
(1)10時30分～21時30分
1人 180,000円～300,000円

正社員 20歳以上 03030- 2905101

(1)8時00分～17時00分
1人 133,000円～155,000円

正社員 40歳以下 03030- 2908801
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
1人 184,800円～231,000円

正社員 不問 03030- 2902301
大型自動車免許 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
3人 228,640円～263,340円

正社員 64歳以下 03030- 2903601

(1)8時30分～17時00分
1人 147,340円～152,004円

正社員以外 不問 03030- 2889001
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 129,360円～130,500円

正社員 64歳以下 03030- 2890901
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

1人 140,000円～165,000円 (2)16時00分～9時00分

正社員 59歳以下 03030- 2892401
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 184,000円～345,000円

正社員 64歳以下 03030- 2893701
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 170,000円～240,000円

正社員 64歳以下 03030- 2894801
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1)7時00分～15時45分
1人 144,100円～156,240円 (2)9時45分～18時30分

正社員以外 不問 03030- 2895201
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～17時30分
1人 210,000円～280,000円

正社員 64歳以下 03030- 2896501
変形（1年単位）
(1)8時10分～17時10分

1人 136,396円～136,396円

正社員 64歳以下 03030- 2897001
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時00分～17時00分
1人 190,000円～240,000円

正社員 64歳以下 03030- 2898301
普通自動車免許ＡＴ 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時00分
1人 150,000円～160,000円

正社員 64歳以下 03030- 2883101
変形（1年単位）
(1)8時10分～17時10分

1人 136,396円～136,396円

正社員 64歳以下 03030- 2885701

(1)8時30分～17時30分
2人 131,200円～134,480円

正社員以外 不問 03030- 2887201

(1)8時30分～17時15分
1人 178,900円～190,000円

正社員 59歳以下 03070- 4615401
薬剤師

(1)8時30分～17時15分
3人 238,700円～238,700円

正社員 59歳以下 03070- 4616701
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薬剤師（北上市・岩泉町）
（令和３年４月採用）

■調剤及び製剤、患者さんへの服薬指導等を行っ
ていただきます。

○院内又は外来においての薬剤師業務。
　・調剤及び製剤

岩手県北上市花園町一丁目
６番８号
【令和２年１１月２２日よ
り】

社会福祉法人　恩賜
財団　済生会支部
岩手県済生会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町　他

理学療法士又は作業療法士
（岩泉町：百楽苑）令和３
年度採用

■機能訓練業務及び利用者への包括的な援助

・入所者が食事や着替えなどで自立した生活を送
れるように援助を行う。
・個別機能訓練計画の作成及び個別機能訓練の実

岩手県北上市花園町一丁目
６番８号
【令和２年１１月２２日よ
り】

社会福祉法人　恩賜
財団　済生会支部
岩手県済生会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

理学療法士、作業療法士
のいずれか

＊令和３年３月理学療法士（作
業療法士）免許取得見込者も可

＊令和３年３月薬剤師免許取得
見込者も可

加工業務 社内での製品加工業務
・電線をコネクターに挿入する作業
・電線の指定された箇所にテープを巻く作業
・電線切断作業など


岩手県宮古市田鎖９－２５ 有限会社　ユーエム
アイ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

縫製工 主に官公庁の制服を製造しています。

・裁断された生地をミシンで縫製加工

・各パーツ担当（１３名）で、ライン作業

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

縫製工の経験

事務員 事務全般を担当していただきます。
・建設関係の提出書類作成
・給与・収支等の帳簿への記帳
・役場等への書類提出、銀行用務（山田町・宮古
市内）

岩手県下閉伊郡山田町長崎
２丁目５－１８

有限会社　藤沢組

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

管理者代理 当社が運営するデイサービス（利用者１８人程
度）における副管理者業務に従事していただきま
す。
・送迎、食事介助、トイレ介助、介護請求等、そ
の他付随する業務

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

パソコン操作（ワード・
エクセル）の出来る方

事務経験

事務・資材・ＣＡＤ 主に官公庁の制服を製造しています。
【事務】
　パソコンを使用しての事務作業
【ＣＡＤ】
　パソコンを使用した作業補助

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

介護支援専門員 ・利用者のケアプラン作成
・介護認定調書
・利用者宅への訪問
・相談業務などを主に行っていただきます。


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

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）

ワード・エクセル入力程
度

世話人 グループホームにおいて、入居者１９名の生活支
援業務を行っていただきます。
・知的、精神障がいがある入居者への食事作り、
通院介助、買い物　支援等
・上記に付随する業務

