
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 200,000円～260,000円 (2)7時00分～16時00分

正社員 59歳以下 03030- 2037011
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)7時00分～16時00分
1人 150,000円～176,000円 (2)8時00分～17時00分

(3)12時00分～21時00分

正社員 45歳以下 03030- 2039611
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

1人 175,000円～220,000円

正社員 45歳以下 ワード、エクセル操作 04010-33208011
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

1人 220,000円～300,000円

正社員 64歳以下 04011- 1947511
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)9時15分～17時45分
1人 155,000円～205,400円

正社員 59歳以下 03010-13066411

(1)8時30分～17時00分
1人 166,833円～200,200円 (2)8時30分～12時00分

正社員 不問 パソコン基本操作 03030- 2031111
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
3人 145,000円～160,000円 (2)7時30分～16時30分

(3)8時30分～12時30分

正社員以外 不問 03030- 2032711
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 138,880円～160,060円 (2)6時00分～15時00分

(3)15時00分～8時30分

正社員 64歳以下 03030- 2034211
移動式クレーン運転士 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

1人 280,000円～320,000円

正社員 64歳以下 建設・土木経験 13030- 8724911
登録販売者（一般医薬品） 交替制あり

1人 185,000円～270,000円

正社員 18歳～59歳 01240-12966511
登録販売者（一般医薬品） 交替制あり

1人 185,000円～270,000円

正社員 18歳～59歳 01240-12976011
普通自動車免許一種

(1)9時00分～18時00分
1人 200,100円～292,500円

正社員 40歳以下 03030- 2023111
普通自動車免許一種 交替制あり

(1)8時30分～17時00分
1人 145,000円～145,000円 (2)13時00分～21時30分

正社員 35歳以下 03030- 2026211
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

車両系建設機械運転技能者 (1)8時00分～17時00分
2人 あれば尚可 183,334円～217,709円

正社員 不問 03030- 2027511
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
中型自動車免許 (1)8時00分～17時00分

2人 あれば尚可 183,334円～217,709円

正社員 不問 土木作業経験あれば尚可 03030- 2028411
看護師
准看護師 (1)9時00分～18時00分

1人 理学療法士 172,600円～228,600円

正社員 59歳以下 03030- 2029011
調理師 変形（1ヶ月単位）

あれば尚可 (1)8時30分～17時30分
1人 140,000円～162,000円 (2)9時45分～18時45分

(3)5時00分～14時00分

正社員以外 不問 03030- 2009811
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～16時30分
1人 151,800円～209,000円

正社員 64歳以下 03030- 2011011
1

事業所名
求人番号

看護師 介護施設・通所リハビリテーションの利用者及び入
所利用者（現在７５名位）への看護業務全般を行い
ます。
・入所利用者に対するバイタルチェック
・服薬管理、健康管理及び医療処置

岩手県下閉伊郡山田町飯岡
第９地割２３－１

医療法人　晃生会
介護老人保健施設
さくら山

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

（6月28日時点の内容です）

６月２２日　から　　６月２８日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は７月８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

オープニングスタッフ（オ
リックスレンタカー宮古
店）

レンタカー業務全般
・接客、電話対応
・洗車、車両点検、車両回送
・システム入力等事務処理（ＰＣ使用）、等

宮城県仙台市青葉区本町２
丁目１０－２８　カメイ仙
台グリーンシティ６階

オリックスレンタ
カー・カメイ　株式
会社

雇用期間の定めなし
又は9時00分～19時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

ガソリンスタンド販売員・
ＬＰガス業務

○販売業務　給油、洗車、オイル、タイヤ交換等。
○ＬＰガス業務　ＬＰガスの配送（宮古市内）、検
針、配管工事等。
＊資格取得により、基本給のベースアップがありま
す。

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

営業スタッフ（釜石店また
は宮古店）

配属店舗において営業スタッフ業務全般に従事して
頂きます。
・店頭での車両（新車及び中古車）の販売提案
・担当する地域の顧客へのＴＥＬコールによる車
検・点検誘致や調子伺い、顧客管理及び顧客フォ

岩手県紫波郡矢巾町大字広
宮沢第７地割３３４番地

岩手ダイハツ販売
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

（まるまつ宮古店）店長・
店長候補

・入社後、店舗業務からスタートし、接客・調理の
基本作業を覚えます。・店舗業務をマスターした
後、店舗の指導と運営に関わる店長として仕事をし
ていきます。☆店長経験後は、複数店舗の管理、指
導と運営をします。

