ハローワーク 宮古

令和３年４月１日発行

宮古公共職業安定所

（3月29日時点の内容です）

３月２３日 から

３月２９日 までに受理した求人です。

＜次回発行日は４月８日です＞

◎ 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。
職種・雇用期間・雇用形態

求人数

放牧整備作業員
1人
雇用期間の定めなし
正社員以外
外観検査・仕上げ（三陸工
場）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
調理員／望みの園はまなす
（臨時職員）
1人
雇用期間の定めなし
正社員以外
支援員・介護職（臨時）
1人
雇用期間の定めなし
正社員以外
事務
1人
雇用期間の定めなし
正社員
部品加工作業者
1人
雇用期間の定めなし
正社員
観光全般（企画・運営）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
精密部品の検査
1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
一般事務
1人
雇用期間の定めなし
正社員
事務・資材・ＣＡＤ
1人
雇用期間の定めなし
正社員
事務および出荷・発送業務
1人
雇用期間の定めなし
正社員
ガソリンスタンド販売員
1人
雇用期間の定めなし
正社員
一般事務
1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
看護師
1人
雇用期間の定めなし
正社員
受付事務
1人
雇用期間の定めなし
正社員
消防設備点検業務（契約社
員）（宮古市）
1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
プレス機械オペレーション
業務（山田町）
4人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
有期雇用派遣労働者
薬剤師（北上市・岩泉町）
（令和４年４月採用）
2人
雇用期間の定めなし
正社員

仕事の内容
年
齢

必要な免許資格
必要な経験など

TEL 0193－63－8609

賃

金

就業時間

新たに牧場を拡張するにあたり、動物たちが快適に
普通自動車免許一種
過ごせるように伐採後の切った枝を処理したり、し
(1)8時00分～17時00分
ばかきや春には放牧の種をまく仕事です。動物たち
172,800円～172,800円
と触れ合いながら、自然の中で一緒に楽しく仕事を
して頂ける仲間を募集します。しあわせ乳業は、
64歳以下
当社三陸工場において、下記の業務を行っていただ
変形（1年単位）
きます。
(1)8時00分～16時50分
・工業製品に使用されるゴムパッキンの汚れ、形状
137,400円～137,400円
等の外観を検査する業務
・目視でパッキンの選別を行い、カッターやハサミ
45歳以下
施設で調理業務に従事していただきます。
調理師
・野菜の下処理、配膳、洗浄作業、清掃作業
あれば尚可
(1)7時00分～16時00分
・設利用者の朝、夕食４０食、昼食約５０食分を調
137,300円～162,300円 (2)9時00分～18時00分
理員５名体制
集団給食調理経験
＊調理経験、調理師免許あれば尚可
あれば尚可
不問
利用者の支援及び介護業務を行います。
普通自動車免許一種
変形（1ヶ月単位）
・日常の食事、入浴、レクレーション等の介助
介護福祉士
(1)7時30分～16時30分
・施設車を運転し送迎（各施設により使用車は異な 介護職員初任者研修修了者 138,800円～165,800円 (2)9時00分～18時00分
りますが、軽自動車、ハイエースなど）
あれば尚可
(3)12時00分～21時00分
・シフトにより（１）～（４）の時間の交替勤務