岩手県宮古市田老字西向山
１２１－６

社会福祉法人　翔友
みやこライフステー
ション

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

介護職員兼事務 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
ワード・エクセル（表計

算）

重機オペレーター 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。


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

介護職 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

岩手県下閉伊郡山田町

車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削

用）運転技能者

ダンプ運転手 工事現場において、ダンプによる土砂運搬業務全
般に従事していただきます。
・運転業務がない場合は、土木作業となります。
・基本的に事業所所在地まで出勤し、大型ダンプ
にて現場に移動し　ます。

岩手県宮古市根市第６地割
７番地１

有限会社　伊藤総業

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）等

事務 一般事務及び庶務事務が主な業務になります。
・書類作成
・請求管理や労務管理等の補助業務
・電話、来客対応など
・業務上、銀行等に行っていただく場合がありま

岩手県宮古市向町２番３４
号

有限会社　介護施設
あお空

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般事務 プレミアム商品券の発行、換金等の業務を行って
いただきます。
・換金受付業務
・換金請求代振込業務
・商品券払出し業務

岩手県宮古市保久田７番地
２５号

宮古商工会議所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

パソコン（ワード・エク
セル）の基本操作

土木作業員 当社において下記の業務に従事していただきま
す。
・土木作業（道路など）、土砂埋め戻し
・型枠、足場組立、解体作業　など


岩手県宮古市大通２丁目７
番３号

株式会社　ＮＥＸＲ
ＯＷ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市　他

縫製 当工場において下記の業務に従事していただきま
す。
　毛皮の縫製作業
　・裁断
　・ミシン

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字合の山１２－２

アイファー株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

事業所名
求人番号

調理補助・ホール／ＳＹＵ
ＷＡ　ＳＹＵＷＡ

厨房内において調理の補助的作業及びホールにお
いて接客業務を行っていただきます。
○厨房内において調理の補助的作業
・調理者の指示により、野菜カットや調理の下ご
しらえ、準備、盛　付け、飲み物作り、食器・調

岩手県宮古市八木沢第４地
割９７－７

ビツクベル　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

（10月19日時点の内容です）

１０月１２日から１０月１９日　までに受理した求人です。　＜次回発行日は１０月２９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１０月２２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



(1)8時30分～17時15分
2人 147,400円～183,800円

正社員 37歳以下 03070- 4617801
介護福祉士 交替制あり

(1)7時30分～16時15分
2人 164,500円～164,500円 (2)9時30分～18時15分

(3)10時00分～18時45分

正社員 37歳以下 03070- 4619501
看護師 交替制あり

(1)8時30分～17時15分
9人 194,100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 59歳以下 03070- 4620601

(1)8時20分～16時50分
1人 209,976円～344,656円

正社員以外 不問 03010-19629401
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
10人 180,000円～300,000円

正社員 59歳以下 03010-19653701

(1)8時00分～17時00分
10人 180,000円～300,000円 (2)7時00分～16時00分

正社員 59歳以下 03010-19654801

(1)8時00分～17時00分
10人 180,000円～300,000円 (2)7時00分～16時00分

正社員 59歳以下 03010-19655201

(1)8時00分～17時00分
10人 180,000円～300,000円 (2)7時00分～16時00分

正社員 59歳以下 03010-19656501

(1)8時00分～17時00分
10人 180,000円～300,000円 (2)7時00分～16時00分

正社員 59歳以下 03010-19657001
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
整備士国家検定２級 (1)9時30分～18時00分

1人 144,600円～253,400円

正社員 59歳以下 03010-19705301
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
1人 180,000円～230,000円

正社員 59歳以下 03010-19592501
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～17時00分
1人 148,400円～148,400円

有期雇用派遣労働者 不問 04010-50402001
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 342,560円～556,855円

正社員 59歳以下 04010-50178501
普通自動車免許ＡＴ
２級土木施工管理技士 (1)8時30分～17時30分

2人 400,000円～550,000円

正社員 59歳以下 04010-50207801
変形（1年単位）

2人 210,000円～210,000円

正社員 35歳以下 14010-45850201
普通自動車免許ＡＴ 変形（1年単位）

(1)9時00分～17時00分
1人 170,000円～170,000円

正社員 44歳以下 22010-20806201
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 176,000円～276,000円 (2)8時30分～12時00分

