
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
(1)8時45分～17時15分

1人 155,000円～370,000円

正社員 59歳以下 住宅建築の経験者優遇 03010-21793511
保育士あれば尚可 交替制あり

(1)7時15分～16時15分
1人 145,000円～148,000円 (2)8時00分～17時00分

(3)9時30分～18時30分

正社員 不問 03030- 3291511
1級冷凍空気調和機器施工技能士 変形（1年単位）
２級管工事施工管理技士 (1)8時30分～17時30分

1人 １級配管技能士,いずれか 143,033円～230,000円
普通自動車免許一種

正社員 不問 03030- 3293011
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

1人 143,000円～160,000円

正社員 59歳以下 検査業務経験あれば尚可 03030- 3296911

(1)8時00分～17時30分
1人 176,400円～275,200円

正社員 64歳以下 03030- 3298711
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時15分

1人 143,867円～143,867円

正社員以外 不問 03030- 3300911

(1)10時00分～19時00分
3人 190,000円～400,000円

正社員 35歳以下 04010-57438811
変形（1年単位）
(1)8時15分～17時15分

1人 142,649円～142,649円

正社員以外 64歳以下 03030- 3287611
栄養士

管理栄養士 (1)8時30分～17時15分
1人 あれば尚可 141,100円～222,800円

正社員以外 不問 03030- 3288911
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 (1)8時30分～17時30分
1人 介護福祉士 143,000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- 3290211
変形（1ヶ月単位）

2人 172,000円～206,400円

正社員以外 不問 04010-57282611
薬剤師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
2人 250,000円～400,000円 (2)8時30分～12時30分

正社員 59歳以下 13010-91858411
普通自動車免許一種

(1)9時00分～17時30分
1人 150,000円～250,000円

正社員 35歳以下 03010-21660811
普通自動車免許一種

1人 417,000円～417,000円

正社員 64歳以下 総務・経理実務経験 03030- 3280711
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

介護職員初任者研修修了 (1)8時30分～17時30分
1人 介護福祉士 143,000円～153,000円 (2)9時30分～18時30分

あれば尚可 (3)17時00分～9時00分

正社員 64歳以下 03030- 3281811
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
2人 146,880円～172,800円

正社員 64歳以下 03030- 3282211
変形（1年単位）

1人 155,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030- 3284411
８トン限定中型自動車免許 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～170,000円 (2)16時30分～0時00分
(3)0時00分～7時30分

正社員 59歳以下 ４ｔ車乗務経験 03030- 3285011
1

（10月29日時点の内容です）

１０月２６日　から　　１０月２９日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は１１月１１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

保育士補助／正社員 令和４年４月開所予定小規模保育事業ククナの家で
乳児０歳～３歳の保育補助業務に従事します。
・遊び：子どもが喜ぶ遊びの相手と危険回避の為の
見守り。・食事：給食、おやつの見守りと必要なと
きには介助。・睡眠：入眠時と睡眠時の見守り。

岩手県宮古市実田１丁目３
－１６

特定非営利活動法人
輝きの和

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

施工管理（宮古支店） 住宅建築現場の・安全管理・品質管理・工程管理
（材料等の手配）・予算管理（発注）・現場管理
※資格は問いません。経験・資格等によっては上記
の補助業務から担当します。「働き方改革関連認定
企業」※くるみん認定

岩手県盛岡市北飯岡一丁目
１－８２

パルコホーム　（株
式会社　日盛ハウジ
ング）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

子育て支援員研修修了者
または今年度受講予定者

オイルシールの仕上げ・検
査

受注製品の型に加工されたオイルシールの仕上げ及
び検査業務を行っていただきます。その他、付随す
る業務となります。主に自動車エンジン部分に使用
するものを、製造しています。


岩手県下閉伊郡岩泉町小本
字長内２６

岩手アライ　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

管工事作業員・技術者 冷凍機設置工事全般及び附帯作業のうちの管工事作
業　・主に、商店、コンビニエンスストア、水産加
工関係の事業所などの工事を行っております。屋内
の給排水工事はもとより、冷暖房機、業務用冷蔵庫
等の設置にかかる工事もあります。