経験あれば尚可
64歳以下
事務業務全般を担当します。
普通自動車免許一種
・伝票入力、集計、帳簿記入
(1)8時00分～17時00分
・メール送受信、画像処理
150,000円～150,000円
・ネット販売の受注管理
ワード・エクセル基本操作
・電話、来客応対
経理事務の経験あれば尚可
59歳以下
１０ｃｍぐらいの四角い金属部品や、３０ｃｍ四方
の金属の板を削る作業です。工作機械を使って切っ
(1)8時30分～17時30分
たり、穴をあけたり、削ったりします。２００～３
136,000円～209,500円
００個の部品をチームでつくり、全ての部品を組み
精密プレス金型の製作の
立てると「金型」ができます。
経験あれば尚可
59歳以下
観光に関わる業務全般を担当していただきます。
普通自動車免許一種
○宮古市の観光イベントの企画・運営
(1)9時00分～18時00分
○観光ＰＲキャラバン・キャンペーンの実施
165,000円～188,000円
○宮古駅案内所での観光案内など
パソコン操作
○県内・外への出張有り
（ワード・エクセル）
59歳以下
空調の効いた明るい工場内で座って作業して頂きま
変形（1年単位）
す。拡大鏡や顕微鏡を使用し携帯電話、デジタルカ
(1)8時30分～17時30分
メラなどに用いられる精密電子部品（コネクタ）の
138,416円～151,920円
検査をして頂きます。細かい作業が得意な方に最適
なお仕事です。◆未経験者でも１～３ヶ月程で慣れ
不問
一般事務業務を担当していただきます。パソコンを
普通自動車免許一種
変形（1年単位）
使用しての書類作成、ファイリング、電話・来客対
(1)8時00分～17時30分
応、外出用務、清掃、その他付随する業務をお願い
138,000円～172,500円
します。＊外出用務の際は、自家用車使用となりま
す。＊その際のガソリン代は支給します。
パソコンの基本操作
64歳以下
主に官公庁の制服を製造しています。
変形（1年単位）
【事務】パソコンを使用しての事務作業
(1)8時10分～17時10分
【ＣＡＤ】パソコンを使用した作業補助
136,396円～136,396円
【資材】付属片のカットなど
ワード・エクセル入力程度
64歳以下
しあわせ牧場の牛乳やヤギミルクを使用した、乳製
普通自動車免許一種
品や菓子類の出荷・発送業務や事務業務。
(1)8時30分～17時30分
○電話・ＦＡＸ・メールでの注文対応
185,000円～250,000円
○商品の梱包・出荷作業
○在庫管理
入力程度
64歳以下
当社ガソリンスタンドでにおいて、下記の業務を
普通自動車免許一種
交替制あり
行っていただきます。
危険物取扱者（丙種）
(1)7時00分～16時00分
・車両の誘導、ガソリン・軽油の給油、タイヤ交換
あれば尚可
181,298円～203,159円 (2)8時00分～18時00分
・その他付随する業務全般
(3)9時00分～19時00分
・２ｔタンクローリー車を運転できる方には、事業
不問
パソコンを使用し、各種書類作成が主な仕事になり
普通自動車免許一種
ます。
(1)8時30分～17時30分
・その他、イベント立案、推進、イベント補助（年
144,720円～144,720円
１０回程度）
パソコン操作（ワード・エク
・会費の集金
セル）が容易に出来る方
不問
リハビリデイホームあすも 介護多機能ホームあす
看護師
もにおいて下記の業務に従事して頂きます。
准看護師
(1)8時15分～17時15分
・看護業務およびそれに伴う報告書の作成
いずれか
172,000円～232,000円
・介護業務全般
・機能訓練
59歳以下
当医院において受付事務に従事していただきます。
○患者さんの受付、電話対応、予約管理、会計業務
(1)9時30分～19時20分
○院内清掃等
145,000円～160,000円 (2)9時30分～14時00分
○その他付随する業務