正社員 39歳以下 03010-19292201
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 167,000円～216,500円 (2)8時30分～12時00分

正社員 39歳以下 03010-19293501
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1)8時30分～17時30分
1人 152,064円～164,160円 (2)11時00分～20時00分

(3)6時30分～15時30分

正社員以外 不問 03030- 2875901
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 201,600円～336,000円

正社員 64歳以下 03100- 2477701
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事務職員（岩泉町）（令和
３年４月採用）

【済生会岩泉病院】病院事務全般を行っていただ
きます。
・医療事務（診療報酬請求事務等）
・総務（給与、庶務等）
・経理（試算表作成等）　・その他付随する業務

岩手県北上市花園町一丁目
６番８号
【令和２年１１月２２日よ
り】

社会福祉法人　恩賜
財団　済生会支部
岩手県済生会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

看護師（北上市・岩泉町）
（令和３年４月採用）

【北上済生会病院・済生会岩泉病院】
■病棟及び外来患者さんへの看護業務及び医療の
補助等を行っていただきます。
・病棟、外来においての看護業務
・診療の補助　・療養上の介助など

岩手県北上市花園町一丁目
６番８号
【令和２年１１月２２日よ
り】

社会福祉法人　恩賜
財団　済生会支部
岩手県済生会

＊令和３年３月看護師免許取
得見込者も可

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町　他

介護福祉士（岩泉町：百楽
苑）（令和３年４月採用）

■入所・通所される方の生活援助・介護業務を
行っていただきます

【身体介助】食事介助・水分補給・更衣介助・整
容・

岩手県北上市花園町一丁目
６番８号
【令和２年１１月２２日よ
り】

社会福祉法人　恩賜
財団　済生会支部
岩手県済生会

＊令和３年３月介護福祉士免
許取得見込者も可

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

業務スーパー部門担当（岩
手県内）

県内の業務スーパーの店舗で下記業務を行って頂
きます。
・日配品・加工食品等の品出し
・お買い物のレジ（精算）
・商品への値段貼りと売場への陳列と管理

岩手県盛岡市城西町１３－
１

株式会社　マルイチ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市　他

講師【国語】（岩手県立山
田高等学校）

岩手県立山田高等学校において、育休補充の常勤
講師として、
授業等の指導にあたっていただきます。
・国語科の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。

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

＊高等学校教員免許状（国
語）雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上） 岩手県下閉伊郡山田町

鮮魚部門担当（岩手県内） ＊マルイチの店舗において鮮魚部門を担当＊
・魚の加工や調理
・商品のパック・袋詰
・商品への値段貼りと売り場への陳列・管理
・鮮魚部門のシフト作成・労務管理・業務指導

岩手県盛岡市城西町１３－
１

株式会社　マルイチ

スーパー関係で３年以上
の業務経験雇用期間の定めなし

岩手県宮古市　他

惣菜部門担当（岩手県内） ＊マルイチの店舗において惣菜部門を担当＊
・惣菜商品の簡単な調理（揚げ物、あえ物等）
・パック詰め後、値段貼りと売り場への陳列
・惣菜担当者のシフト作成、労務管理、業務指導
等

岩手県盛岡市城西町１３－
１

株式会社　マルイチ

スーパー関係で３年以上
の業務経験雇用期間の定めなし

岩手県宮古市　他

青果部門担当（岩手県内） ＊マルイチの店舗において青果部門を担当＊
・野菜・果物の袋詰め
・商品への値段貼りと売り場への陳列・管理
・青果担当者のシフト作成・労務管理・業務指導


岩手県盛岡市城西町１３－
１

株式会社　マルイチ

スーパー関係で３年以上
の業務経験雇用期間の定めなし

岩手県宮古市　他

精肉部門担当（岩手県内） ＊マルイチの店舗において精肉部門を担当＊
・鶏肉・豚肉等の加工
・商品のパック・袋詰
・精肉担当者のシフト作成・労務管理・業務指導


岩手県盛岡市城西町１３－
１

株式会社　マルイチ

スーパー関係で３年以上
の業務経験雇用期間の定めなし

岩手県宮古市　他

技術員（岩泉町） ＊公共下水道施設の維持管理業務全般
・下水処理施設の電気設備の保守、点検、修繕等
・保守管理
・機械メンテナンス全般
・コンピューター（中央監視等）操作

