
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- 2989101
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00分～17時00分
1人 あれば尚可 155,000円～230,000円

正社員 59歳以下 03030- 2990801
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

3人 136,259円～155,504円

正社員以外 不問 03030- 2991201
１級ボイラー技士
２級ボイラー技士 (1)7時05分～15時35分

1人 いずれか 133,400円～185,800円

正社員以外 不問 ボイラー取扱経験 03030- 2993001
中型自動車免許 変形（1年単位）

(1)8時00分～16時30分
1人 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 59歳以下 ４ｔ車乗務経験 03030- 2994301
交替制あり
(1)7時30分～16時15分

1人 131,500円～168,900円 (2)8時30分～17時15分
(3)10時45分～19時30分

正社員以外 不問 03030- 2975201
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

2人 141,568円～146,720円

正社員以外 不問 03030- 2983201
看護師
准看護師 (1)8時15分～17時15分

2人 いずれか 182,000円～232,000円

正社員 59歳以下 03030- 2984501
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時50分

1人 137,400円～137,400円 (2)17時00分～1時50分

正社員 18歳～40歳 03030- 2986301

(1)8時30分～17時30分
1人 136,000円～209,500円

正社員 59歳以下 03030- 2970901
看護師
准看護師 (1)8時00分～17時00分

1人 いずれか 200,000円～250,000円 (2)9時00分～18時00分
普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 03030- 2971101
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

動力車操縦者(鉄道)運転免許 (1)8時30分～17時30分
1人 160,000円～230,000円

正社員 59歳以下 03030- 2972401

(1)8時30分～16時30分
3人 124,950円～124,950円

有期雇用派遣労働者 不問 03010-20302501
交替制あり
(1)8時30分～16時30分

3人 124,950円～124,950円 (2)16時30分～1時30分

有期雇用派遣労働者 18歳以上 03010-20304301
普通自動車免許一種

１,２級土木施工管理技士 (1)8時30分～17時30分
3人 技術士（建設部門） 300,000円～400,000円

ＲＣＣＭ、いずれか

正社員 59歳以下 04010-52228801
普通自動車免許一種

１,２級土木施工管理技士 (1)8時30分～17時30分
3人 技術士（建設部門） 400,000円～550,000円

ＲＣＣＭ、いずれか

正社員以外 不問 04010-52236701
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 45歳以下 03010-20168801
助産師 交替制あり

(1)8時30分～17時15分
1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 45歳以下 03010-20170001
1

助産師Ａ（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

看護師Ａ（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

土木技術者（建設コンサル
タント）

発注者支援業務（官公庁・ＮＥＸＣＯ発注）
監督支援・資料作成・積算・点検業務
・工事の施工管理全般（施工・品質・出来高・工
程・安全）、書類の照合、検査臨場、協議・設計
変更及び技術資料作成

宮城県仙台市青葉区一番町
１丁目１番３１号　山口ビ
ル８階

株式会社　ファイン
テクノ　仙台支店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市、他

土木技術者（建設コンサル
タント）

発注者支援業務（官公庁・ＮＥＸＣＯ発注）
監督支援・資料作成・積算・点検業務
・工事の施工管理全般（施工・品質・出来高・工
程・安全）、書類の照合、検査臨場、協議・設計
変更及び技術資料作成

宮城県仙台市青葉区一番町
１丁目１番３１号　山口ビ
ル８階

株式会社　ファイン
テクノ　仙台支店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他Excel・Word,CAD（AUTO又はＶ－ｎ
ａｓＣＡＤ）修正レベル以上

Excel・Word,CAD(AUTO又はＶ－
nasＣＡＤ)修正レベル以上

基板製造（宮古市） 派遣先の事業所において基板製造の作業を行いま
す。
【基板】電化製品等の内部に入っている板状のも
の。
・部品集め

岩手県盛岡市向中野３丁目
１８番２０号　２Ｆ　アク
エリアスビル

株式会社　エムアン
ドエム　盛岡営業所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 岩手県宮古市

簡単な組立（宮古市） 派遣先の事業所においてテレビやスマートフォン
などの内部に入っている基板を作る仕事です。
２種類の基板を１つに合わせる作業。
合わせた基板をトレイに並べる。
※面接は宮古市で行います。

岩手県盛岡市向中野３丁目
１８番２０号　２Ｆ　アク
エリアスビル

株式会社　エムアン
ドエム　盛岡営業所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 岩手県宮古市

鉄道業務員 駅業務：窓口で乗車券の販売等を通じ地域の顔、
会社の顔となる接客業務です。車掌：繁忙期のイ
ベント列車、増結車両に乗務し観光案内放送等に
おいて直接お客様とかかわる仕事です。運転士：
運転士免許を取得しお客様を安全に目的地まで輸

岩手県宮古市栄町４番地 三陸鉄道　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護職員「看護」／有料老
人ホーム

有料老人ホーム利用者の看護全般に従事、主に下
記の業務を行います。　
・バイタルチェック
・健康管理
・服薬管理

岩手県宮古市刈屋第１２地
割３番地

特定非営利活動法人
愛福祉会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

危険物取扱者(乙種),第一種
電気工事士,他消防設備士,
小型移動式クレーン、玉掛

いずれかあれば尚可

プレス金型技術者 精密プレス金型の部品を組み込んで、金型を仕上
げる仕事に従事していただきます。
・金型部品の調整、研磨、寸法出し、プレス操作
をします。


岩手県下閉伊郡山田町石峠
３－１７－４

和田工業株式会社
東北工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

プレスオペレーター（岩
泉）

当社岩泉工場において、ゴムパッキンの製造業務
に従事していただきます。
製造機械に材料（ゴム）を流し込んでプレスし、
製品になって出てきたものを取り込む作業です。