宮城県富谷市成田９丁目２
－９

株式会社　カルラ

雇用期間の定めなし
又は10時00分～22時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市
レストランサービス・接客業
を経験の方は優遇します

職業指導員兼生活支援員 施設利用者の方々に同行し、以下の作業に対する業
務に従事していただきます。
【施設内就労】
・くるみ細工、ゼリーキャンドル作製、ガラス製品
のカッティング作業

岩手県下閉伊郡山田町飯岡
第７地割１１番地

株式会社　ジョブ・
パートナー

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

事務／歯科技工所 当社は歯科医院、病院より受注を受け製品の製作納
品しています
・専用ソフトを使用し製品の伝票、請求書作成
・従業員給与計算
・電話、来客対応

岩手県下閉伊郡山田町北浜
町１０４－４

マリンデンタル　株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

＜急募＞岩手県岩泉田野畑
村／重機オペレーター

＊復興関連の土木工事
★無料宿舎あり。（水道・光熱費含む）
ご希望の方は、ご相談ください。


東京都台東区台東４－２０
－１１　谷古宇ビル２階

有限会社　Ｋ’ｓプ
ロジェクト

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

介護員／グループホームま
ぶる

当施設において認知症介護全般を行っていただきま
す。・食事、入浴、排泄の介助、レクの支援、通院
介助　等
＊９名の入居者の方を、職員８名で対応していま
す。

岩手県下閉伊郡山田町大沢
４地割３８番地５

有限会社ヘルパーは
うす

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

登録販売者　ツルハドラッ
グ宮古中央店（岩手県宮古
市）

ドラッグストアにおいて、医薬品日用品等の接客販
売・商品管理・マネジメント等の業務全般に従事し
ていただきます。
※登録販売者の資格を有する者に限る

北海道札幌市東区北２４条
東２０丁目１番２１号

株式会社　ツルハ
（ツルハドラッグ）

雇用期間の定めなし
又は8時30分～22時30分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

登録販売者としての管理者要
件を満たしている方、直近５
年以内に２年以上の実務経験
（月８０時間以上の勤務実

績）

登録販売者としての管理者要
件を満たしている方、直近５
年以内に２年以上の実務経験
（月８０時間以上の勤務実

績）

セールスドライバー いわて生協宮古センター所有の車両（２ｔ車）運転
による下記の業務を担当していただきます。
・当日配達するエリアの組合員様からの注文商品
の、車両への積み込み業務
・担当エリアの組合員様宅への、商品受け渡し業務

岩手県宮古市田鎖第８地割
１２－１

いわて生活協同組合
共同購入事業部　宮
古センター

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ワード・エクセルの
基本操作が出来る方

登録販売者　ツルハドラッ
グ宮古南町店（岩手県宮古
市）

ドラッグストアにおいて、医薬品日用品等の接客販
売・商品管理・マネジメント等の業務全般に従事し
ていただきます。
※登録販売者の資格を有する者に限る

北海道札幌市東区北２４条
東２０丁目１番２１号

株式会社　ツルハ
（ツルハドラッグ）

雇用期間の定めなし
又は8時30分～22時30分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

土木作業員／岩泉町 一般土木作業全般に従事していただきます。
・主に小本川河川災害工事での土木作業となりま
す。
・大型土のう製作
・ブロック設置

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第９地割１２番地４

株式会社　越田土建

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

運営事務職 宮古市地域創生センター（公共施設）の指定管理業
務に従事していただきます。主に市民一般への生涯
学習活動を支援し、新たな活動の創出を図るための
業務です。


岩手県宮古市神林３番１号
宮古市地域創生センター

特定非営利活動法人
三陸ＮＰＯ支援セン
ター

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

機能訓練指導員 特別養護老人ホームふれあいにおいて機能訓練指導
業務に従事します。利用者８０名の生活リハビリに
関する機能訓練の提案、アドバイス、他職員への指
示を行います。また、機能訓練計画書の作成などを
行います。

岩手県宮古市田老字養呂地
６番地２

社会福祉法人　田老
和心会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

上記資格または作業療法
士資格のいずれか

土木作業員／釜石・大船渡 一般土木作業全般に従事していただきます。
・側溝、歩車道、境界ブロック、排水工、Ｌ型擁壁
・掘削、砕石の敷き均し
・その他雑工　など
・２ｔ、４ｔダンプの運転あり（免許に応じて）

