ハローワーク 宮古

令和４年１月６日発行

宮古公共職業安定所

（12月27日時点の内容です）

１２月２１日 から

１２月２７日 までに受理した求人です。

＜次回発行日は１月１３日です＞

◎ 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。
職種・雇用期間・雇用形態

求人数

フロント業務（日勤）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
大型自動車運転手
1人
雇用期間の定めなし
正社員
水産食品加工員
1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
建築鉄骨加工・金属製品製
造（工場または工務）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
工具修理・取付・整備
1人
雇用期間の定めなし
正社員以外
オイルシールの仕上げ・検
査
1人
雇用期間の定めなし
正社員
肥料の製造工場従業員
1人
雇用期間の定めなし
正社員
コンクリート製品製造員
1人
雇用期間の定めなし
正社員
長距離運送運転手／けん引
車運転手
1人
雇用期間の定めなし
正社員
訪問看護／正看護師
1人
雇用期間の定めなし
正社員
訪問看護／准看護師
1人
雇用期間の定めなし
正社員
歯科助手
1人
雇用期間の定めなし
正社員
土木技術者
1人
雇用期間の定めなし
正社員
介護員（通所）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
診療放射線技師
1人
雇用期間の定めなし
正社員
理学療法士または作業療法
士
2人
雇用期間の定めなし
正社員
看護師または准看護師
3人
雇用期間の定めなし
正社員
看護職／デイサービスセン
ター
1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）
正社員以外

