
看護師 交替制あり
(1)8時30分～17時15分

5人 194,100円～211,600円 (2)16時30分～1時15分
(3)0時30分～9時15分

正社員 45歳以下 03010-16598611
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
1人 172,000円～172,000円

正社員以外 不問 03010-16614711

(1)8時00分～17時00分
1人 244,160円～452,810円

正社員 59歳以下 04010-42470211
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 324,200円～566,330円

正社員 59歳以下 施工管理経験：１年以上 04010-42483611
介護福祉士 変形（1ヶ月単位）

(1)7時30分～16時30分
1人 155,040円～204,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

正社員以外 64歳以下 03030- 2565211
測量士、測量士補 変形（1年単位）

いずれか (1)8時30分～17時30分
1人 普通自動車免許一種 155,000円～240,000円 (2)8時30分～12時00分

正社員 不問 03030- 2566511
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

1人 187,600円～237,000円 (2)8時30分～12時30分

正社員 59歳以下 03030- 2568011
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 301,920円～535,230円

正社員 59歳以下 施工管理経験：１年以上 04010-42125011

(1)8時00分～17時00分
1人 244,160円～452,810円

正社員 59歳以下 04010-42178111
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)9時00分～18時00分
2人 194,000円～214,000円

正社員 64歳以下 03010-16431511
大型自動車免許 変形（1年単位）
フォークリフト (1)8時00分～17時00分

1人 あれば尚可 173,125円～173,125円

正社員 59歳以下 03030- 2548811

(1)8時30分～17時30分
1人 135,027円～135,027円

正社員 59歳以下 製造業の経験があれば尚可 03030- 2551311
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

各種整備資格あれば尚可 (1)8時00分～17時00分
1人 144,500円～300,000円

正社員 64歳以下 03030- 2552611
大型自動車免許 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
1人 小型移動式クレーン 144,500円～300,000円

正社員 64歳以下 03030- 2555711
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
中型自動車免許 (1)8時00分～17時30分

1人 あれば尚可 181,050円～276,900円

正社員 59歳以下 塗装経験あれば尚可 03030- 2556811
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)9時00分～18時00分
1人 174,660円～240,690円

正社員 59歳以下 営業経験あれば尚可 03030- 2557211
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

足場の組立て等作業主任者 (1)8時00分～17時30分
1人 あれば尚可 191,700円～255,600円

足場の組立・解体の経験

正社員 59歳以下 あれば尚可 03030- 2559411
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- 2561911
1

事業所名
求人番号

看護師Ａ（沿岸地域の県立
病院７病院）

・看護業務　等
＊採用後３年間は沿岸地域の県立病院７病院のいず
れかで勤務し、その後、県内２０病院６地域診療セ
ンターのいずれかに勤務します。＊採用予定日は、
原則として令和４年４月１日です。

岩手県盛岡市内丸１１－１
盛岡合同庁舎７階
岩手県医療局

岩手県医療局

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

（8月13日時点の内容です）

８月１０日　から　　８月１３日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は８月２６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

令和３年９月末現在、
同職として業務に通算して３

年以上従事した経験を
有する方

現場管理補助（空調・衛生
設備課）

※未経験・ブランクのある方も歓迎します。
・空調、衛生設備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

事務職（北りあす支店） 北りあす支店において、金融機関事務を担当してい
ただきます。・窓口対応・端末操作・伝票起票・そ
の他、上記に付随する業務および指示された業務
＊雇用期間について　雇用期間は初回７ヶ月、次回
年度末まで。その後は１年毎の更新となります。

岩手県盛岡市内丸１６－１ 東日本信用漁業協同
組合連合会　岩手支
店

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）
金融窓口経験あれば尚可

介護福祉士／日勤 入院患者（１病棟４０名位）の介助支援を行いま
す。・食事、入浴、トイレなどの介助　＊各病棟に
は１０～１５名の介護士がおります。リハビリテー
ション病棟では、他の職種と共働で患者さんの身体
機能障害からの回復を図ります。

岩手県宮古市保久田８番３
７

特定医療法人　弘慈
会　宮古第一病院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

現場管理（土木課） 建設現場における土木工事の管理業務に従事して頂
きます。現　場：工程管理、安全・品質管理、写真
撮影等　事務所：書類作成、写真管理、データ入力
等　　ＰＣは基本操作（エクセル・ワード）が出来
れば問題ありません。

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

測量士・測量士補 測量業務全般。土木・建築工事にあたり、土地の位
置・形状を測量する仕事です。専門の機器や技術を
使いますので、測量業務の経験がある方からの応募
をお待ちしています。また、測量データの入力など
パソコンを使う仕事もあります。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字三本松１番

