
看護師 変形（1ヶ月単位）
(1)8時15分～17時30分

1人 220,300円～331,500円 (2)8時15分～12時30分
(3)8時15分～14時00分

正社員 59歳以下 03030-  547211
二級自動車整備士 変形（1年単位）
三級自動車整備士 (1)8時30分～17時00分

1人 いずれか 155,000円～170,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 自動車整備経験 03030-  550611
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)9時00分～18時00分
1人 135,680円～169,600円 (2)10時00分～19時00分

正社員 59歳以下 整備経験 03030-  551911
管理栄養士 変形（1ヶ月単位）
栄養士 (1)8時30分～17時15分

1人 いずれか 150,187円～207,733円

正社員以外 不問 03030-  553711
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
２級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

1人 あれば尚可 134,000円～200,000円

正社員 64歳以下 整備経験のある方 03030-  554811
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)9時00分～18時00分
1人 174,660円～240,690円

正社員 59歳以下 営業経験 03030-  537711
保育士 交替制あり

(1)8時30分～17時00分
2人 165,480円～190,680円 (2)7時00分～13時00分

(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030-  540011
１級土木施工管理技士
２級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

1人 324,000円～388,800円

正社員以外 不問 03030-  542611
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
2人 187,000円～242,000円

正社員 45歳以下 03030-  543911

2人 185,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030-  545711
普通自動車免許一種

(1)8時45分～17時45分
1人 155,000円～300,000円

正社員 64歳以下 03070-  815711
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時45分～18時00分
1人 179,000円～231,000円 (2)10時45分～20時00分

(3)12時00分～21時15分

正社員 35歳以下 15070- 1552411
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時45分～18時00分
1人 179,000円～231,000円 (2)10時45分～20時00分

(3)12時00分～21時15分

正社員 35歳以下 15070- 1620711
普通自動車免許一種 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 簡単なパソコン操作 22010- 4022111
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
2人 186,400円～233,000円

正社員 39歳以下 03011-  155211
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
2人 233,000円～279,600円

正社員 59歳以下 型枠大工経験がある方 03011-  156511
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
1人 172,000円～172,000円 (2)19時00分～6時00分

正社員 64歳以下 03030-  525311
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
危険物取扱者（乙種） (1)8時00分～17時00分

2人 150,150円～173,250円

正社員以外 不問 03030-  526611
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（2月12日時点の内容です）

２月８日　から　　２月１２日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は２月２５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

自動車整備 自動車の整備全般に従事していただきます。
・車検整備、点検整備、自動車分解整備などの作
業
・車両の引き取りや納車、洗車
・その他付随する業務

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第６地割９９－９

有限会社　山田自動
車整備工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

事業所名
求人番号

看護師 院内において、医師の指示に基づき、外来診察に
従事します。
・人工透析にかかわる看護全般の業務
・診察や人工透析等の準備、バイタルチェック
・検査、投薬、患者さんの介助などになります。

岩手県下閉伊郡山田町長崎
４－１２－１０

後藤医院

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

管理栄養士・栄養士 施設利用者の栄養管理業務を行います。
・栄養マネジメント業務全般、食形成・食数管
理、献立作成、発注業務、その他管理栄養士に付
帯する業務など
・パソコンを使用した業務管理

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字中家４０番地　ＪＲバス
及び岩手県北バス　岩泉病
院前バス停　徒歩３分

社会福祉法人　恩賜
財団済生会支部岩手
県済生会　特別養護
老人ホーム　百楽苑雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
岩手県下閉伊郡岩泉町

パソコン入力ができること
（ワード・エクセル）

技術職 事業所において下記の業務に従事していただきま
す。
・機械修理
・家電工事等
・配送

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字太田１０－５

有限会社　岩泉マッ
カラー商会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

塗装プランナー／宮古 一般住宅・マンション・アパート等建築物の外
壁・屋根等の塗装を考えているお客様へ、塗装工
事のプランの提案を行って頂きます。
＊マニュアルをもとにお客様へ塗装プランをご提
案・お届けするお仕事です。男女とも活躍できる