35歳以下
主に官公庁（沿岸エリア）や民間企業の消防設備点
普通自動車免許一種
検を行う業務です。その他軽微な工事、それに伴う
乙種消防設備士
(1)8時30分～17時30分
報告・見積もり等の書類作成業務も行っていただき 第１種消防設備点検資格者 154,800円～154,800円
ます。
第二種電気工事士
＊消防設備士等の資格取得の意欲がある方
あれば尚可
PC操作できる方(Word,Excel)
不問
派遣先の事業所において、次の作業を行います。
交替制あり
・釣りのリールのような直径１ｍ位の円形のものに
(1)8時30分～17時30分
巻いてある薄い金属の板を製造機械にセット
160,616円～161,616円 (2)19時10分～4時10分
・加工された部品は円形のものに巻き取られ決まっ
た数量になると停止しますので、それを取り外し箱
18歳以上
■調剤及び製剤、患者さんへの服薬指導等を行って
薬剤師
いただきます。
令和４年３月薬剤師免許
(1)8時30分～17時15分
○院内又は外来においての薬剤師業務。
取得見込者も可
238,700円～238,700円
・調剤及び製剤 ・服薬指導 ・薬歴管理 ・薬剤
管理 など ※令和４年４月採用予定です。
36歳以下

フルタイム
所在地
就業場所

事業所名
求人番号

岩手県宮古市田老字小堀内 しあわせ乳業
１９－１５
会社

株式

岩手県宮古市

03030- 1042411
岩手県下閉伊郡山田町大沢 ツインスターテクノ
第４地割２０－１４０
ロジー株式会社

岩手県下閉伊郡山田町

03030- 1043011
岩手県下閉伊郡山田町山田 社会福祉法人 親和
１－１１－３
会

岩手県下閉伊郡山田町

03030- 1039111
岩手県下閉伊郡山田町山田 社会福祉法人 親和
１－１１－３
会

岩手県下閉伊郡山田町

03030- 1040211
岩手県下閉伊郡山田町中央 有限会社 木村商店
町７－６

岩手県下閉伊郡山田町

03030- 1029911
岩手県下閉伊郡山田町石峠 和田工業株式会社
３－１７－４
東北工場

岩手県下閉伊郡山田町

03030- 1035011
岩手県宮古市宮町一丁目１ 一般社団法人 宮古
番８０
観光文化交流協会

岩手県宮古市

03030- 1019311
岩手県宮古市田鎖９地割５ 株式会社 エム・ア
５番地１
イ・テイー 東北工
場
岩手県宮古市

03030- 1020111
岩手県宮古市田の神一丁目 株式会社 佐々木建
２－３７
設

岩手県宮古市

03030- 1022811
岩手県宮古市蟇目第８地割 有限会社 興亜被服
１２０
工業所 宮古工場

岩手県宮古市

03030- 1024511
岩手県宮古市田老字小堀内 しあわせ乳業 株式
１９－１５
会社

岩手県宮古市

03030- 1006811
岩手県下閉伊郡山田町船越 株式会社 荒川スタ
第６地割１５８－１
ンド

岩手県下閉伊郡山田町

03030- 1009411
岩手県下閉伊郡山田町長崎 山田町商工会
三丁目６－１８

岩手県下閉伊郡山田町

03030- 1010611
岩手県宮古市大通３丁目６ リハビリデイホーム
番５１号
あすも 介護多機能
ホーム あすも
岩手県宮古市

03030- 1012111
岩手県宮古市小山田２丁目 伊藤歯科医院
７－６９ 合同庁舎バス停
下車 徒歩３分
岩手県宮古市

03030- 1013711
岩手県盛岡市天神町１３－ 松栄商事 株式会社
２７

岩手県宮古市

03010- 6626611
岩手県盛岡市向中野３丁目 株式会社 エムアン
１８番２０号 ２Ｆ アク ドエム 盛岡営業所
エリアスビル
岩手県下閉伊郡山田町

03010- 6555911
岩手県北上市九年橋三丁目 社会福祉法人 恩賜
１５番３３号（北上済生会 財団 済生会支部
病院内）
岩手県済生会
岩手県下閉伊郡岩泉町、他

03070- 1560111

1

看護師（北上市・岩泉町）
（令和４年４月採用）
6人
雇用期間の定めなし
正社員
事務職員（岩泉町）（令和
４年４月採用）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
介護福祉士（北上市・岩泉
町）（令和４年４月採用）
4人
雇用期間の定めなし
正社員

【北上済生会病院・済生会岩泉病院】
看護師
交替制あり
■病棟及び外来患者さんへの看護業務及び医療の補 令和４年３月看護師免許
(1)8時30分～17時15分
助等を行っていただきます。
取得見込者も可
194,100円～214,500円 (2)16時30分～1時15分
・病棟、外来においての看護業務
(3)0時30分～9時15分
・診療の補助 ・療養上の介助など
36歳以下
【済生会岩泉病院】
■病院事務全般を行っていただきます。
(1)8時30分～17時15分
・医療事務（診療報酬請求事務等）
147,400円～183,800円
・総務（給与、庶務等）
・経理（試算表作成等） ・その他付随する業務
29歳以下
【北上済生会病院】
介護福祉士
交替制あり
■入院・通院患者さんの生活介助・介護業務を行っ 令和４年３月介護福祉士
(1)8時30分～17時15分
ていただきます
免許取得見込者も可
164,500円～164,500円 (2)16時30分～1時15分
・介護業務：入院患者さんの食事、排泄、入浴介助
(3)0時30分～9時15分
等
36歳以下

岩手県北上市九年橋三丁目 社会福祉法人 恩賜
１５番３３号（北上済生会 財団 済生会支部
病院内）
岩手県済生会
岩手県下閉伊郡岩泉町、他

03070- 1568611
岩手県北上市九年橋三丁目 社会福祉法人 恩賜
１５番３３号（北上済生会 財団 済生会支部
病院内）
岩手県済生会
岩手県下閉伊郡岩泉町

03070- 1569911
岩手県北上市九年橋三丁目 社会福祉法人 恩賜
１５番３３号（北上済生会 財団 済生会支部
病院内）
岩手県済生会
岩手県下閉伊郡岩泉町、他

03070- 1570711

2