岩手県盛岡市中太田屋敷田
１０３番地３

東北公営企業　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

サービス（自動車整備）ス
タッフ（宮古店）

自動車の点検、整備、修理

主に乗用車の車検に伴う整備および修理
１　点検、修理など依頼があったクルマの点検を
おこない、不良箇所に応じた必要部品の注文、取

岩手県盛岡市東仙北２丁目
１３－３５

ネッツトヨタ岩手
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

現場監督（空調・衛生設備
分野）

マンション・商業施設・工場　等
様々な現場での空調・衛生設備施工管理を行って
いただく仕事です。
多種多様なの物件に携わることも可能ですので、
就業環境に関してのご相談はお気軽にどうぞ。

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

＊施工管理経験：５年以
上

一般事務 ＪＲ東日本グループでのお仕事です。
工事代金の支払業務（専用システムを使った入力
業務）／契約書等の作成業務／小口現金取扱業務
／社員の勤務整理／電話対応／来客対応（給茶含
む）等をお願いします。

宮城県仙台市青葉区中央４
丁目１０－３　仙台キャピ
タルタワー６階

株式会社　ＪＲ東日
本パーソネルサービ
ス　東北支店エクセル・ワードを使用

した事務経験雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） エクセル・ワード基本操

作
岩手県宮古市

（正）ドコモショップ宮古
店・携帯電話の接客販売ス
タッフ

ショップ運営に関する様々な業務に携わって頂き
ます。
・携帯電話販売や各種手続き業務
・お客様からのご相談対応
・販売促進の為のポップ作成、ディスプレイ変更

神奈川県横浜市西区南幸１
丁目１番１号
ＪＲ横浜タワー２６階

アイ・ティー・エッ
クス　株式会社

雇用期間の定めなし
又は9時30分～19時30分
の間の8時間

岩手県宮古市

工事監督支援業務［岩手県
宮古市］

国土交通省、東北地方整備局発注による公共工事
の発注者支援業務、施工管理、工事関係資料作
成、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

岩手県宮古市

店員及び事務／宮古市 ○難聴で困っている人に適合する補聴器を選定
し、推奨する仕事です。

＊十分な研修期間を持って始めますので、補装具
が初めての方でも心配ありません。

静岡県静岡市葵区馬場町１
１６番地

新日本補聴器　株式
会社

雇用期間の定めなし

簡単なパソコン操作 岩手県宮古市

事務経験

配送（宮古営業所） 宮古営業所において以下の業務を担当していただ
きます。
・商品の配送（管工機材）
・商品の入出庫作業　他


岩手県盛岡市月が丘１－３
０－５１

新日東鋼管　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業（宮古営業所） 水道工事会社や設備会社、建設会社といった法人
へ管工機材を販売する仕事です。既存顧客への
ルート営業が主な業務（定期訪問、ヒアリング、
商材手配、納品等）です。
最初は座学研修の上、先輩社員と同行営業しなが

岩手県盛岡市月が丘１－３
０－５１

新日東鋼管　株式会
社

雇用期間の定めなし
エクセル・ワードの基本

的な操作
岩手県宮古市

一般作業員（土木・解体） ◆土木工事・解体作業工事における作業全般
【主な仕事内容】
・一般的な土木作業、解体作業
　（有資格の方には、重機等の操作あり）
・資材運搬、片づけ、清掃等

岩手県九戸郡野田村大字野
田第２７地割１６０－１

株式会社　さくら綜
合企画

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市　他

介護員／グループホームえ
くぼ

小規模多機能センター（通所・訪問）サービスに
おいて、介護業務全般に従事していただきます。
・利用者の食事介助、入浴介助、排泄介助
・レクレーション活動の企画・運営などの業務


岩手県宮古市長根４－１３
－１

株式会社　介護施設
えくぼ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市



変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

2人 250,000円～420,000円
普通自動車免許ＡＴ

正社員 64歳以下 03100- 2478801

(1)8時00分～17時00分
1人 244,160円～477,110円

正社員 59歳以下 04010-49857601

普通自動車免許一種

3

事務経験

土木施工管理技士 ◆測量及び施工管理業務

【主な仕事内容】
・国道工事、護岸工事、砂防工事に係る施工管
理、工程管理安全

１級土木施工管理技士、
２級土木施工管理技士の

いずれか

岩手県九戸郡野田村大字野
田第２７地割１６０－１

株式会社　さくら綜
合企画

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市　他

現場管理補助（土木課） ※未経験・ブランクのある方も歓迎します。

・土木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


