
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
介護福祉士 (1)7時00分～16時00分

1人 150,490円～243,840円 (2)8時30分～17時30分
(3)16時00分～9時00分

正社員 63歳以下 03030-  639911
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 139,340円～204,140円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時30分～19時30分

正社員以外 不問 03030-  640711

(1)8時30分～17時15分
1人 141,100円～141,100円

正社員以外 不問 03030-  643511
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 04010-11494411
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 249,400円～466,275円

正社員 59歳以下 ＰＣ基本操作必須 04010-11502911
変形（1年単位）
(1)5時30分～14時30分

1人 138,000円～180,000円 (2)6時30分～15時00分
(3)13時30分～22時00分

正社員 40歳以下 03030-  628011
普通自動車免許一種

薬剤師 (1)8時45分～17時30分
1人 300,000円～300,000円

正社員以外 不問 03030-  630111
普通自動車免許一種
大型自動車免許 (1)8時00分～17時00分

1人 車両系建設機械運転技能者 160,000円～180,000円
あれば尚可

正社員 不問 03030-  633211
普通自動車免許一種

(1)8時25分～17時00分
1人 146,931円～166,830円

正社員以外 不問 03030-  634511
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
1人 152,768円～159,712円

正社員以外 不問 03030-  622111
普通自動車免許一種

車両系建設機械運転技能者 (1)8時00分～17時00分
2人 大型自動車免許 172,800円～216,000円

あれば尚可

正社員 64歳以下 土木作業経験あれば尚可 03030-  624811
普通自動車免許一種

車両系建設機械運転技能者 (1)8時00分～17時00分
2人 大型自動車免許 172,800円～216,000円

２級管工事施工管理技士
あれば尚可

正社員 64歳以下 給排水工事作業経験あれば尚可 03030-  625211
普通自動車免許一種

1人 175,391円～222,161円

正社員 59歳以下 03030-  627411
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 136,396円～147,440円 (2)6時00分～15時00分

(3)9時30分～18時30分

正社員以外 不問 03030-  613911
調理師 変形（1ヶ月単位）

あれば尚可 (1)6時00分～15時00分
1人 137,280円～137,280円 (2)9時00分～18時00分

(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030-  617211
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 150,000円～197,200円

正社員 35歳以下 03030-  618511
２級ボイラー技士 変形（1年単位）

車両系建設機械運転技能者 (1)8時00分～18時30分
1人 あれば尚可 146,520円～146,520円 (2)21時30分～8時00分

正社員以外 18歳～59歳 03030-  619411
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時30分

2人 144,150円～144,150円 (2)16時30分～1時00分
(3)23時30分～8時00分

正社員以外 18歳～59歳 03030-  620611
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（2月26日時点の内容です）

２月２２日　から　　２月２６日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は３月１１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

介護職員／日勤 グループホーム入所者の介護業務全般を行います。
・入所者９名の身の回りの世話、食事、入浴、排
泄、リハビリ等の介助や見守りなど
・食事の準備や後片付け、洗濯、清掃、その他雑務
など

岩手県宮古市中里団地４－
１１

グループホーム愛宕
の丘（有限会社　川
崎タクシー）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

介護職員／リーダー候補 グループホーム入所者の介護業務全般および管理的
業務を行っていただきます。
・入所者９名の身の回りの世話、食事、入浴、排
泄、リハビリ等の介助や見守りなど
・食事の準備や後片付け、洗濯、清掃、その他雑務

岩手県宮古市中里団地４－
１１

グループホーム愛宕
の丘（有限会社　川
崎タクシー）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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。
※ブランクがある方も歓迎します！

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

作業療法助手（看護助手） 作業療法士指示のもと入院患者さんの作業療法活動
助手を行います
・レクリエーション
・スポーツ
・手芸

岩手県宮古市板屋１丁目６
番地３６

医療法人財団　正清
会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

調理員（洋食／和食担当） ホテル厨房（メイン厨房及びダイニングキッチン）
で、洋食・和食を担当していただきます。
・食材の仕込み
・調理
・盛り付け等

岩手県宮古市日立浜町３２
－４

株式会社　浄土ヶ浜
パークホテル

雇用期間の定めなし
又は6時30分～21時00分
の間の7時間程度

岩手県宮古市

基本的レベルのマイクロソフ
トエクセル・ワード

工事管理補助（電気設備分
野）

※未経験・ブランクのある方も歓迎します！
電気設備工事での進捗管理における補助業務を行っ
ていただきます。
・工事における写真撮影及び管理業務
・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