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第９地割１２番地４

株式会社　越田土建

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町、他

森林林業の現場業務 森林林業の現場業務を担当していただきます。
・森林の造成、保育、間伐、立木伐採　・林業機械
の運転操作等　・その他林業に関する現場業務全般
○未経験者歓迎します。初めての方でも研修を受け
ながら仕事を覚え、資格取得できます。

岩手県宮古市舘合町３番３
号

宮古地方森林組合

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理員 介護老人保健施設ほほえみの里において、ご利用者
様の食事の調理業務全般を担って頂きます。食事
は、朝：９０食・昼：１８０食・夕：１１０食程度
の提供で、ご利用者様の状況に応じた調理となりま
す。また、下ごしらえや食器の洗浄、その他、清掃

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第９
地割３９番地２７

医療法人　仁泉会
介護老人保健施設ほ
ほえみの里

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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７月１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)7時30分～17時00分

1人 161,700円～173,250円

正社員 不問 土木や左官経験者 03030- 2012311
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 194,792円～343,750円

正社員 64歳以下 03030- 2014911
管理栄養士

栄養士、栄養教諭 (1)8時15分～16時45分
1人 いずれか 152,300円～246,700円

普通自動車免許一種

正社員以外 不問 03030- 2015111
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
2人 200,000円～250,000円 (2)8時30分～17時30分

正社員以外 不問 03030- 2016711
第一種電気主任技術者
第二種電気主任技術者 (1)8時30分～17時20分

2人 第三種電気主任技術者 209,200円～285,000円
いずれか

普通自動車免許一種
正社員 64歳以下 PC操作(Excel,Word)できれば尚可 03010-12881211

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 177,900円～193,000円

正社員 18歳～25歳 03010-12848711
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 192,000円～240,000円

正社員 64歳以下 03090- 1304111

2

養豚作業員（田野畑農場） ◎田野畑農場において養豚に関する作業全般に従事
していただきます
・豚の飼育
・飼料の給餌（手作業・自動給餌機での給餌）
・豚房の清掃、洗浄（ホウキ、スコップ、洗浄機等

岩手県九戸郡軽米町大字上
舘３０－２３２

北栄農産　有限会社

雇用期間の定めなし
パソコンの基本操作可能な方
（簡単な入力ができること） 岩手県下閉伊郡田野畑村

一般職（警備職） 営業所で総合セキュリティサービスを担当する基幹
人材を目指していただきます。
（１）施設警備：学校やオフィスビル・鉄道など建
物での巡回・出入り管理など（２）雑踏警備：お祭
りやスポーツイベント等イベント会場での安全確保

岩手県盛岡市清水町１２－
３３　リバーサイドＴＡＮ
ＴＡＮ１Ｆ

東洋ワークセキュリ
ティ　株式会社　盛
岡営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

自家用電気工作物の保安業
務（県内９事業所）

自家用電気工作物の保安業務（契約事業場の保守点
検・試験）を行う。＊自家用電気工作物の工事維
持・運用に係る実務を３年以上経験していること。
資格取得前の経験は１／２に換算（６年）。実務経
験の証明取得が可能な方。

岩手県盛岡市向中野２丁目
１４番２１号

一般財団法人　東北
電気保安協会　岩手
事業本部

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

ライン管理者アシスタント 当社請負ラインにおいて次の仕事を行います。
・生産管理（進捗状況の確認、調整、生産数や在庫
の確認、部材準備等）
・基板への部品取り付けなどの加工業務


岩手県下閉伊郡山田町船越
９－４０－６

株式会社　エムアン
ドエム

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

パソコン基本操作、電子部品
製造の作業経験者、生産管理

経験者あれば尚可 岩手県宮古市

学校栄養職員（期限付臨時
職員）

管内の学校給食施設において、学校給食の管理業務
全般を行っていただきます。主に献立の作成（パソ
コン操作）、食材の発注、調理指導などを行ってい
ただきます。また、学校等への訪問もあります。

岩手県宮古市五月町１－２
０　宮古地区合同庁舎内

宮古教育事務所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） パソコン操作（ワード・エク

セル）ができる方
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アップが
できます。

岩手県宮古市八木沢三丁目
１１－５


株式会社菊地建設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

現場作業員 墓石建立工事をはじめ、墓石工事に関する様々な工
事を行います。
・土砂の掘削、ブロック積み、よう壁工事、テラセ
ル積
・墓石の設置

岩手県宮古市山口三丁目１
０－１９

株式会社　伊藤石材

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市


