
普通自動車免許一種
(1)8時30分～17時30分

1人 158,000円～228,000円 (2)8時30分～12時00分

正社員 40歳以下 03020- 1231411
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)7時00分～16時00分
2人 207,900円～207,900円

正社員 40歳以下 03030- 2300611
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- 2301911
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時00分
1人 150,000円～250,000円 (2)8時30分～12時00分

正社員 45歳以下 03030- 2302111
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)6時30分～15時30分
1人 152,000円～157,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分
介護施設での勤務経験

正社員 59歳以下 あれば尚可 05020- 3275011
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 137,800円～169,600円 (2)8時45分～17時45分

(3)10時30分～19時30分

正社員以外 不問 03030- 2298111
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～17時00分
1人 130,000円～130,000円

正社員 59歳以下 06060- 1703711
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- 1972611
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- 1996011

(1)8時30分～17時15分
1人 142,100円～150,500円

正社員以外 不問 03030- 2289611
1級土木施工管理技士又は
2級土木施工管理技士 (1)8時30分～17時15分

1人 290,000円～380,000円

正社員以外 不問 03030- 2291211
１級建築士又は
２級建築士 (1)8時30分～17時15分

1人 290,000円～380,000円

正社員以外 不問 03030- 2292511
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 338,640円～581,200円

施工管理経験を

正社員 59歳以下 ３年以上 04010-37239611
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 245,440円～459,520円

正社員 59歳以下 04010-37289911

(1)8時00分～17時00分
1人 192,000円～192,000円

有期雇用派遣労働者 不問 03010-14400111

(1)8時30分～17時30分
3人 159,600円～159,600円

有期雇用派遣労働者 不問 03010-14401711

(1)9時00分～17時30分
2人 146,433円～146,433円

有期雇用派遣労働者 不問 03010-14403211
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時15分～17時15分
1人 134,800円～163,400円

正社員 59歳以下 ワード、エクセルのスキル 03020- 1215511
1

技術職／山田下水道施設管
理センター

＊山田下水道施設管理センターに於いて、施設の操
業および維持管理業務全般に従事します。
＊下水処理施設の点検等を行うほか、町内の中継ポ
ンプ施設を定期的に巡回し、機械・電気設備などの
保守点検業務を行います。

岩手県釜石市定内町４丁目
１番４７号

株式会社　テツゲン
東北支店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

部品組立　（宮古市） 派遣先の事業所において手作業による電子部品の組
立を行います。
・手で持つ事ができる部材同士を合わせ一つにする
作業。　・一つにした部材を加工機にセットし接着
させる作業。

岩手県盛岡市向中野３丁目
１８番２０号　２Ｆ　アク
エリアスビル

株式会社　エムアン
ドエム　盛岡営業所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

部品巻き取り補助（山田
町）

派遣先の事業所において、次の作業を行います。
・製造装置で薄い金属を加工した部品が、リールと
いう円形のものに巻き取りされます。・一定の数量
を巻き取ると製造装置が停止しますので、リールを
外し、箱に入れラベルなそを貼り発送の準備を行い

岩手県盛岡市向中野３丁目
１８番２０号　２Ｆ　アク
エリアスビル

株式会社　エムアン
ドエム　盛岡営業所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

半導体材料製造（宮古市） 派遣先事業所において下記の業務を行っていただき
ます。
・半導体などに用いられ材料の製造を行います。
・原料の溶解作業
・薬品などを用いての加工業務

岩手県盛岡市向中野３丁目
１８番２０号　２Ｆ　アク
エリアスビル

株式会社　エムアン
ドエム　盛岡営業所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

施工管理補助（空調・衛生
設備課）

未経験の方でも歓迎致します。建設現場での現場監
督の補佐（空調・衛生設備）に従事して頂きます。
・デジカメ等を使用した写真の管理・整理
・ＰＣを操作（Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ）し、書類の
作成

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

土木施工管理 各建設現場に伴う土木施工管理業務に従事して頂き
ます。
・工事現場の写真管理、品質管理
・協力会社に対し、連絡指示、工程の進捗確認
・経験が豊富な方は施主対応、定例会対応も行って

