
変形（1年単位）
(1)7時30分～16時00分

1人 保育士 187,920円～197,200円 (2)9時00分～17時30分
いずれか (3)9時30分～18時00分

正社員 64歳以下 03030- 1367311
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

介護職員初任者研修修了者 (1)8時30分～17時30分
1人 介護福祉士 140,000円～200,000円 (2)7時00分～16時00分

あれば尚可 (3)10時00分～19時00分

正社員 64歳以下 訪問介護経験あれば尚可 03030- 1370711
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
フォークリフト (1)8時00分～17時15分

1人 車両系建設機械運転技能者 160,000円～200,000円

正社員 64歳以下 03030- 1373511
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時30分

1人 130,667円～163,334円

正社員 59歳以下 03030- 1374411
看護師 変形（1ヶ月単位）
准看護師 (1)8時30分～17時30分

1人 いずれか 171,350円～206,060円

正社員 64歳以下 03030- 1360111
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時00分
1人 131,200円～131,200円

正社員以外 不問 03030- 1362811
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
1人 あれば尚可 192,000円～192,000円

正社員 45歳以下 03030- 1364511
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 138,100円～170,700円 (2)10時00分～19時00分

(3)16時00分～0時00分

正社員 64歳以下 介護経験あれば尚可 03030- 1365411
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)10時00分～19時00分
3人 155,000円～160,600円

正社員 64歳以下 04010-22150811

(1)8時00分～17時00分
1人 244,160円～452,810円

正社員 59歳以下 04010-22243311
１級土木施工管理技士
２級土木施工管理技士 (1)8時30分～17時30分

5人 上記資格いずれか 350,000円～550,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 土木実務経験半年以上 15010-13139811
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～150,000円

正社員 59歳以下 03030- 1359311
普通自動車免許一種

看護師 (1)8時30分～17時30分
3人 236,635円～294,351円

正社員 64歳以下 未経験者も歓迎します 13040-37022511
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 150,000円～180,000円 (2)20時00分～5時00分

正社員 18歳～35歳 03030- 1357411
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時30分～18時00分
1人 200,000円～200,000円

正社員 59歳以下 10090- 1129211
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 155,720円～160,300円

正社員 61歳以下 03030- 1347211
普通自動車免許一種

(1)8時45分～17時00分
1人 140,000円～160,000円 (2)9時00分～17時00分

正社員 35歳以下 03030- 1348511
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
８トン限定中型自動車免許 (1)8時00分～17時00分

1人 あれば尚可 180,000円～260,000円

正社員 64歳以下 03030- 1349411

1

事業所名
求人番号

幼稚園教諭 認定こども園宮古泉幼稚園での勤務となります。
～クラス補助、預かり保育の担当をしていただき
ます～
（クラス園児数は２５名、預かり保育園児数は１
００名程度です）

岩手県宮古市上鼻２－６－
６

学校法人　宮古泉学
園

雇用期間の定めなし
又は10時00分～18時30分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

（4月26日時点の内容です）

４月２０日　から　　４月２６日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は５月１３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

幼稚園教諭免許
（専修・１種・２種）

木材加工 チップの製造にかかる作業全般に従事していただ
きます。
・ある程度の大きさに裁断された丸太を、破砕用
の機械に投入する作業
・ショベルローダーとフォークリフトを使用して

岩手県宮古市川井第２地割
２

有限会社　川井林業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護員／施設訪問 ハートランド宮古において下記の業務を行って頂
きます。
・入居している方の施設内訪問介護
・利用者宅への訪問介護
・生活援助及び身体介護のサービス

岩手県宮古市実田２丁目５
－１０

医療法人　おかだ外
科内科クリニック

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護職員／小本 小規模多機能型居宅介護事業所での看護・介護業
務に従事し、主に下記の仕事をしていただきま
す。
・日常生活支援
・服薬管理

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

岩手県下閉伊郡岩泉町

水産加工員 ・鮭の加工作業が主な仕事です。
・その他水産物の加工（イカ、サケ、サンマ、イ
ワシなどを原料とした各種の冷凍食品を作る仕事
です。）
・最大で１０ｋｇくらいの荷物の運搬もありま

岩手県下閉伊郡岩泉町小本
字小成１３０－１

有限会社　竹下水産

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

土木・左官作業員 当社において下記の業務に従事して頂きます。
・ダンプ（２ｔ、４ｔ）ユニック車の運転
・以下の補助業務
砕石敷、生コン打設、ブロック積工事、型枠組
み、擁壁工事、砂利敷等

岩手県宮古市河南１丁目４
番１４号

伊藤技建株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般事務（宮古） 一般事務全般を担当します。
○窓口・電話応対　○専用システムでの入力業務
○伝票整理など
＊未経験の方でも丁寧に指導し補助的な業務から
始めて頂きます。