運転手 各現場において、大型自動車の運転業務に従事
・合材、砕石などの運搬
・その他日々の業務として、車両の点検、運転日報
の作成、洗車
・その他付随する業務

岩手県宮古市新町３－４ 株式会社太田建商

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・一太郎）

管理薬剤師 医療用麻薬などの出庫、発注、管理業務
医薬品卸売事業における指導・助言・問い合わせ対
応等

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第５
地割１－６

株式会社バイタル
ネット　宮古支店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

野球場管理人 楽天イーグルス岩泉球場及びサブグラウンドの管理
業務
・グラウンド整備
・敷地内草刈り、清掃
・施設内清掃、見回り

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字松橋２１－１

特定非営利活動法人
岩泉地域活動推進セ
ンター

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

事務職 庶務課の事務を担当していただきます。
・学生の諸経費に係る事務
・学生等の証明書に関する事務
・電話来客の対応
・荷物の収受、その他庶務に係る事務等

岩手県宮古市磯鶏２丁目５
番１０号

独立行政法人　海技
教育機構　国立宮古
海上技術短期大学校

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

配管工および土木作業員 給排水設備工事および上下水道工事全般に従事して
いただきます。
・一般住宅、公共工事等の給排水工事
・上下水道、衛生配管工事
・上記に付随する業務

岩手県下閉伊郡山田町長崎
４丁目１２番２６号

株式会社　堀合建設

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

土木作業員および重機オペ
レーター

当社受注工事において、土木作業全般および・建設
機械オペレーター業務に従事していただきます。
【各現場により作業内容が異なります】
＊お持ちの資格、免許等により２ｔ・４ｔトラック
や大型ダンプ運転などを担当していただきます。

岩手県下閉伊郡山田町長崎
４丁目１２番２６号

株式会社　堀合建設

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

介護員／日勤 介護サービス提供を行います。
・食事介助、排泄介助、入浴介助
・レクリエーションの企画、運営
・利用者の送迎、健康管理
介護員６名で施設利用者１５名の介護を行っていま

岩手県宮古市実田一丁目７
番２８号

有限会社　ライフ
ネットワーク

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

ルート営業 当社の配置薬（置き薬）をご利用いただいているご
家庭や企業を定期訪問し、ご使用いただいた分の集
金と補充を行います。その際、お客様の健康相談に
のり、ニーズに合わせた商品説明や健康補助食品の
ご提案も行います。

岩手県宮古市大字田鎖９地
割６－５

株式会社　富士薬品
宮古営業所

雇用期間の定めなし
又は9時00分～18時00分
の間の8時間

岩手県宮古市

一般事務 当社において下記の業務に従事していただきます。
・書類作成、処理、整理
・電話、メール、来客対応
・所属団体等諸対応
・備品、施設管理

岩手県宮古市小山田四丁目
１－３０

小山田電業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

パソコン基本操作（ワード・
エクセル・メールソフト等）

ができる

調理員 調理員として以下の業務に従事していただきます。
・特養施設入所者５０名、ショートステイ８名、デ
イサービス利用者およそ１３名の食事提供
・下ごしらえ、調理、盛り付け、食器の洗浄
・厨房の清掃や衛生管理に係る業務

岩手県下閉伊郡田野畑村田
野畑１２０番１８

社会福祉法人　寿生
会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡田野畑村

合板工（交替制あり） 合板の製造、加工業務を行います。
・単板の乾燥作業
・合板を加工機械に挿入する作業と加工作業
・難しい機械操作は行いません。最初は単材（畳く
らいの薄い板）

岩手県宮古市磯鶏２丁目３
－１

ホクヨープライウッ
ド株式会社宮古工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ボイラー工 当社宮古工場においてボイラー運転業務全般に従事
していただきます。
・ボイラーの運転業務
・燃料管理業務
・ボイラー設備の整備

岩手県宮古市磯鶏２丁目３
－１

ホクヨープライウッ
ド株式会社宮古工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

◎ 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３月４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
1人 133,724円～197,556円

正社員以外 不問 エクセル、ワード、一太郎 03020-  361311
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 249,400円～466,275円

正社員 59歳以下 ＰＣ基本操作必須 04010-10824811
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 04010-10848911
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
5人 255,200円～301,600円

正社員以外 不問 作業員経験があれば尚可 04020- 1539911
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

車両系建設機械運転技能者 (1)8時00分～17時00分
5人 255,200円～348,000円

正社員以外 不問 重機オペ経験があれば尚可 04020- 1545011
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重機オペレーター（岩手
県）

◎重機オペでの鋤とり作業となります。ブランクの
ある方でも応募可能です！
＊現場は岩手県沿岸となります。宿舎あり（家賃な
し・水道光熱費なし・食事なし）


宮城県東松島市小野字出来
沼２１－１

いとう工業

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

現場作業員（岩手県） ◎土木工事の軽作業。
※誰でもできる簡単な仕事です。重労働はありませ
ん。
＊現場は岩手県沿岸となります。宿舎あり（家賃な
し・水道光熱費なし・食事なし）

宮城県東松島市小野字出来
沼２１－１

いとう工業

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

現場監督（電気設備分野） マンション・商業施設・工場　等
様々な現場での電気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

工事管理補助（建築分野） ※未経験・ブランクのある方も歓迎します！
建築工事での進捗管理における補助業務を行ってい
ただきます。
・工事における写真撮影及び管理業務
・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

事務補助（宮古港出張所） 一般事務補助として主に以下の作業を行っていただ
きます。
・電話対応、来客対応
・勤務時間関係書類整理補助（職員の勤怠管理）
・配車調整業務補助

岩手県釜石市港町２－７－
２７

国土交通省　東北地
方整備局　釜石港湾
事務所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市