岩手県宮古市津軽石第１０
地割３３７－１７

有限会社　赤松エン
ジニアリング

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市
現場管理経験者又は現場
作業経験者あれば尚可

クリンクルー（崎鍬ヶ崎）
フルタイム

請負先施設内において、以下の業務を行っていただ
きます。
・掃除機・モップ・ホーキ・タオル等を使って廊
下、階段、各部屋（病室含む）、トイレ等の掃除、
ゴミの回収を行います。

岩手県宮古市長町１丁目９
－１７

リアス環境管理　株
式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

菌床椎茸の栽培等／正社員
１

菌床椎茸の栽培、集出荷にかかる作業に従事してい
ただきます。・収穫、箱詰め、パック詰め、箱作り
・菌床の製造、培養にかかる作業　※経験のない方
には丁寧に指導いたしますので、安心してご応募下
さい。特に力仕事はありません。

岩手県下閉伊郡岩泉町浅内
字下栗畑６８－１１

株式会社　岩泉きの
こ産業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

水産加工員 主に生イカの加工業務を行います。
・イカの生処理作業（皮むき、腹割り等）
・刺身作り工程での計量や盛り付け
・パック・包装や箱詰め作業
加工品は冷凍商品として出荷されます。

岩手県宮古市長町２丁目３
－１

共和水産　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

パソコン操作（ワード・エク
セル）操作の出来る方

携帯ショップカウンタース
タッフ

携帯ショップにて、お客様からの様々なお問合せに
対応していただきます。《具体的には・・・》１・
お客様ご来店　２・お問合せや、ご用件に応じた
サービスを提供　３・携帯の新規ご契約や機種変更
のご案内　３・タブレットやＰＣを使ってお手続き

宮城県仙台市青葉区五橋１
丁目６－６　五橋ビル９Ｆ

株式会社　サンリ
キュール　仙台営業
所

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て下記の業務を行っていただき
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
・その他付随する業務

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

栄養士／（会計年度任用職
員）

病院の栄養士業務全般を行っていただきます。
・給食材料の発注、食材等の納品確認、伝票整理
・入院患者の献立作成、栄養指導等（パソコンデー
タ入力・資料作成含む）※採用開始時期は採用確定
後に本人と相談のうえ決定

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

薬剤師／岩手県宮古市（新
規オープン）

調剤薬局における業務全般　・調剤業務、処方監
査、投薬指導、薬歴管理、医薬品の在庫管理、一般
用医薬品等の販売。在宅業務等　※１１月に新規
オープン予定※新規オープンに伴う求人の為、別店
舗にて研修勤務が発生する場合があります。

東京都千代田区丸の内１－
９－２
グラントウキョウサウスタ
ワー１２Ｆ

株式会社　ファーマ
みらい

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

薬学に関する知識全般。
調剤薬局や医療業界での

経験があれば尚可

ガソリンスタンド販売ス
タッフ

・車の誘導、給油、窓拭き、清掃、洗車、軽作業な
どのガソリンスタンド業務全般をお願いします。
・オープニング当初から改良を積み重ねてきた「わ
かりやすいマニュアル」で研修をします。

宮城県名取市本郷字大門１
６１

株式会社　東日本宇
佐美　東北支店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は6時00分～22時00分

の間の8時間程度
岩手県宮古市

総務・経理管理職 総務・経理の管理職として下記の業務を行っていた
だきます。○パソコン（会計ソフト）を使ったデー
タ入力　○新商品の開発イベント企画にかかるデー
タ入力　○給与計算　○電話・来客対応、事務所内
清掃　○その他、付随する業務

岩手県宮古市田老字小堀内
１９－１５

しあわせ乳業　株式
会社

雇用期間の定めなし
又は8時30分～18時00分
の間の8時間

岩手県宮古市

総合職（宮古出張所） エリア内の医療機関へ当社の医療機器を主にレンタ
ルするためのプレゼンテーションを行ったり機器の
在宅設置（個人宅）、取扱い説明、点検等を行う総
合職です。