仕事の内容
年
齢

必要な免許資格
必要な経験など

TEL 0193－63－8609

賃

金

就業時間

ビジネスホテルのフロント業務を行います。
普通自動車免許一種
変形（1ヶ月単位）
・宿泊予約の受け付け、来客・宿泊客対応
(1)7時00分～15時00分
・宿泊料金の精算業務
170,000円～170,000円
・顧客管理などに伴うパソコン簡易操作
・問合せ等の電話対応などを行っていただきます。
35歳以下
主にコンクリート製品の道路側溝を製造していま
普通自動車免許一種
変形（1年単位）
す。・１０ｔ、７ｔ車を使用し、製品の運搬を担当
大型自動車免許
(1)8時15分～17時00分
します。・宮古管内、下閉伊郡、上閉伊郡、釜石等
玉掛技能者
173,000円～262,000円
県内への運搬です。・工場内での作業もしていただ 移動式クレーン運転士
きます。
大型自動車運転あれば尚可
64歳以下
水産品の製造加工を行います。～ 冷凍業務用商材
変形（1年単位）
と末端製品の製造 ～・鮭、イカ、サバ、汐子、い
(1)8時00分～17時00分
くら、ウニ、海草類など多くの魚種を取扱います。
143,344円～143,344円
機械使用のほか手作業もあります。・手捌きで開き
にしたり切り身にする作業
不問
建築物の柱や梁となる鉄骨製作業務に従事します。
普通自動車免許一種
変形（1年単位）
・主な業務内容は、工場機械・ロボットオペレー
(1)8時00分～17時00分
ター（材料となる鉄の切断、孔明けや溶接ロボット
165,000円～165,000円
の操作をします）、仮組み（切断と孔明けが施され
た材料を仮の溶接で製品の形に組み立てます）
ＰＣ基本操作できれば尚可
35歳以下
当社において下記の業務に従事して頂きます。・電
普通自動車免許一種
動工具、エンジン工具、石油ストーブ等の取付、修
(1)7時30分～16時30分
理、整備等 ・店舗内およびお客様宅へ訪問し作業
145,520円～171,200円
・その他付随する業務 ＊興味ある方のご応募お待
又は9時30分～18時30分
ちしています。
の間の8時間程度
45歳以下
受注製品の型に加工されたオイルシールの仕上げ及
変形（1年単位）
び検査業務を行っていただきます。その他、付随す
(1)8時30分～17時30分
る業務となります。主に自動車エンジン部分に使用
143,000円～160,000円
するものを、製造しています。
検査業務経験あれば尚可
59歳以下
当社は化学肥料、配合肥料、土壌にやさしい有機質
普通自動車免許一種
変形（1ヶ月単位）
肥料、液体肥料等を工場にて製造しています。・原
(1)8時00分～16時00分
料仕込み、混合、造粒の各作業 ・機械の運転 ・
148,000円～174,700円 (2)16時00分～0時00分
監視業務等 ＊有資格者はフォークリフト、ショベ
(3)0時00分～8時00分
ルローダ等による運搬作業もあり
18歳～40歳
主にコンクリート製品のＵ字形側溝を製造していま
普通自動車免許一種
変形（1年単位）
す。・型枠内に入れる鉄筋組み ・側溝用の型枠組
フォークリフト
(1)8時15分～17時00分
立 ・型枠内にコンクリートを流し込み、養生期間
あれば尚可
159,000円～242,000円
終了後、型枠から外す作業・使用した後の型枠掃除
などを行います。
64歳以下
○タンクローリー車を運転し牛乳輸送業務に従事し
大型自動車免許
変形（1年単位）
ます。・輸送ルートは宮古市～岩泉町または岩手町
牽引免許
(1)9時00分～18時30分
～新潟、長野、神奈川です。○トレーラーヘッドを
運行管理者（貨物）
380,000円～400,000円 (2)10時00分～19時30分
持込み、主に関東圏の牛乳の運搬業務に従事しま
整備管理者あれば尚可
大型自動車長距離運転経験、けん
す。宮古発～６日間程度で戻ります。
引車運転経験、いずれも５年以上
59歳以下
利用者様のお宅を訪問し、看護業務に従事していた
普通自動車免許一種
だきます。・バイタルチェック ・服薬管理 ・健
看護師
(1)8時30分～17時30分
康管理 ・その他付随する業務 ＊訪問には自家用
250,000円～310,000円
車を使用していただきます。借上料とガソリン代を
別途支給となります。
64歳以下
利用者様のお宅を訪問し、看護業務に従事していた
普通自動車免許一種
だきます。・バイタルチェック ・服薬管理 ・健
准看護師
(1)8時30分～17時30分
康管理 ・その他付随する業務 ＊訪問には自家用
230,000円～270,000円
車を使用していただきます。借上料とガソリン代を
別途支給となります。
64歳以下
歯科外来患者様の診療補助業務に従事していただき
ます。・患者様の案内 ・診療器具の準備 ・使用
(1)8時30分～18時30分
後の消毒 ・院内の清掃等を行っていただきます。
150,000円～150,000円
状況によっては受付業務を行う場合もあります。
パソコン基本操作
40歳以下
公共工事や一般土木工事などの施工計画案の作成○
普通自動車免許一種
変形（1年単位）
工事中における品質管理、安全管理、施工の調整な １,２級土木施工管理技士
(1)8時00分～17時00分
ど監督・指揮業務や各種書類作成○就業場所は担当
あれば尚可
200,000円～450,000円
の現場事務所が基本になりますが現場への直行直帰 土木施工管理業務経験者
ＣＡＤ操作ができれば
もあります●土木施工管理の資格をお持ちの方優遇
優遇します
64歳以下
通所リハビリテーション（デイケア）の介護業務を
普通自動車免許一種
行います。・おおよそ２０名の利用者を介護 ・食
介護福祉士
(1)8時30分～17時30分
事、入浴、排泄、健康管理、自立支援、レクリエー
あれば尚可
140,665円～200,000円
ション、送迎等 ・現在６名の介護員で担当してい
ます。
64歳以下
当クリニックにおいて、下記業務に従事していただ
診療放射線技師
変形（1年単位）
きます。＊外来患者様に対する放射線撮影業務 ＊
(1)8時30分～18時30分
患者様の誘導、画像処理、解析、医師への説明・報
220,000円～300,000円
告 ＊患者様への検査説明や相談対応 ＊院内の清
掃等の付随業務全般
59歳以下
当クリニック内において、下記業務に従事していた
理学療法士
変形（1年単位）
だきます。
作業療法士
(1)8時30分～18時30分
＊外来患者様のリハビリテーション業務 ＊リハビ
いずれか
200,000円～300,000円
リテーション計画の作成、実施、評価 ＊院内の清
掃等の付随業務全般
59歳以下
当クリニック内において、下記の看護師業務に従事
看護師
変形（1年単位）
していただきます。
准看護師
(1)8時30分～18時30分
＊医師の診察・検査の補助 ＊問診や診察・検査内
いずれか
190,000円～300,000円
容の説明 ＊患者様の院内誘導 ＊採血、注射、点
滴業務 ＊院内の清掃等の付随業務全般
59歳以下
ふれあい荘デイサービスセンターにおいて、利用者
看護師
の健康管理や看護職務（バイタルチェックや服薬管
准看護師
(1)8時15分～17時15分
理等）、介護業務に従事して頂きます。＊利用者は
いずれか
165,000円～193,600円
１日平均およそ１５人です。○６０歳以上の方の応
普通自動車免許一種
募歓迎します。
不問