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

建築技師（任期付職員） 山田町役場での勤務となります。
公共施設の維持保全、設計、積算、監督業務等

岩手県下閉伊郡山田町八幡
町３－２０

山田町役場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

民間事業所又は公的機関等にお
ける実務経験10年以上(CADシス
テムによる設計、積算及び監督

業務等の建築実務)

土木技師（任期付職員） 山田町役場での勤務となります。
道路・河川・都市計画・上下水道等の事業に関する
企画、設計、積算、監督業務等

岩手県下閉伊郡山田町八幡
町３－２０

山田町役場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

保育補助 いわいずみこども園にて園児の保育補助業務をして
いただきます。
・保育士の指示のもと、園児の遊び、食事介助、寝
かしつけ
・教室整理整頓、おもちゃ消毒

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字惣畑５９番５

岩泉町役場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

児童福祉施設での勤務経験、
又は子育て経験が
ある事が望ましい。

民間事業所又は公的機関等にお
ける実務経験10年以上(CADシス
テムによる設計、積算及び監督

業務等の土木実務)

ルート営業（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、弊社販売代理店（部品商、塗料販売、工具商
等）への製品紹介や販売、そのほか販売企画提案や
実演販売の予定取り等をして頂くお仕事です。基本
的に直行直帰ですが、年５回の本社営業会議、及び

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

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
業会議、及び毎月数日の出張（エリアにより変動）

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

ｉｐａｄにて営業日報を
送信する事が出来る事。

（専用アプリ有）

ｉｐａｄにて営業日報を
送信する事が出来る事。（専

用アプリ有）

家庭薬配置員【岩手営業
所】（宮古市・岩泉町管
内）

＊試用期間基本給１５万３千円～２０万３千円
＊試用期間終了後、期間中の業績により下記の賃金
となります（モデルケース）・９０万売上の場合
基礎給１３０，０００円＋歩合給８１，０００円
・※詳細は面接時に説明

山形県長井市本町二丁目１
０番６号

協同薬品工業　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

調理員 介護唐人保健施設の利用者への給食調理業務に従事
していただきます。
・朝食、昼食は約８５食分
・昼食は通所リハビリ利用者を含め約１２０食分の
調理

岩手県下閉伊郡岩泉町乙茂
字上９－１２

社団医療法人　緑川
会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

介護員 ◇グループホーム（２ユニット）１８名の入居者の
方々の介護業務　全般に従事していただきます。
＊食事、入浴、排泄、散歩、施設内での活動等の介
助を行います。
＊食事調理、後片付け、施設内清掃を行います。

秋田県能代市浅内字中山９
２番地

株式会社　ラ・サ
ルーテ

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：正社員） 営業に関わる以下の業務を行っていただきます。
・業務用洗剤のルート営業（福祉施設、ホテル等）
・その他会社事業内容に関する業務
・既存得意先への営業配送
＊丁寧に指導致します。ご応募お待ちしています。

岩手県宮古市港町１番２２
号

株式会社　塩釜商会
宮古支店

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１１０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　食事、入浴、排泄、機
能訓練、健康管理、自立支援、レクリエーション、

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

山林作業員 木材の伐採・搬出を行う素材生産に関わる業務全
般。
・立木の伐採、伐倒木の集材、集伐木の造材（集め
た木を玉切る）
・造材木（玉切った木）の運搬

岩手県宮古市近内一丁目４
番１３号

有限会社　道又林業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

福祉事業スタッフ・営業部
／宮古営業所

※福祉用具（介護ベット・車イス・ポータブルトイ
レ等）のレンタル及び販売を行います。・居宅支援
事業所のケースワーカーを通し利用者から必要な器
具や用具の注文が入ります。・居宅支援事業所から
の注文を受け利用者宅へ配達し、組立、説明、貸借

岩手県釜石市定内町３－１
０－２３

有限会社　介護リ
フォームセンター

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

（7月16日時点の内容です）

７月１２日　から　　７月１６日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は７月２９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

◎ 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２１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）
車両系建設機械運転技能者 (1)8時00分～17時00分

