
保育士、幼稚園教諭免許 交替制あり
のいずれか (1)9時30分～18時15分

1人 普通自動車免許ＡＴ 151,500円～277,900円 (2)8時30分～17時15分
(3)7時30分～16時15分

正社員 不問 03030- 2135201
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
1人 168,000円～203,000円

正社員 64歳以下 03030- 2138301
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時15分
1人 157,700円～242,000円

正社員 40歳以下 04010-36892301
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 316,320円～550,100円

正社員 59歳以下 04010-36956301
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
1人 138,880円～160,060円 (2)6時00分～15時00分

(3)15時00分～8時30分

正社員 64歳以下 03030- 2126801
普通自動車免許ＡＴ 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 03030- 2127201

(1)8時30分～18時00分
2人 145,000円～155,000円 (2)8時30分～12時30分

正社員 59歳以下 03030- 2130901
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

(3)8時45分～17時30分

正社員以外 不問 03030- 2131101
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

(3)8時45分～17時30分

正社員以外 不問 03030- 2132401
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時00分～17時00分
1人 123,240円～124,800円 (2)8時00分～15時00分

正社員 64歳以下 03030- 2133701

(1)8時00分～17時00分
1人 244,160円～452,810円

正社員 59歳以下 04010-36756601

(1)5時30分～14時00分
2人 127,200円～143,100円 (2)9時30分～18時00分

正社員以外 不問 04010-36757901
普通自動車免許ＡＴ 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
2人 180,000円～337,500円

正社員 64歳以下 03010-14398301
普通自動車免許ＡＴ 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 180,000円～400,000円

正社員 64歳以下 03010-14400501
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～18時00分
1人 200,100円～292,500円

正社員 40歳以下 03030- 2122901
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時15分～17時15分
1人 182,000円～202,000円

正社員 59歳以下 03030- 2123101
看護師

(1)8時15分～17時15分
1人 192,000円～212,000円

正社員 59歳以下 03030- 2124401
介護福祉士 変形（1ヶ月単位）

(1)7時30分～16時30分
1人 154,000円～210,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

正社員 64歳以下 03030- 2112001

1

介護福祉士 入院患者（１病棟４０名位）の介助支援を行いま
す。
・食事、入浴、トイレなどの介助

＊各病棟には１０～１５名の介護士がおります。

岩手県宮古市保久田８番３
７

特定医療法人　弘慈
会　宮古第一病院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師 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に従事して頂きます。
・看護業務およびそれに伴う報告書の作成
・介護業務全般
・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

岩手県宮古市

介護支援専門員 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、下記の業務に従事して頂きます。
・サービス利用に関する手続きやサービス内容の
説明
・ケアプランの作成

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

岩手県宮古市

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）

セールスドライバー いわて生協宮古センター所有の車両（２ｔ車）運
転による下記の業務を担当していただきます。

・当日配達するエリアの組合員様からの注文商品
の、車両への積み

岩手県宮古市田鎖第８地割
１２－１

いわて生活協同組合
共同購入事業部　宮
古センター

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

工事管理・監督（宮古営業
所）

職務内容としては建設工事の管理となります。

お客様や作業員との打ち合わせ、工事の準備、写
真管理、出来形管理、パソコンでの資料作成など
です。

岩手県盛岡市本宮７丁目１
２－４１

株式会社　東北工商

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

建設工事作業員（宮古営業
所）

職務内容としては、建設工事の作業となります。

※主な工事内容
・道路工事（防護柵、標識など）
・エクステリア工事（フェンス、インターロッキ

岩手県盛岡市本宮７丁目１
２－４１

株式会社　東北工商

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理員 ◎救護施設での食事提供業務
　仕込み、調理、料理の盛り付け、配膳、食器洗
浄など

＊慣れない仕事も多いかもしれませんが、未経験

宮城県仙台市青葉区一番町
１丁目２－２５　仙台ＮＳ
ビル５Ｆ

ジー・エイチ・ホス
ピタリティフード
サービス東日本株式
会社雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上） 岩手県宮古市

現場管理補助（電気設備
課）

※未経験・ブランクのある方も歓迎します。

・電気設備工事における管理業務補助（現場監
督）を行っていただ　きます。
・工程管理（写真撮影及び管理、作業員への作業

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

配車係 当社において、下記の業務に従事して頂きます。
・タクシーの配車、電話対応
・運行記録の管理、書類の作成および保存
・乗務員の勤怠、労務、健康の管理


岩手県下閉伊郡山田町川向
町７番４号

有限会社　山崎タク
シー

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町
パソコン操作（入力程

度）出来る方

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

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　豊間根保育園

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

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

医療事務員 当クリニックにおいて下記の業務に従事して頂き
ます。
・受付窓口での患者様の対応（受付・精算等）
・レセプト入力、パソコン入力等
・保険請求業務

岩手県宮古市保久田４－７ 佐藤雅夫クリニック

雇用期間の定めなし

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


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　他

型枠工事または土木作業
経験

ＰＣ入力操作（ワード・
エクセル）

介護員／グループホームま
ぶる／まぶる「いろは館」

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


岩手県下閉伊郡山田町大沢
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

建築施工管理 各建設現場に伴う建築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

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

＊施工管理経験：３年以
上

船舶及び船舶用エンジンの
修理・メンテナンス【岩手
県山田町

■主に２０ｔ未満の漁船用エンジンの据付・メン
テナンス・修理作業です。
■入社当初は、先輩社員に同行しながら作業の流
れを身に着けていきます。習得後は、簡単な作業
は１人で、大掛かりな作業は２～３人で行ないま

宮城県仙台市宮城野区中野
三丁目１番地５

ヤンマー舶用システ
ム　株式会社　東北
営業部

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

一般事務 東日本交通株式会社宮古営業所において、一般事
務全般に
従事して頂きます。
・パソコンを使用しての手配書等のデータ入力、
電話来客対応

岩手県宮古市田老字新田平
１６－１３

東日本交通株式会社
宮古営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

パソコン操作（ワード、
エクセルを使って定型
フォームへの入力ができ

簡単なエクセル業務（部
品発注等に用いる専用ソ
フトについては、入社後
に使い方を指導します）

事業所名
求人番号

児童支援員 放課後や長期休み中、家庭に家族のいない小学校
に在籍するおおむね１学年から３学年までの児童
の健全な育成を図るため、安全な遊びや安心して
過ごせる生活の場を提供し、生活指導及び見守り
業務など全般を行っていただきます。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字森の越４番地１４

社会福祉法人　岩泉
町社会福祉協議会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

（7月31日時点の内容です）

７月２８日　から　　７月３１日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は８月１３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

パソコン操作（ワード・
エクセル）のできる方

◎ 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６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30分

2人 150,000円～160,000円

正社員 不問 03030- 2114601

2

造園作業 緑化造園部に配属となります。
・ガーデニング、造園工事等の補助作業
・樹木の刈込手入れ、植込み
・運搬補助作業等
・農園（１０，０００平方メートル）に常緑樹・針

岩手県宮古市花輪第５－３
６

有限会社　せきぐち
生花店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市