フルタイム
所在地
就業場所

岩手県宮古市新町２－５

事業所名
求人番号
有限会社 熊安旅館
（宮古セントラルホ
テル熊安）

岩手県宮古市

03030- 3912611
岩手県下閉伊郡山田町豊間 有限会社 豊興
根第４地割１２番地

岩手県下閉伊郡山田町

03030- 3913911
岩手県宮古市新川町５－６ 株式会社 佐幸商店

岩手県宮古市

03030- 3917211
岩手県宮古市田鎖９地割５ 株式会社 榊鐵工所
０番１

岩手県宮古市

03030- 3918511
岩手県下閉伊郡山田町豊間 有限会社 サトー
根第２地割４３番地６
（ホームワン サ
ホームワンサトー
トー）
岩手県宮古市、他

03030- 3906111
岩手県下閉伊郡岩泉町小本 岩手アライ 株式会
字長内２６
社

岩手県下閉伊郡岩泉町

03030- 3903311
岩手県宮古市小山田１丁目 片倉コープアグリ
７番地
株式会社 宮古工場

岩手県宮古市

03030- 3904611
岩手県下閉伊郡山田町豊間 有限会社 豊興
根第４地割１２番地

岩手県下閉伊郡山田町

03030- 3905911
岩手県宮古市八木沢第６地 株式会社 古舘運輸
割６０番地２

岩手県宮古市
岩手県宮古市新町２－６

岩手県宮古市
岩手県宮古市新町２－６

03030- 3898211
介護サービス 株式
会社

03030- 3899511
介護サービス 株式
会社

岩手県宮古市

03030- 3900511
岩手県宮古市田老三王１丁 山本歯科医院
目１－３－２

岩手県宮古市

03030- 3901411
岩手県宮古市八木沢三丁目 株式会社菊地建設
１１－５

岩手県宮古市

03030- 3902011
岩手県宮古市実田２丁目５ 医療法人 おかだ外
－１０
科内科クリニック

岩手県宮古市

03030- 3888711
岩手県宮古市黒田町７－６ やすみ整形外科クリ
ニック（仮）

岩手県宮古市

03030- 3889811
岩手県宮古市黒田町７－６ やすみ整形外科クリ
ニック（仮）

岩手県宮古市

03030- 3890411
岩手県宮古市黒田町７－６ やすみ整形外科クリ
ニック（仮）

岩手県宮古市

03030- 3891011
岩手県宮古市田老字養呂地 社会福祉法人 田老
６番地２
和心会

岩手県宮古市

03030- 3894911

1

事務、庶務
1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）
正社員以外
ハツリ工
1人
雇用期間の定めなし
正社員
総合職（グローバルコース
／宮古営業所）
2人
雇用期間の定めなし
正社員
機械警備スタッフ（地域限
定採用／宮古営業所）
2人
雇用期間の定めなし
正社員以外
解体、土木作業員
3人
雇用期間の定めなし
正社員以外
解体、土木作業員（正社
員）
3人
雇用期間の定めなし
正社員
建設業に関する図面修正や
数量計算など補助的業務
3人
雇用期間の定めなし
正社員
土木施工管理の補助的業務
（現場代理人以外）
3人
雇用期間の定めなし
正社員
営業職（ホームエネル
ギー）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
ＬＰガス保安サービス職
1人
雇用期間の定めなし
正社員

