
車両系建設機械運転技能 変形（1年単位）
あれば尚可 (1)8時00分～17時00分

4人 186,667円～233,334円

土木作業経験あれば尚可

正社員 59歳以下 ※未経験者も大歓迎です 03030- 3592011
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

調理師
1人 160,250円～330,625円

正社員 64歳以下 調理経験あれば尚可 03030- 3593311
変形（1ヶ月単位）

2人 175,000円～175,000円

正社員 不問 03030- 3594611
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時00分
1人 141,751円～141,751円

正社員 40歳以下 03030- 3595911
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時00分
2人 141,751円～141,751円

正社員 45歳以下 03030- 3597711
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)9時00分～17時45分
1人 192,866円～250,908円

正社員 59歳以下 04010-62103111
８トン限定中型自動車免許 変形（1年単位）

中型自動車免許 (1)5時15分～14時15分
1人 158,000円～158,000円

正社員 64歳以下 03030- 3588111
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
1人 160,000円～250,000円 (2)17時30分～8時30分

正社員 64歳以下 一般的なＩＴスキル 03030- 3589711
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時00分

3人 保育士 173,800円～178,000円

正社員 59歳以下 03030- 3580811
調理師

食品衛生責任者 (1)8時00分～16時20分
1人 あれば尚可 170,000円～230,000円

正社員 59歳以下 03030- 3584011
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 160,000円～180,000円

正社員 64歳以下 03010-23432011
変形（1ヶ月単位）

1人 180,000円～180,000円

正社員以外 不問 13130-25931511
看護師
准看護師 (1)8時15分～17時15分

1人 いずれか 172,000円～232,000円

正社員 59歳以下 03030- 3561611
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 206,456円～206,456円 (2)20時00分～5時00分

正社員以外 18歳以上 03030- 3562911
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

2人 135,000円～145,000円 (2)20時00分～5時00分

正社員 18歳～59歳 03030- 3565811
大型自動車免許 変形（1年単位）

車両系建設機械運転技能 (1)8時00分～16時30分
1人 あれば尚可 150,000円～160,000円

大型自動車乗務経験

正社員 59歳以下 あれば尚可 03030- 3566211
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00分

2人 小型移動式クレーン 195,500円～345,000円
フォークリフト

溶接技能者,玉掛作業者あれば尚可

正社員 64歳以下 資材管理、資材運搬 03030- 3567511
大型自動車免許 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～17時00分
3人 184,000円～276,000円

正社員 64歳以下 大型ダンプ運転経験者 03030- 3569011
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（11月19日時点の内容です）

１１月１５日　から　　１１月１９日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は１２月２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

調理担当 龍泉洞温泉ホテルの厨房において、下記業務に従事
していただきます。・宿泊客および日帰り宴会客に
提供する料理、仕出し料理等の調理全般（和食・洋
食・中華全般）　・岩手県立岩泉高等学校寄宿舎の
給食業務　・食材の管理（棚卸）

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字府金４８

株式会社　岩泉総合
観光

雇用期間の定めなし
又は6時00分～20時00分
の間の7時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

事業所名
求人番号

現場作業員 当社請負の各現場にて以下の業務時従事していただ
きます。
・土木工事全般（各現場により作業内容が異なりま
す）　・その他付随する業務
＊未経験者も大歓迎

岩手県宮古市西町１丁目２
番２３号

恵比寿建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

菓子販売員 菓子包装および店内の販売業務
・和菓子の個包、箱詰め、包装　・店頭における接
客応対、販売、会計　・注文による町内配達　・店
内清掃　＊配達の際には、社用車（ライトバン）を
運転します

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字下宿３７

有限会社　中松屋

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

ホテルフロント（日勤） ホテル宮古ヒルズステーション店において、フロン
ト係に従事していただきます。
・宿泊のお客様のチェックイン、チェックアウト業
務　・インターネットによる予約受付等の管理　・
パソコンを使用して情報入力等の基本操作