岩手県宮古市宮町一丁目三
番五号

新岩手農業協同組合
宮古支所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市
パソコン操作（ワード・エ

クセル）できる方

イエローハット軽整備ス
タッフ

・主にタイヤ交換、オイル交換などのピット作業
全般
・カー用品等の販売、商品陳列、お客様対応
※自動車についての難しい知識や技術がなくても
大丈夫　未経験者の方にも親切に指導いたしま

宮城県仙台市太白区西多賀
４丁目４－１７

株式会社　ホットマ
ン

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員（小規模多機能居
宅介護）

当センターでは、訪問、通い、泊まりサービスを
組み合わせて、その人の２４時間を支える仕事で
す。利用者への食事・入浴・着替え・排泄・通院
などの介助、通いの送迎、レクリエーション、訪
問での在宅サービスを行います。また利用者が異

岩手県宮古市西町１丁目２
番１３号

特定非営利活動法人
ふれあいステーショ
ン・あい

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木技術者（施工管理業
務）岩手県内各現場

○国土交通省他、中央官庁、地方自治体、ネクス
コ発注による監督補助業務、積算補助業務に従
事。（工事監督、積算業務、資料作成、各種協議
等）
・勤務地は下記の通り複数あり。

新潟県新潟市中央区東大通
２－２－９－７０８

株式会社　エムエー
シー　新潟事務所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

現場管理補助（建築課） ※未経験・ブランクのある方も歓迎します。
・建築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

看護師／宮古市 訪問看護ステーションからの訪問看護業務（管理
者候補・一般）
※訪問看護事業所で高齢者や障がい者（児）に対
する
・状態観察　・内服管理　・医療的なケアや処置

東京都港区六本木７－１１
－１０

一般財団法人訪問リ
ハビリテーション振
興財団

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

経理事務 当社において主に下記の業務を行います。
・現金、預金、小切手の管理
・給与計算、社会保険料の計算
・納付・売上金、売掛金の管理、請求書の発行
・仕入、買掛金の管理

岩手県宮古市築地２丁目１
－４

株式会社　菊長商店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ワード・エクセル操作、経
理経験もしくは全商簿記２
級又は日商簿記３級同等の

基本知識がある方

実演販売営業（岩手県） 自宅（又は担当エリアの出張先）から社用車を使
用して、顧客（整備・修理工場様他）へ代理店・
販売店と訪問し、製品紹介・実演販売をして頂く
お仕事です。
・基本的に直行直帰ですが、年５回の本社営業会

群馬県藤岡市三本木１１９ 株式会社　スター

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

プレスオペレーター パソコンやスマートフォン通信機器などに組み込
まれているコネクター端子を製造します。
・高速プレス機を操作
・コネクター端子のプレス加工
・生産情報の入力

岩手県宮古市津軽石１４ー
９７－２

ジュピター工業　株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ｉｐａｄにて営業日報を送
信する事が出来る事。（専

用アプリ有）

事務員 コンクリート製品の製造・販売に関わる総務およ
び経理の仕事をしていただきます。
・売上げ入力や請求書発行
・銀行用務
・給与計算

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第４地割１２番地

有限会社　豊興

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

ワード・エクセル操作がで
きる方、経理経験あれば尚

可

配管工 当社において下記の業務に従事していただきま
す。
・一般住宅や公共工事等の給排水工事
・上下水道、衛生配管工事
・その他付随する業務

岩手県宮古市西ヶ丘三丁目
３－８

アート工業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

事務 事務を担当していただきます。
○来客・電話応対　　　　　　　　　　
○伝票整理　　　　　　　　　　
○パソコン操作（書類作成など）
○外出用務（集金等、社用車使用）

岩手県宮古市田鎖第９地割
２－１

有限会社　スカイ
オートギャラリー

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市
ワード・エクセル基本操作

ができること

◎ 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４月２８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）
危険物取扱者（丙種） (1)8時00分～17時30分

1人 あれば尚可 150,000円～200,000円

正社員 40歳以下 03030- 1351911
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時30分
1人 150,000円～200,000円

正社員 45歳以下 03030- 1352111

2

ガスの検針・集金および事
務

当社においてガスの検針・集金および事務業務に
従事。
・ガス検針は宮古市内、７００～８００件を毎月
１週間程度で検針を行います。また、訪問での集
金も行います。

岩手県宮古市栄町１－２３ 株式会社　小成良治
商店

雇用期間の定めなし
ワード・エクセル

基本操作 岩手県宮古市

配達 灯油、ＬＰガス（小型）、米の配達業務。
・軽トラックや１ｔ車（マニュアル車）を使用
し、宮古市内の得意先への配達を行います。
・ＬＰガスは５ｋ、８ｋ、１０ｋの小型ボンベと
なります。

岩手県宮古市栄町１－２３ 株式会社　小成良治
商店

雇用期間の定めなし
ワード・エクセル

基本操作
岩手県宮古市