当公社において、事務業務を担当していただきま
す。
・牛乳、乳製品の出荷伝票作成 ・電話、来客対応
・書類作成、整理等 ・社内、外清掃
○正社員への登用制度もあります
不問
建築、土木現場においてのハツリ作業に従事してい
ただきます。・コンクリートを破砕、切断する作業
を担当 ＊経験のない方の応募も可能ですのでご相
談ください＊現場によっては泊まりでの作業もあり
ます＊ハツリ工経験者優遇＊各種資格等あれば尚可
不問
ご契約先に対する緊急対処業務、巡回、設置機器の
定期点検業務 社有車を使用、未経験者でも安心し
て業務に就ける様研修（６ヶ月）実施後にスタート
します。地域の安全安心を守る社会貢献度の高いや
りがいのある仕事です。
18歳～34歳
ご契約先に対する緊急対処業務、巡回、設置機器の
定期点検業務 社有車を使用、未経験者でも安心し
て業務に就ける様研修（６ヶ月）実施後にスタート
します。地域の安全安心を守る社会貢献度の高いや
りがいのある仕事です。
18歳～39歳
◆一般住宅・商業施設・公共施設の解体、土木工事
全般。
【主な業務内容】＊解体…窓枠の撤去、畳撤去、内
装、外装、屋根等バールを用いて取壊した物の分
別、収集車へ積込み作業
64歳以下
◆一般住宅・商業施設・公共施設の解体、土木工事
全般。
【主な業務内容】＊解体：窓枠の撤去、畳撤去、内
装、外装、屋根等バールを用いて取壊した物の分
別、収集車へ積込み作業
45歳以下
建設業に関連したＰＣをしての補助的なお仕事です
オートキャド・マイクロソフトエクセル・ワードを
使用する事が多く、室内業務がメインです。
＊＊エクセルを使用した資料作成や数量計算作業
＊＊ワードを使用した説明資料作りなど
64歳以下
土木工事（道路や河川、下水道等）の施工を管理す
るお仕事です 作業的な業務ではなく、作業工程な
どを管理して頂きます 工事計画書を作成する書類
作成や安全に関係する書類の作成 進捗状況を画像
撮影し記録保存する業務
64歳以下
一般住宅（戸建て・マンション）や個人商店、工場
などにプロパンガス・灯油を安定してお届けする仕
事です。ＬＰガスは東北トップクラスの供給体制を
誇っていますので、価格だけでない強みを持った提
案営業が可能です。
59歳以下
ＬＰガスを供給するお客様に、安全に安心してガス
を使用していただけるよう、各種法律に則って点
検、修理、交換等を実施します。・法定期間毎の点
検 ・設備器具、給湯器、コンロ等の交換、修理作
業 ・万が一の際には、緊急出動を実施
59歳以下

(1)8時30分～17時30分

岩手県下閉伊郡田野畑村尾 一般社団法人 田野
肝要３９－１
畑村産業開発公社

143,000円～147,334円
ワード、エクセル
基本操作

岩手県下閉伊郡田野畑村

普通自動車免許一種
(1)8時00分～17時00分

03030- 3895111
岩手県宮古市小国第１４地 合同会社 ボンズ工
割９２
業

184,800円～231,000円
岩手県宮古市

普通自動車免許一種

変形（1ヶ月単位）
(1)18時00分～9時00分
202,950円～223,450円 (2)20時00分～9時00分
(3)9時00分～18時00分

03030- 3896711
岩手県盛岡市茶畑１－１７ セコム 株式会社
－１０
東北本部 岩手統轄
支社
岩手県宮古市

普通自動車免許一種

変形（1ヶ月単位）
(1)18時00分～9時00分
190,500円～210,000円 (2)20時00分～9時00分
(3)9時00分～18時00分

03010-25752311
岩手県盛岡市茶畑１－１７ セコム 株式会社
－１０
東北本部 岩手統轄
支社
岩手県宮古市

普通自動車免許一種

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

03010-25763111
岩手県久慈市畑田２６－１ カース興業 株式会
７４－１
社

162,000円～194,400円
岩手県宮古市、他

普通自動車免許一種

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

03100- 3028011
岩手県久慈市畑田２６－１ カース興業 株式会
７４－１
社

172,500円～207,000円
岩手県宮古市、他

ワード・エクセル・キャド操作
(1)8時30分～17時30分
就業経験が望ましい職種の例
（工務事務、設計補助、施工管 283,300円～401,300円
理、ＣＡＤ作業、建築図面修
正、積算、入札、数量集計な
ど）あれば尚可

普通自動車免許一種
２級土木施工管理技士
(1)8時00分～17時00分
その他の土木・測量技術 303,000円～421,000円
測量士補、あれば尚可
あると望ましい資格例
（安全衛生・舗装施工他）

岩手県宮古市、他

04010-68490311
宮城県仙台市青葉区一番町 株式会社 クランク
２丁目２－１３ 仙建ビル
３階
岩手県宮古市、他

普通自動車免許一種
高圧ガス販売主任者（第２種）

03100- 3029311
宮城県仙台市青葉区一番町 株式会社 クランク
２丁目２－１３ 仙建ビル
３階

(1)8時30分～17時30分

04010-68513311
宮城県仙台市青葉区国分町 カメイ 株式会社
３丁目１－１８

２級管工事施工管理技士 218,500円～371,500円
液化石油ガス設備士,あれば尚可
ガス主任技術者（甲乙丙）
高圧ガス製造保安責任者（乙丙）

普通自動車免許一種
高圧ガス販売主任者（第２種）

岩手県宮古市

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

04010-68523911
宮城県仙台市青葉区国分町 カメイ 株式会社
３丁目１－１８

２級管工事施工管理技士 195,500円～331,500円
液化石油ガス設備士,あれば尚可
ガス主任技術者（甲乙丙）
高圧ガス製造保安責任者（乙丙）

岩手県宮古市

04010-68534811
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