岩手県宮古市和見町５－１ ブリーズベイオペ
レーション６号　株
式会社　（ホテル宮
古ヒルズステーショ
ン店）

雇用期間の定めなし
又は8時00分～22時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市
パソコンによる

文字入力の基本操作

エクセル・ワード
（商品名・数量等の入力）

地域営業（業務用厨房機器
の販売）

個人ごとに担当するエリアを与えられ、自分の担当
エリアのお客様（飲食店をはじめ、病院・スーパー
など）に対して快適な厨房づくりのための機器提案
を行うお仕事です。

宮城県仙台市青葉区昭和町
２－３８

ホシザキ東北　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

在庫管理及び配達員 菓子の在庫管理を行います。
・在庫数の確認と記録　・和菓子の個包、箱詰め、
包装、店内の清掃業務　・注文による町内配達や状
況により盛岡店までの配達をお願いする場合あり。
配達は社用車（ライトバン）を運転します。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字下宿３７

有限会社　中松屋

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町
エクセル・ワード

（商品名・数量等の入力）

総合職 ○医療事務業務、総務業務、薬剤補助業務、病棟業
務など　＊各部署いずれかに配属となり、部署異動
により様々な業務経験を積んで頂きます。＊日・当
直勤務（電話受付・院内見回り等）が月数回程度有

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

運転手（食料品） ○３ｔ冷凍車による食料品（冷凍・チルド品）の配
送。
・配送コース：宮古市内、山田町、釜石方面や田老
方面　※車両は配送前点検を毎日実施します。

岩手県宮古市西町一丁目７
－３２

有限会社　東北物流
運輸

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

※フォークリフト運転資
格についてはあれば尚可

調理員／丼の店おいかわ
宮古魚菜市場店（正社員）

主にお刺身、海鮮丼などの食事を提供しているお店
です。・調理員として、調理業務全般を担当してい
ただきます。・お魚を捌いたり、丼物の調理および
盛り付けや飲み物作り等を行っていただきます。

岩手県宮古市板屋３丁目２
－６

株式会社　ダイニン
グ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

保育教諭 平成２７年１１月より「認定こども園宮古ひかり」
として開園いたしました。０歳から５歳児の保育を
行っています。経験によってはクラス担任として業
務を行っていただきます＊幼稚園教諭と保育士の両
方の資格をお持ちの方を対象とした求人になります

岩手県宮古市西町３丁目３
－２６

学校法人　岩手キリ
スト教学園　認定こ
ども園　宮古ひかり

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

幼稚園教諭免許
（専修・１種・２種）

和食調理経験あれば尚可
※経験者は採用面で
優遇します。見習可

ドコモショップスタッフ＜
宮古千徳店＞宮古市

ドコモショップ宮古千徳店　カウンター窓口業務
・スマートホン、タブレット、携帯電話の販売
・契約手続き（新規・変更・解約）
・端末操作案内
・その他　店舗運営に関わる業務全般

東京都江東区豊洲３丁目２
－２４　豊洲フォレシア

ＭＸモバイリング
株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は9時45分～19時00分

の間の7時間以上
岩手県宮古市

宅配水配送・サーバーメン
テナンス・事務処理（宮古
営業所）

１．宅配水のルート配送・請求業務　既存顧客（個
人・法人）に訪問・納品・請求書作成・集金。車両
はキャラバンでの配送です！年１回のサーバー交換
（サーバーメンテナンス）新規顧客へのサーバー設
置・解約時の撤去。

岩手県盛岡市東見前９－７
２

株式会社　セントラ
ルオートガラス

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市
エクセル・ワード・
簡単な関数入力

分野・業種を問わず接客
経験があるとなおよい

各種機械オペレーター 携帯電話やスマートフォンで使用される電子部品
（コネクタ）製造に従事します。
・自動組立機械による組立作業　・プラスチック成
形及びプレス作業　・細かな目視作業があります

岩手県宮古市赤前第２地割
２１番地２

東北ヒロセ電機　株
式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

看護師 リハビリデイホームあすも　介護多機能ホームあす
もにおいて下記の業務に従事して頂きます。・看護
業務およびそれに伴う報告書の作成　・介護業務全
般　・機能訓練　・健康相談等　・その他付随する
業務○パート勤務希望の方のご相談に応じます。