岩手県下閉伊郡山田町大沢
第４地割２０－１４０

ツインスターテクノ
ロジー株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

精密プレス金型の製作・仕
上・調整の経験がある方

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

加工従業員 当組合加工場において、以下の業務に従事してい
ただきます
・塩蔵品、乾燥物の加工および製造作業
・わかめ、昆布の等級別選別作業
・袋詰め、製品出荷

岩手県宮古市田老３丁目２
番１号

田老町漁業協同組合
（加工場）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

調理 入院患者様への食事の調理業務に従事していただ
きます。
・食事の盛付け（セントラルキッチン方式（外部
調理）によるクックチルシステム採用）
・食札準備、配膳、下膳

岩手県下閉伊郡山田町飯岡
第１地割２１番地

岩手県立　山田病院

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡山田町

運転手／２ 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。
・積み込み、卸しは他の作業員が行います
・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

岩手県宮古市

パソコン（ワード・エクセ
ル）基本操作ができること

ボイラー技士兼学校技術員
（会計年度任用職員）

ボイラー技士兼学校技術員業務に従事していただ
きます。
・校舎暖房用ボイラーの運転・暖房器具への給油
等
・校舎内外の環境整備として、清掃や小破修理

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字松橋４

岩手県立岩泉高等学
校

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 秋鮭、いくら、サンマ、サバなどの水産加工作業
を行っていただきます。
・その時期に水揚げとなった魚を取り扱い、下処
理や箱詰め作業等
＊経験がなくてもできる軽作業ですのでご応募く

岩手県宮古市藤原一丁目５
－９

有限会社　大井漁業
部　大印冷凍工場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 岩手県宮古市

運転手兼水産加工員 運搬業務、水産加工に従事します。
・４ｔ車を使用し、市場から工場へ原料魚を運搬
作業
・工場内で水産加工（時期に水揚げとなった魚の
下処理）

岩手県宮古市藤原一丁目５
－９

有限会社　大井漁業
部　大印冷凍工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

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

（10月30日時点の内容です）

１０月２７日　から　　１０月３０日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は１１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

◎ 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１１月５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 180,000円～235,000円

正社員 59歳以下 溶接経験・溶接資格 03030- 2963101
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 155,000円～250,000円

正社員 59歳以下 03030- 2964401
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 194,650円～343,500円

正社員 64歳以下 03030- 2967201
看護師

(1)8時30分～17時30分
1人 200,000円～270,000円 (2)8時30分～12時30分

正社員 59歳以下 03030- 2968501
大型自動車免許 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 200,000円～250,000円

正社員 64歳以下 水産物の輸送経験の有る方 03080- 3193401

(1)8時00分～17時00分
1人 244,160円～452,810円

正社員 59歳以下 04010-52071901
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 施工管理経験：５年以上 04010-52081401
車両系建設機械運転技能者 変形（1ヶ月単位）

大型自動車免許 (1)5時00分～13時00分
1人 牽引免許あれば尚可 235,000円～295,000円 (2)13時00分～21時00分

正社員 18歳～59歳 04010-52197401

2

溶接工（宮古工場） 弊社工場内での各種プラント機器の溶接作業及び
製缶作業に従事して頂きます。
・鋼材等を取り扱うため力仕事等あり
・業務に慣れて来たら、将来は工場内で製作した
製缶品の据え付け作業等で社用車（有資格により

岩手県宮古市小山田１丁目
７

五菱工業　株式会社
宮古事業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

鉄工作業員（宮古工場） 弊社工場内において下記の業務にします。
・各種プラント機器の溶接作業
・製缶作業
・配管工事
・各種産業機械の据付工事

岩手県宮古市小山田１丁目
７

五菱工業　株式会社
宮古事業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般土木作業員 公共工事が主体の道路や林道の築造・補修、砂防
堰堤の築造などの土木作業に従事していただきま
す。
※建設業は多くの資格や免許が必要になります
が、その場合は会社で支援しますのでキャリア

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

看護師 ・外来患者の看護業務（問診、バイタルチェック
等）
・医師診療の補助（採血、注射、尿検査、乳児健
診、予防接種等）
・医療器具の洗浄、滅菌作業や準備

岩手県宮古市和見町８－３
０

医療法人　豊島医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

トラック運転手（正社員） ●当事業所の運転手として、以下の業務を担当し
ていただきます。
・各荷主より依頼された鮮魚・冷凍品を輸送して
頂きます。
＊輸送には大型トラック、４トントラックを使用

岩手県大船渡市立根町字細
野１

株式会社　翔洋

雇用期間の定めなし

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
内容の伝達及び確認）

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、他

現場監督（建築分野） マンション・商業施設・工場　等
様々な現場での建築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

プラント場内運転（大型ダ
ンプ・ホイールローダー）

・プラントにおいて、大型ダンプもしくはホイー
ルローダーを運転し、場内での土砂、砕石の運搬
作業に従事していただきます。大型ダンプは運搬
をメインにホイールローダーは積込、投入業務を
していただくこととなります。

宮城県仙台市青葉区本町１
丁目１３－２２　仙台松村
ビル７Ｆ

フコク資材　株式会
社

雇用期間の定めなし 大型ダンプ及びホイール
ローダーの運転経験が３年

以上ある方
又は21時00分～5時00分
の間の7時間

岩手県下閉伊郡岩泉町