岩手県宮古市西町１丁目７
－３６

有限会社　東北ペイ
ント

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

整備業務：機材センター レンタル用建設機械及び車両等の点検整備を行い
ます。
・バックホー、ダンプ、ユニック車、発電機
等々、多様な職種の建設機械・車両の点検業務
や、それに伴う整備

岩手県宮古市板屋１丁目２
－７

株式会社　イブキ産
業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

現場管理者 土木工事現場において管理業務に従事していただ
きます。
・現場の施工管理（施工の調整などの監督・指
揮）
・世話役（作業員への作業内容の伝達および確認

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字三本松１８－１

合同会社　カンキョ
ウ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

上記資格無い場合：
土木現場監督管理経験

１０年以上

保育士 ２歳未満児の保育業務が主な仕事になります。
・現在は１８人の園児を５名の保育士が担当して
おります。
・園児は全部で６３名おり、保育士は９名体制で
行っております。

岩手県宮古市沢田４番１号 常安寺保育園

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

牧場運営・新製品開発・企
画・製造・事務

牧場では乳牛をはじめヤギ・羊・ロバを飼育して
おり、県内外からお客様も沢山来られます。
○可愛く、オシャレな牧場にする為の遊び場作り
○チーズ、お菓子などの製造
○動物たちの世話

岩手県宮古市田老字小堀内
１９－１５

しあわせ乳業　株式
会社

雇用期間の定めなし
又は5時00分～17時00分
の間の8時間

岩手県宮古市

現場作業員 東北電力様の企業グループユアテック様の協力会
社として、配電線路へ接近している木の伐採、下
刈り作業に従事して頂きます。現場は岩泉町、田
野畑村、宮古市になります。現場へは、社有車で
向かいます。＊業務に必要となる資格取得の費用

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字惣畑６５

有限会社　差畑林業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

販売・店舗運営職（リー
ジョナル社員）

販売からスタートし、将来的には店長や地域マ
ネージャーとして、店舗運営の中堅幹部を目指し
ていただく職種です。まずはホームセンターでの
接客、販売、売場づくり、商品管理、店長代行業
務などを通じて知識と技術を習得していただきま

新潟県新潟市南区清水４５
０１番地１

株式会社　コメリ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

営業（宮古支店） ○生命保険・損害保険の既契約者への契約保全を
しながら併せて新規契約の募集販売業務です。保
険商品や金融知識を身につけ、自然災害や業務災
害などの多様なニーズやリスクに対する提案業務
を通し、地域社会に貢献できる仕事です。

岩手県北上市川岸３丁目１
０－２

株式会社　東北永愛
友商事岩手（本社）

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。
＊簡単なパソコン操作・記帳事務もあります。

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

岩手県宮古市

販売・店舗運営職（リー
ジョナル社員）

販売からスタートし、将来的には店長や地域マ
ネージャーとして、店舗運営の中堅幹部を目指し
ていただく職種です。まずはホームセンターでの
接客、販売、売場づくり、商品管理、店長代行業
務などを通じて知識と技術を習得していただきま

新潟県新潟市南区清水４５
０１番地１

株式会社　コメリ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

型枠大工（職人）【急募】 ビル・マンション等の集合住宅の型枠工事
型枠を作製し、現場に搬入・設置し工事を行いま
す。
※当面の現場は、県内沿岸での作業となります。
その他、会社が指定する現場での作業。

岩手県岩手郡葛巻町葛巻第
２８地割６３番地２３

株式会社　集和建工

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

型枠大工（職人見習い） ビル・マンション等の集合住宅の型枠工事
入社後は現場の準備・片付け、資材運搬など型枠
大工職人の全体的なサポートをしながら、型枠加
工・取り付け作業等のノウハウを覚えていただき
ます。※当面の現場は、県内沿岸での作業となり

岩手県岩手郡葛巻町葛巻第
２８地割６３番地２３

株式会社　集和建工

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

＊工事に必要な免許資
格は働きながら取得で

きます。

ガソリンスタンド販売員 各給油所においてガソリンスタンドの業務全般に
従事して頂きます
フルサービス【佐原ＳＳ・茂市ＳＳ】
・お客様への応対、給油作業、洗車業務、会計
・タイヤ等の油外販売等その他付帯する業務