岩手県宮古市大通３丁目６
番５１号

リハビリデイホーム
あすも　介護多機能
ホーム　あすも

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

運転手（タンクローリー・
４ｔ車）

タンクローリーと４ｔトラックでの運転業務となり
ます。
＜タンクローリー＞
・化学薬品の運搬業務　・宮古市～北上市間の運転
１ヶ月：１０回～１２回位

岩手県宮古市磯鶏２丁目４
－２３

株式会社　カクヒロ
陸運

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

成形・組立オペレーション
作業

電子機器部品（コネクター）の個品（部品）や製品
の成形・組立オペレーター業務をしていただきま
す。・勤務形態として約３ヶ月間の昼勤での業務実
習後、昼夜の交代勤務のシフトあり　・未経験の方
もご応募下さい。担当社員が指導します。

岩手県宮古市津軽石第１６
地割９－１

株式会社　中村電子

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

大型ダンプ運転手 建設現場における残土、砕石、産業廃棄物等を大型
ダンプ１０ｔ車で運転運搬に従事します。
・運搬に伴う積込みや軽作業　・主な現場は山田
町、県内外　・運搬の作業がない日には現場作業に
従事する場合もあります。

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第１４地割３１－２

佐々総業　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

建設資材管理・機械整備・
資材運搬業務／正社員

業務内容
・建設機械の整備　・建設資材の在庫管理
・作業現場までの資材の運搬業務
＊資材管理、資材運搬の経験必須
皆様のご応募をお待ちしております。

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第１４地割３１－２

佐々総業　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

◎ 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１１月２５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）
大型特殊自動車免許 (1)8時00分～17時00分

1人 移動式クレーン運転士 184,000円～345,000円
玉掛技能者あれば尚可

正社員 64歳以下 03030- 3570911
１級土木施工管理技士 変形（1ヶ月単位）
２級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

1人 ２級建築施工管理技士 253,000円～460,000円
いずれか

正社員 64歳以下 03030- 3571111
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 (1)8時00分～17時00分
1人 大型特殊自動車免許 195,500円～345,000円

玉掛技能者
重機オペレーター経験

正社員 64歳以下 あれば尚可 03030- 3572711
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
2人 195,500円～345,000円

正社員 64歳以下 03030- 3573811
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
1人 195,500円～345,000円

正社員 64歳以下 03030- 3574211
大型自動車免許 変形（1年単位）

(1)8時00分～16時30分
1人 165,000円～180,000円

正社員以外 不問 大型ダンプ運転あれば尚可 03030- 3576411
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 (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- 3553611
看護師 交替制あり
助産師 (1)8時30分～17時15分

1人 いずれか 184,500円～251,400円 (2)16時30分～1時15分
(3)0時30分～9時15分

正社員以外 不問 03030- 3555111
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 136,500円～139,500円

正社員 64歳以下 簡単な入力操作 03030- 3556711
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30分

1人 小型移動式クレーン 210,000円～230,000円
玉掛技能者あれば尚可

正社員 64歳以下 小型移動式クレーン操作 03030- 3557811
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時45分～17時30分
1人 160,000円～180,000円

正社員 35歳以下 ワード・エクセル 03010-23247511
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
大型自動車免許 (1)8時00分～17時00分

2人 大型特殊自動車免許 220,000円～220,000円
あれば尚可

正社員 不問 03020- 1978311
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 04010-61142911

(1)8時00分～17時00分
1人 244,160円～452,810円

正社員 59歳以下 04010-61158311

2

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）・現場での安全管理・書類作成・ミーティング

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

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

ダンプ運転手 各工事現場間の土砂や砂利の運搬業務に従事してい
ただきます。・現在の現場は県内（北上、宮古な
ど）→県外の現場を希望の方はご相談ください・１
０ｔダンプを使用・車両の点検、洗車、保守・その
他、土木作業など※現在、女性も活躍しております