有限会社　岩泉測量
設計

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

測量経験、ＰＣ操作（ワー
ド・エクセル）出来る方、Ｃ

ＡＤ操作できれば尚可

パソコン操作（ワード・エク
セル）可能な方

現場管理（建築課） 建設現場における建築工事の管理業務に従事して頂
きます。現　場：工程管理、安全・品質管理、写真
撮影等　事務所：書類作成、写真管理、データ入力
等　　ＰＣは基本操作（エクセル・ワード）が出来
れば問題ありません。

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

医療事務 医療事務に係る業務を行っていただきます。
・受付窓口での患者様の対応（受付・精算等）
・レセプト入力、パソコン入力業務
・電話対応
・その他付随する業務

岩手県宮古市大通一丁目３
－２４

後藤泌尿器科皮膚科
医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

会員管理スタッフ（宮古支
店）

○互助会へ入っていただいている会員様のサポート
業務　会員様のお宅へ定期訪問、集金、電話応対等
互助会に入っていただいている「本来の意味」（儀
式の大切さなど）を会員様にお伝えしていくお仕事
です。

岩手県盛岡市津志田南３丁
目１４番６５号

株式会社　サンファ
ミリー　（愛グルー
プ）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

現場管理補助（電気設備
課）

※未経験・ブランクのある方も歓迎します。
・電気設備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

計量・梱包作業および組
立・検査作業

計量器を使用して作業、梱包作業を行います。
・電子部品の出荷における計量業務
・製品毎に数種類の梱包材を使用し、決められた仕
様に従い梱包
・立ち作業です

岩手県宮古市板屋３－１１
－１５

株式会社　エム・ア
イ・エス東北工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

整備経験のある方
あれば尚可

トラック運転手／田老工場 ７ｔトラック運搬業務全般となります。
・産業廃棄物の運搬業務
【運送範囲】
釜石市から宮古市回収、田老工場に運搬
　

岩手県宮古市港町２－４ 株式会社　丸才　宮
古営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

運転手：岩泉 レンタル用建設機械器具の配達に従事していただき
ます。　　　　
・８ｔ平ボデータイプのトラックの運転
・有資格者の方は建設重機、小型移動式クレーン
（ユニック）の操作があります。

岩手県宮古市板屋１丁目２
－７

株式会社　イブキ産
業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

玉掛け等の資格
あれば尚可

整備業務：機材センター レンタル用建設機械及び車両等の点検整備を行いま
す。
○バックホー、ダンプ、ユニック車、発電機等々、
多様な職種の建設機械・車両の点検業務や、それに
伴う整備

岩手県宮古市板屋１丁目２
－７

株式会社　イブキ産
業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業／宮古 一般住宅・マンション・アパート等建築物の外壁・
屋根塗装工事の営業を行っていただきます。
・チラシポスティング、契約
＊営業移動には社用車（ＭＴ車）を使用

岩手県宮古市田鎖第１２地
割１０番地５

有限会社　東北ペイ
ント

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

塗装工／宮古 一般住宅の屋根外壁塗装工事を行っていただきま
す。
・足場組立、解体補助
・養生、洗浄、コーキング等
・塗装作業補助

岩手県宮古市田鎖第１２地
割１０番地５

有限会社　東北ペイ
ント

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

足場作業員／宮古 当社において下記の作業を行っていただきます。
・当社保有のクサビ足場を使用し、お客様宅の足場
仮払工事を行います。
・主に足場組立、解体の作業
・その他付随する業務

岩手県宮古市田鎖第１２地
割１０番地５

有限会社　東北ペイ
ント

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８月１９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



介護福祉士あれば尚可 変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

1人 142,000円～178,000円 (2)7時00分～16時00分
(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030- 2562111
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 180,000円～340,000円

機械操作の経験

正社員 59歳以下 あれば尚可 03030- 2563711
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
5人 160,000円～170,000円

有期雇用派遣労働者 不問 03070- 4194511
普通自動車免許一種 交替制あり

(1)7時00分～16時00分
5人 160,000円～170,000円

有期雇用派遣労働者 18歳以上 03070- 4195411

(1)8時00分～17時00分
3人 230,800円～316,100円

正社員 64歳以下 04010-41869711
普通自動車免許一種

フォークリフトあれば尚可 (1)8時30分～17時30分
1人 170,000円～200,000円

正社員 不問 03030- 2536611
普通自動車免許一種

日商簿記３級 (1)8時00分～17時00分
1人 建設業経理士２級 128,148円～141,400円

あれば尚可

正社員 59歳以下 03030- 2537911
普通自動車免許一種
簿記実務検定３級 (1)8時30分～17時30分

1人 あれば尚可 150,000円～180,000円

正社員 59歳以下 03030- 2538111
保育士 変形（1ヶ月単位）

1人 153,360円～170,400円

正社員以外 59歳以下 03030- 2542011
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時20分

1人 140,000円～143,000円

正社員 59歳以下 03030- 2546111
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)7時00分～19時00分
1人 大型自動車免許 220,000円～245,000円