岩手県宮古市茂市第９地割
３－６

株式会社　角登商店

普通運転免許：河南Ｓ
Ｓ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

サービス管理責任者／ひま
わり

下記の業務に従事していただきます。
・個別支援計画の作成に関する業務
・利用者に対するアセスメント、利用者との面接
・利用者、家族に対する個別支援計画の説明と交
付

岩手県宮古市津軽石第１３
地割２０８番地１６０

株式会社　風和璃

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

サービス管理責任者研
修修了者

簡単なＰＣ入力（エクセ
ル・ワード等）,仕事内容

の経験のいずれか

◎ 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３年２月１８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ヶ月単位）
中型自動車免許 (1)8時00分～17時30分

1人 あれば尚可 181,050円～276,900円

正社員 59歳以下 塗装経験 03030-  527911
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)9時00分～18時00分
1人 138,450円～149,100円

正社員 59歳以下 03030-  528111

(1)8時30分～17時30分
2人 140,000円～160,000円

正社員 30歳以下 基本操作ができること 03030-  530511
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)7時00分～16時00分
1人 150,400円～225,600円 (2)8時00分～17時00分

(3)10時30分～19時30分

正社員 64歳以下 03030-  531411
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
１級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

3人 ２級土木施工管理技士 352,427円～565,213円
測量士補

正社員 64歳以下 03010- 3577911
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
１級建築施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

4人 ２級建築施工管理技士 352,427円～565,213円

正社員 64歳以下 03010- 3580511
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
１級土木施工管理技士 (1)8時30分～17時30分

4人 ２級土木施工管理技士 352,427円～565,213円 (2)9時00分～17時30分
１級建築施工管理技士

正社員 64歳以下 03010- 3582011
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

2人 140,000円～140,000円

正社員 18歳以上 03030-  555211
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

2人 220,000円～220,000円

正社員 18歳以上 森林整備作業 03030-  556511
普通自動車免許一種

(1)9時00分～18時00分
1人 160,000円～200,000円

正社員 不問 03030-  557411
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

型枠工事または

正社員以外 60歳以上 土木作業経験 03030-  558011
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

1人 138,000円～143,440円 (2)10時00分～19時00分
(3)16時00分～9時00分

正社員 64歳以下 03030-  559311
大型自動車免許

(1)8時00分～17時00分
1人 147,000円～189,000円

正社員 64歳以下 03030-  561711
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 184,800円～231,000円

正社員 不問 土木作業経験 03030-  562811
交替制あり
(1)7時00分～16時00分

1人 148,700円～178,700円 (2)8時00分～17時00分
(3)13時00分～22時00分

正社員 59歳以下 03030-  565411
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 250,000円～300,000円

正社員 不問 自動車板金塗装 03030-  566011
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- 9430211
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塗装工／宮古 一般住宅の屋根外壁塗装工事を行っていただきま
す。
・足場組立、解体補助
・養生、洗浄、コーキング等
・塗装作業補助

岩手県宮古市西町１丁目７
－３６

有限会社　東北ペイ
ント

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

加工業務（正社員） 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
・パソコン入力操作あり

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

事務 当社事務所において下記の業務を行っていただき
ます。
・メール確認、日々の入出金の管理
・伝票起票、買掛金の支払い、売掛金の回収
・書類作成、整理、ファイリング

岩手県宮古市西町１丁目７
－３６

有限会社　東北ペイ
ント

雇用期間の定めなし
パソコン操作（ワード・エ
クセル）出来れば尚可 岩手県宮古市

土木施工管理【岩手県】 工事竣工まで、現場管理をするお仕事です。主に
ゼネコン１次２次下請け工事の土木施工管理にな
ります。
＜お仕事の内容＞
現場管理、測量、丁張、写真管理、業者等の打ち