岩手県釜石市浜町１丁目１
番１号　釜石ビル３０８

株式会社　ダイセー

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

補聴器販売（宮古店） 聴こえについてお困りの方々に対し、コミュニケー
ションの手段として補聴器を販売する仕事です。
・研修期間として３ヶ月設けます。１週間のメー
カー研修（東京）を予定しています。※現在は、コ
ロナの影響で中止しております。

岩手県盛岡市盛岡駅前通８
－１４

株式会社　岩手リオ
ン補聴器センター

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

配送運転手 住宅用建材の配送業務を行います。　・配送車は４
ｔ車（小型移動式クレーン付）・積込み、荷下ろし
作業　・エリアは岩手県内全体、場合によって月１
回程度宮城方面の配送があります。　宮城（気仙
沼・石巻等）方面への配送の際は、早朝勤務で日帰

岩手県宮古市実田１丁目５
番１３号

株式会社　ヤマウチ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

出荷業務 出荷業務を行っていただきます。注文書に応じて、
生産された品物を収集し、出荷していただきます。
事務業務もあり、簡単なパソコン操作を行っていた
だきます。

岩手県下閉伊郡田野畑村奥
地向６９番地【郵送先は別
住所】

有限会社　菊地電子
工業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師又は助産師１（会計
年度任用職員）

当院内において看護業務又は助産師業務全般を行っ
て頂きます。○２交替制、または３交替制による勤
務となり、夜間勤務が可能な方を募集　・主に入院
病棟での業務・状況により外来対応あり・その他付
随する業務　＊夜間勤務専従で勤務可能な方も募集

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第１
地割１１番地２６

岩手県立　宮古病院

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

大型運転手 当社保有の大型１０ｔダンプの運転を行います。
・土砂やアスファルト合材の工事現場間の運搬業務
・現場は主に宮古、下閉伊地区　　　　　　　　　
＊大型ダンプ経験者を優遇します

岩手県宮古市小山田４丁目
７番６号

富士運送　有限会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

営業兼ＣＡＤオペレーター 業務内容　・図面作成のためのＣＡＤ作業業務　・
現在、一般住宅や橋桁、防潮堤など様々な工事を
行っており、その工事に係る業務　・現場打合せし
たものを作図　・施工方法の提案
＊ＣＡＤオペレーター経験ある方優遇

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第１４地割３１－２

佐々総業　株式会社

雇用期間の定めなし
パソコン操作（ワード・
エクセル）の出来る方

岩手県下閉伊郡山田町

足場作業員 建設現場での足場組立・足場解体作業等の業務（学
校、商業施設、一般住宅、ビル、マンション、橋梁
等）　・実務経験を積んだのち、本人の適性を見
て、営業業務、現場管理職や若手指導員等に就いて
いただきます。＊現場未経験でも応募可能

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第１４地割３１－２

佐々総業　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

重機オペレーター 建設現場において　・車両系機械操作　・大型ダン
プへの積み込み等の業務を行っていただきます。＊
現場により直行直帰の場合があります　＊経験がな
い方は土木作業から覚えていただきます　＊重機オ
ペレーター経験ある方優遇

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第１４地割３１－２

佐々総業　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

土木施工管理技士 業務内容　・現場の施工管理、工程管理、安全管
理、発注担当者との打ち合わせ等を行います。・パ
ソコンによる書類作成やメール等も行います。・状
況により土木作業に従事する場合があります。
＊県外出張あり　＊施工管理経験者優遇

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第１４地割３１－２

佐々総業　株式会社

雇用期間の定めなし
パソコン操作（ワード・
エクセル）の出来る方

岩手県下閉伊郡山田町

クレーンオペレーター 業務内容　・クレーン機械操作　・一般新築住宅材
料吊　・防潮堤建設現場等の積み込み等
＊現場により直行直帰の場合もあります　＊クレー
ンオペレーター経験ある方優遇　＊県外出張あり
玉掛け資格あれば尚可

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第１４地割３１－２

佐々総業　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町