フォークリフト
あれば尚可

正社員 64歳以下 経験があれば尚可 04070- 1913511

2

中型・大型運転手（宮古営
業所）

●中型・大型トラックでの近県配送業務
中型・大型増トントラックにて県内又は近県より積
込した荷物を配送します。基本は一般道路を使用し
運行します　※働き方に応じて１０～３０日程度の
運転、積込指導をします。

宮城県登米市迫町北方字舟
橋前３０

株式会社　大一物流

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

仕上兼二次加硫係 ゴム製品（オイルシール）の仕上げ加工業務全般
・手作業や油圧プレスを操作しゴム製品のバリ取り
・受注規格書をもとに加工
全てハンドメイドとなるため技術の習得には時間を
要しますが、担当が丁寧に指導します。

岩手県下閉伊郡岩泉町小本
字内の沢２―２

有限会社　岩泉ゴム
工業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

保育士／正社員以外 園児の保育業務全般を行っていただきます。
・保育実務　・日誌や園児の連絡ノート記載
・各計画の作成　・園児の安全、健康管理業務
・ほか、行事等の準備や環境整備など
＊担当クラス等は採用後に決定となります。

岩手県宮古市花輪第４地割
２番地１

社会福祉法人　慈愛
会　花輪保育所

雇用期間の定めなし
又は7時00分～19時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

事務局事務員 法人事務局で、運営に関する事務全般を担当してい
ただきます。
・人事関係　・経理会計処理（会計ソフト使用）
・給与事務（給与ソフト使用）　・社会保険手続き
・各事業所に関する事務処理

岩手県宮古市保久田３－２
１

特定非営利活動法人
宮古地区いきいき
ワーキングセンター

雇用期間の定めなし 経理事務の経験
パソコン基本操作

（エクセル・ワード）
岩手県宮古市

一般事務 ○パソコン操作（伝票入力、会計ソフト入力、表計
算、書類作成等）　○電話・来客対応　○検針、集
金等　○その他付随する業務
※簿記資格のある方、または事務経験のある方を希
望します。

岩手県下閉伊郡山田町長崎
３丁目２番２９号

山田ガス　有限会社

雇用期間の定めなし
事務経験、ＰＣ基本操作
(Word・Excel等)可能な方

岩手県下閉伊郡山田町

鮮魚選別員 漁船入港後、魚市場に魚を搬入して販売する段取り
を行っていただきます。
○水揚げ報告の為の魚種別の数量・金額等の簡単な
帳簿記入
○初めての方でも指導致します

岩手県宮古市鍬ヶ崎上町６
－２８

有限会社　山智商店

フォークリフト：入社
後、必要に応じて取得

可能
（会社負担）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木施工管理（未経験者） 〇土木施工管理（未経験者）〇土木工事現場におい
て、現場監督の助手をして頂きます。工作物の寸法
測定や、地中に埋まる箇所等の写真撮影をして、図
面通りの寸法が確保されているか画像を保全するお
仕事です。先輩社員がフォローしながら安全に従事

宮城県仙台市青葉区一番町
２丁目２－１３　仙建ビル
３階

株式会社　クランク

雇用期間の定めなし
ワード、エクセル等

基本操作
岩手県宮古市、他

オイルシール成形オペレー
ター（岩泉町）

【オイルシール成形オペレーター】
〇自動車部品（合成ゴムを原料としたもの）をブレ
ス機にセットし加工する業務です。
「オイルシールとは・・・」・自動車のエンジン部
品に使われる部品です。

岩手県北上市大通り３丁目
２－５　北上センタービル
３階

株式会社　セレク
ティ　岩手支店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

又は16時00分～1時00分 岩手県下閉伊郡岩泉町

オイルシールの仕上げ・検
査（岩泉町）

【オイルシールの仕上げ・検査】
〇加工されたオイルシールに欠品（キズ等）がない
かチェック　・目視検査（目で確認する検査）
「オイルシールとは・・・」・自動車のエンジン部
品になどに使われる部品を指します。

岩手県北上市大通り３丁目
２－５　北上センタービル
３階

株式会社　セレク
ティ　岩手支店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

冷凍機械管理主任 冷凍機械運転業務を行います。
・冷凍機械操作
・加工機械の保守、メンテナンス
・点検及び整備等
・他１名おります。工場移動は社用車使用です。

岩手県宮古市藤原一丁目５
－９

有限会社　大井漁業
部　大印冷凍工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職／グループホームい
わいずみ

グループホームいわいずみの入居者９名に対する、
介護サービスを提供して頂きます。
・入浴、排泄、食事、移動等の介助
・レクリエーションの企画運営
・その他、記録や送迎等の入居者様の生活支援全般

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

介護福祉士があれば
無期雇用契約となります

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 簡単なタブレット

端末の操作
岩手県下閉伊郡岩泉町