岩手県盛岡市本宮３丁目３
－２０

株式会社　ナスキー
盛岡営業所

雇用期間の定めなし
エクセル・ワード

ＣＡＤ操作経験者優遇 岩手県宮古市、他

ガソリンスタンド販売員
（岩泉ＳＳ）

ガソリンスタンド販売員に従事していただきま
す。
・車両への給油業務、応対サービス
・窓ふき、洗車、簡単な自動車整備
・タイヤ交換、配達などの諸業務

岩手県下閉伊郡山田町船越
第６地割１４２－１２

株式会社　サカモト

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

土木技術者【岩手県】 ◎工事竣工まで、現場管理をするお仕事です。具
体的な業務としては、業者等との打合せや、写真
管理、書類作成（ＰＣ使用）、下請業者への指
示・管理などです。※可能でしたら、図面修正
（ＣＡＤ使用）もしていただきます。

岩手県盛岡市本宮３丁目３
－２０

株式会社　ナスキー
盛岡営業所

雇用期間の定めなし
官公庁の業務経験

発注者支援業務経験者 岩手県宮古市、他

建築施工管理【岩手県】 工事竣工まで、現場管理をするお仕事です。主に
ゼネコン１次２次下請け工事の建築施工管理にな
ります。
（お仕事の内容）
現場管理、測量、丁張、写真管理、業者等の打ち

岩手県盛岡市本宮３丁目３
－２０

株式会社　ナスキー
盛岡営業所

雇用期間の定めなし エクセル・ワード
ＣＡＤ操作経験者優遇

施工管理経験 岩手県宮古市、他

森林整備作業員（経験者） 山林の各現場において、下記業務に従事していた
だきます。
・下草刈、除伐、伐採作業
・現場への移動は乗り合いになります。個人車を
使用する場合は移動費（上限有り）を支給しま

岩手県宮古市川井第１地割
１１０番４

グリーンワイド　合
同会社刈払機・チェーンソー

の技能講習修了者
雇用期間の定めなし

又は7時00分～16時00分
の間の6時間

岩手県宮古市、他

森林整備作業員 山林の各現場において、下記業務に従事していた
だきます。
・下草刈、除伐、伐採作業
・現場への移動は乗り合いになります。個人車を
使用する場合は移動費（上限有り）を支給しま

岩手県宮古市川井第１地割
１１０番４

グリーンワイド　合
同会社刈払機・チェーンソー

の技能講習修了者あれ
ば尚可雇用期間の定めなし

又は7時00分～16時00分
の間の6時間

岩手県宮古市、他

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

営業 損害保険、生命保険のコンサルティング営業を
行っていただきます〈主な担当業務〉
・自動車保険、火災保険など個人、企業への訪問
営業
・医療保険、生命保険などの商品提案、契約締結

岩手県宮古市西町２丁目２
－１１

あいえむほけん株式
会社

雇用期間の定めなし
ＰＣ基本操作

（ワード、エクセル）
岩手県宮古市

運転手 大型ダンプを使用し、以下の業務を行っていただ
きます。
・アスファルト合材をプラントから積んで現場へ
の運搬業務
・材料、残土、産業廃棄物等の運搬業務

岩手県宮古市金浜第６地割
２１ー６６

有限会社　ジェイ・
ティ・エス　岩手営
業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員／向町 グループホームでの介護業務に従事し、主に下記
の仕事をしていただきます。
・利用者の方の日常生活支援
・介護（食事、入浴、排せつ介助等）となります
＊６０歳以上の方の応募、歓迎します。

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

介護職員 介護老人保健施設　介護サービス　入居者　１１
０名　短期入所　１０名
全室個室ユニットケア、１ユニット１０名の介護
業務、夜勤は２ユニット２０名の介護業務
介護サービス内容

岩手県宮古市西ヶ丘４丁目
５３－８

社会福祉法人　恵心
会　特別養護老人
ホーム　慈苑

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木作業員 以下の業務を行っていただきます。
・土木、舗装の各工事現場での土木作業全般
＊公共工事が主となります
＊宮古市内が中心で、他に下閉伊地区の現場とな
ります

岩手県宮古市山口五丁目４
番１２号

佐藤土木工業　有限
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

自動車板金塗装工 当整備工場において主に下記の業務に従事しま
す。
・キズ、凹みなど自動車の損傷個所の自動車板金
塗装
・主に新車へのボディコーティング

岩手県下閉伊郡田野畑村和
野１５－２４

有限会社　佐々木自
動車整備工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村


