社員 59歳以下 04010-40185101
保育士 変形（1ヶ月単位）

1人 160,000円～170,000円

正社員 不問 03010-15787101
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

2人 138,078円～151,920円

正社員以外 不問 03030- 2311001
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 158,200円～203,400円

正社員以外 18歳以上 03030- 2312301
中型自動車免許 変形（1年単位）
大型自動車免許 (1)8時00分～17時00分

1人 フォークリフト運転技能者 207,900円～277,200円
あれば尚可

正社員 64歳以下 03030- 2313601
管理栄養士 変形（1ヶ月単位）

(1)8時45分～17時45分
1人 179,000円～203,500円

正社員 64歳以下 03030- 2314901
栄養士 変形（1ヶ月単位）

(1)8時45分～17時45分
1人 162,000円～162,000円

正社員以外 不問 03030- 2315101
看護師又は 変形（1ヶ月単位）
准看護師 (1)7時00分～16時00分

2人 160,000円～260,000円 (2)8時45分～17時45分
(3)10時00分～19時00分

正社員 64歳以下 03030- 2316401
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

フォークリフト運転技能者 (1)8時00分～17時00分
2人 あれば尚可 147,000円～230,000円

正社員 61歳以下 03030- 2317701
車両系建設機械運転技能者 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 137,144円～260,400円

正社員 不問 03100- 2023101
普通自動車免許一種
２級土木施工管理技士 (1)8時30分～17時30分

3人 350,000円～480,000円

正社員 59歳以下 04010-40152401
大型自動車免許 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 254,220円～254,220円

正社員 65歳以下 大型車経験者 13090-28281801
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時30分
1人 136,000円～136,000円

正社員以外 不問 パソコンの基本操作 03030- 2308401
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 145,600円～200,000円

正社員 不問 03030- 2309701

2

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・

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

土木作業員 復興関連の公共建設土木工事を請負っています。
以下の業務を行っていただきます。
・土木、型枠工事等
・その他付随する業務
＊現場は主に山田町内および近隣の沿岸市町村

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第１６地割３－３１

株式会社　宇野ビル
ド建設・重機関係の資格が

あれば尚可
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市、他

保育士（宮古市） 県立宮古病院内保育所に於いて保育業務を行って
頂きます。
・健康観察、身の回りのお世話（食事・排泄の補
助など）
・保護者への子育てアドバイス

岩手県盛岡市上田１丁目２
－１６　（あゆみ保育所
内）

株式会社　プライム
ツーワン　東北支局

雇用期間の定めなし
又は7時30分～19時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

施工管理補助（電気設備
課）

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（電気設備）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（Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ）し、書類
の作成

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

警備員 復興工関連工事の公共建設土木工事等の工事車両
の交通誘導警備に従事していただきます。
＊現場の状況によりますが、１～２名人員体制現
となります。
＊移動手段は、会社に集合し社用車で移動、又は

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第１６地割３－３１

株式会社　宇野ビル
ド

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡山田町

精密部品の検査 空調の効いた明るい工場内で座って作業して頂き
ます。拡大鏡や顕微鏡を使用し携帯電話、デジタ
ルカメラなどに用いられる精密電子部品（コネク
タ）の検査をして頂きます。細かい作業が得意な
方に最適なお仕事です。

岩手県宮古市田鎖９地割５
５番地１

株式会社　エム・ア
イ・テイー　東北工
場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

管理栄養士 ふれんどりー岩泉利用者の栄養管理を行っていた
だきます。
・栄養ケア計画の作成
・献立作成

岩手県下閉伊郡岩泉町乙茂
字上９－１２

社団医療法人　緑川
会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

トラック運転手／田老工場 中型トラック８ｔ車の運転業務となります。
・釜石～宮古間から、魚あら等を回収
・当社田老工場に運搬
・運転手１名乗務での運行になります。


岩手県宮古市港町２－４ 株式会社　丸才　宮
古営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師・准看護師 ふれんどりー岩泉の利用者への看護業務を行いま
す。
・入居者約８５名、通所登録者４０名（１日平均
２７名通所）に対するバイタルチェック等看護業
務

岩手県下閉伊郡岩泉町乙茂
字上９－１２

社団医療法人　緑川
会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

栄養士 ふれんどりー岩泉利用者の献立を作成していただ
きます。
・発注業務
・献立作成

岩手県下閉伊郡岩泉町乙茂
字上９－１２

社団医療法人　緑川
会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡岩泉町

重機オペレーター（山田営
業所）

◆産業廃棄物の重機オペレーター
＊場内においての重機オペレーター業務が主な仕
事になりますが、状況に応じて作業員として、非
鉄金属の分別、選別作業等の軽作業も行っていた
だきます。他に、来客者のトラックへ積込み作業

岩手県久慈市長内町第３７
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

コンクリート製品製造員 主にコンクリート製品のＵ字形側溝を製造してい
ます。
・型枠内に入れる鉄筋組み
・側溝用の型枠組立
・型枠内にコンクリートを流し込み、養生期間終

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第４地割１２番地

有限会社　豊興

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

ダンプカー運転手（１０ト
ン）／石巻市

・１０トンダンプカーで残土、砕石の運搬

・１０トンダンプカー運転経験者

東京都板橋区赤塚４－２１
－２８

佐藤興業　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

発注者支援業務［岩手県宮
古市］

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

製材作業員 製材に関する下記の作業に従事していただきま
す。
・製材作業時の先取り作業
・製品の梱包作業
・チップ材を機械に投入する作業

岩手県下閉伊郡岩泉町浅内
字松野４５－１２

株式会社　吉本　岩
泉事業所

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

一般事務 一般事務に従事していただきます。
・電話による問い合わせ対応
・パソコンを使用したデータ入力、資料作成
・銀行等外出用務の場合は社用車（セダン）使用
・その他、付随する業務

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第２地割１３－６

近物レックス　株式
会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 岩手県下閉伊郡山田町