1人 玉掛技能者 184,800円～231,000円
小型移動式クレーン

あれば尚可
正社員 不問 土木作業経験あれば尚可 03030- 2286411

普通自動車免許一種 変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

1人 163,200円～279,600円

正社員 59歳以下 営業経験者優遇 13010-59463211
薬剤師

(1)9時00分～18時00分
1人 400,000円～530,000円

正社員 59歳以下 実務経験者 03010-14360311
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 209,600円～265,100円

正社員 59歳以下 同業の経験あれば尚可 03020- 1210911
看護師
准看護師 (1)8時30分～18時00分

1人 いずれか 200,000円～210,000円 (2)8時30分～12時15分

正社員 59歳以下 医院、病院勤務あれば尚可 03030- 2280911
普通自動車免許一種

介護職員初任者研修修了者 (1)8時30分～17時15分
1人 介護福祉士 137,760円～164,000円

あれば尚可

正社員以外 不問 03030- 2282711
普通自動車免許一種 交替制あり

(1)9時30分～18時15分
1人 132,430円～164,000円 (2)8時30分～17時15分

(3)7時30分～16時15分

正社員以外 不問 03030- 2283811

2

児童支援員 放課後や長期休み中、家庭に家族のいない小学校に
在籍するおおむね１学年から３学年までの児童の健
全な育成を図るため、安全な遊びや安心して過ごせ
る生活の場を提供し、生活指導及び見守り業務など
全般を行っていただきます。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字森の越４番地１４

社会福祉法人　岩泉
町社会福祉協議会保育士、幼稚園教諭免許(専

修・1種・2種)あれば尚可

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

パソコン操作(ワード・エクセル)
のできる方、福祉系、医療系、
介護系の経験あれば尚可 岩手県下閉伊郡岩泉町

介護員／ホームヘルパー 「身体介護」「生活援助」等　自宅で暮らす方達の
日常生活援助業務
・訪問時は社用車を使用　・１日に３～５件を訪問
【雇用期間】入社１年目は６ヶ月更新。２年目から
１年更新となります。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字森の越４番地１４

社会福祉法人　岩泉
町社会福祉協議会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 文字入力程度の簡単な

パソコン入力
岩手県下閉伊郡岩泉町

看護師 外来業務に従事していただきます。
・診察準備　・検査等患者さんの介助
・採血、静脈注射など　・その他付随する業務
○パート勤務も可能です。ご相談に応じます。

岩手県宮古市保久田３－１
０

奥脳神経外科クリ
ニック

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ルート営業（宮古） ・ルート営業（固定顧客管理）　・定期的にご契約
頂いているお客様を訪問し、医薬品の補充や健康に
関するアドバイスをする仕事です。　・医薬品約６
００アイテムなど、予防医学の観点に立った各種商
品の情報を正確にお客様に伝えていただきます。

岩手県釜石市鵜住居町５－
８－２

株式会社　岩手中京
医薬品

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

薬剤師（クローバー薬局飯
岡店）

調剤薬局（クローバー薬局飯岡店）において薬剤師
業務に従事していただきます。
・調剤、服薬指導、医薬品管理、投薬等薬剤師業務
・その他、上記に関連する業務および指示された業
務

岩手県岩手郡雫石町南畑３
１地割９２－１６

有限会社　タカ・
コーポレーション

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

営業職（宮古北営業所） ＊ゼネコン・建設会社等に対し、現場で使用するレ
ンタル機械を提案・提供する営業です。＊ＢｔｏＢ
の営業経験や、機械の知識・資格がある方は特技を
活かせる職場です。未経験の方も、入社後の研修で
必要なスキルを身につけることができ、資格取得も

東京都中央区日本橋３丁目
１２－２　朝日ビルヂング
７Ｆ

株式会社　アクティ
オ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木作業員 当社において下記の業務に従事していただきます。
・土木作業（道路など）、土砂埋め戻し
・型枠、足場組立、など
＊現場は主に宮古市内～岩泉町です。

岩手県宮古市大通２丁目７
番３号

株式会社　ＮＥＸＲ
ＯＷ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他