岩手県盛岡市下太田下川原
１２－１

フクダライフテック
北東北　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員 デイサービスの介護業務全般に従事していただきま
す。・１５名程度の利用者の方を５名の職員で介護
いたします　・食事、入浴、排せつ介助　・レクリ
エーション　・送迎の運転業務　＊資格・経験は問
いません＊介護職員初任者研修資格取得の支援あり

岩手県下閉伊郡山田町石峠
第２地割３５

特定非営利活動法人
石峠宅老所

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

介護員または介護補助員 「グループホームひなた」において、介護業務全般
に従事していただきます。　・食事・入浴・排泄の
支援　・見守り、介助、レクリエーション　・病院
受診時の同行等　・入居定員９名　＊介護職員初任
者研修修了者や介護福祉士などの資格所持者は尚可

岩手県宮古市津軽石第１３
地割２０８番地１６０

株式会社　風和璃

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

運転手 ４ｔトラックでの、木材製品（主にチップ）等の運
転業務となります。・運搬範囲は宮古市内で藤原埠
頭から磯鶏地区までの運行となります。～資格取得
のバックアップします～○車両系建設機械等の資格
取得についてサポートがあります。

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

レジ正社員（沿岸エリア） レジ正社員として、下記の業務に従事していただき
ます。（１）レジ精算業務（２）サービスカウン
ター業務（３）レジ周りの消耗品補充やかご整理
（４）接客業務（お客様からの注文や商品場所案内
など）（５）タバコの補充・発注

岩手県下閉伊郡山田町山田
５－４１－１

株式会社　キクコウ
ストア　山田イン
ター店

雇用期間の定めなし
又は8時00分～22時15分
の間の8時間程度

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４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）
(1)8時00分～17時00分

1人 156,000円～204,000円

正社員 64歳以下 03030- 3286311
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 155,000円～155,000円 (2)8時00分～17時00分

正社員 59歳以下 03030- 3279911
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
2人 137,400円～274,800円

正社員 35歳以下 03060- 5633711
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

１,２級土木施工管理技士 (1)8時00分～18時00分
4人 あれば尚可 285,000円～360,000円

正社員 64歳以下 土木施工管理の経験者優遇 15060- 7312111
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
移動式クレーン運転士 (1)8時00分～17時00分

2人 玉掛技能者 240,000円～245,000円
車両系あれば尚可

正社員 64歳以下 15060- 7313711

2

土木作業員（舗装工・オペ
レーター・世話役）

◎建設現場（主に土木工事）での作業をしていただ
きます。力仕事以外にも、重機の運転や軽作業も
様々あるので心配しなくても大丈夫です。
＊業務拡大につき大募集いたします。６５歳以上の
方も歓迎です。

新潟県新発田市日渡１０３
番地

株式会社　石田建設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木施工管理 ・建設現場（主に土木工事）での、土木施工管理を
して頂きます。・工程、原価、測量、安全管理等
・民間の小規模現場から地図に載る様なスケールの
大きな現場まで携わっています。＊現場監督さんお
待ちしております。

新潟県新発田市日渡１０３
番地

株式会社　石田建設

雇用期間の定めなし 資格がなくても経験等により
考慮＊資格取得制度あり

岩手県宮古市

作業員　／４月採用 県内各地の山林現場においてチェンソー、刈払い機
を使用し造林保育作業をしていただきます。
・経験のない方も、現場で仕事をしながら指導しま
す。・作業用機械は貸与もありますが、本人の買い
取りも可。

岩手県奥州市水沢東大通り
２－２－５

合同会社　日々林

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

リハビリアシスタント 近藤医院リハビリデイケアセンターにおいて下記の
業務に従事していただきます。・リハビリセンター
の準備と整理整頓　・患者様のバイタル測定（自動
血圧計等を用いて）・患者さんのトレーニング補助
（マシントレーニング等）・セラピストのお手伝い

岩手県下閉伊郡山田町飯岡
第９地割２３番地１

医療法人　晃生会
近藤医院

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

溶接工 ステンレス製プールの製作・工程で、切断、組立、
本体溶接業務に従事して頂きます。
＊ガスやアーク溶接、プレス機を使用しての曲げ加
工、切断など
＊その他建設物等の鉄骨工事

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第５地割３１－７

有限会社　小原工業
溶接関係資格が
あれば尚可

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町


