
１,２級建築施工管理技士 変形（1年単位）
一、二級建築士 (1)8時00分～17時00分

1人 いずれか 260,000円～330,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03030- 1101321
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

2人 141,000円～150,000円

正社員 40歳以下 03030- 1102621
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 189,200円～236,500円 (2)16時00分～1時00分

正社員以外 18歳以上 03030- 1085821
理学療法士 変形（1ヶ月単位）
作業療法士 (1)8時30分～17時30分

2人 いずれか 203,500円～262,000円

正社員 59歳以下 03030- 1087521
薬剤師

(1)8時30分～17時15分
2人 238,700円～238,700円

正社員 36歳以下 03070- 1812021
看護師 変形（1ヶ月単位）

普通自動車免許一種 (1)8時30分～17時15分
10人 194,100円～214,500円 (2)16時30分～1時15分

(3)0時30分～9時15分

正社員 36歳以下 03070- 1816521
介護福祉士 変形（1ヶ月単位）

(1)7時30分～16時15分
2人 164,500円～164,500円 (2)9時30分～18時15分

(3)10時00分～18時45分

正社員 36歳以下 03070- 1817421
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

1人 220,000円～300,000円

正社員 64歳以下 04011-  906221
準中型自動車免許

(1)8時30分～17時30分
1人 180,000円～180,000円

正社員以外 不問 03010- 6962721
第二種電気工事士 変形（1年単位）

あれば尚可 (1)9時00分～18時00分
1人 150,000円～250,000円

正社員 40歳以下 03010- 6990421
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
第二種電気工事士 (1)8時00分～17時00分

1人 153,000円～253,000円

正社員 59歳以下 03010- 7006221
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

取得３年以上 (1)8時30分～17時15分
1人 165,000円～165,000円

正社員以外 不問 03010- 6872121
中型自動車免許

中型免許は８ｔ限定以上 (1)7時30分～15時00分
1人 小型移動式クレーン 165,000円～200,000円

玉掛技能者
大型自動車免許,あれば尚可

正社員 64歳以下 03030- 1079221

(1)8時00分～17時00分
1人 147,000円～189,000円 (2)8時00分～16時20分

正社員 45歳以下 03030- 1082121
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 143,500円～155,000円 (2)10時00分～19時00分

(3)17時00分～1時00分

正社員 59歳以下 03030- 1071421
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

2人 187,600円～237,000円 (2)8時30分～12時30分

正社員 59歳以下 03030- 1075121
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 155,750円～222,500円

正社員 35歳以下 03030- 1077721
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 155,750円～222,500円

正社員 35歳以下 03030- 1078821
1

事業所名
求人番号

建築技術者 建築部において下記の業務に従事していただきま
す。・現場代理人として施工管理、工程管理、安全
管理業務・建築設計管理業務＊改修工事から公共事
業（木造建築から鉄骨建築）まで幅広く請け負って
います＊現場は主に宮古市、下閉伊管内となります

岩手県宮古市上鼻２丁目１
番１７－２号

佐々勇建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

（3月18日時点の内容です）

３月１４日　から　　３月１８日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は３月３１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

Word・Excel・ＣＡＤ等基本操作、建
築の現場管理・設計等あれば尚可

ホール及びカウンター 店内でのお客様サービススタッフ業務に従事してい
ただきます。〇ホール業務　・ホールでの接客、ス
ロットコインの補充、空きパチンコ台の清掃　など
〇カウンター業務　・接客、景品交換、レジ操作な
ど　○社用車を使用し近隣店舗調査

岩手県宮古市長町一丁目３
－２９

株式会社　セントラ
ル伸光　セントラル
宮古店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時00分～1時00分の

間の8時間程度
岩手県宮古市

工作機械オペレーター・発
送係

当社においてオペレーター業務と発送業務に従事し
ます。・工作機械での金属プレートの切断、フライ
ス、研磨、面取り等加工業務　・製品の真空パッ
ク、梱包、送り状貼りつけ　・発送品の移動・運搬
（手作業）などの作業も行っていただきます

岩手県下閉伊郡山田町船越
第９地割２１８番地１

株式会社ユーメリア
岩手

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

薬剤師（北上市・岩泉町）
（令和５年４月採用）

■調剤及び製剤、患者さんへの服薬指導等を行って
いただきます。○院内又は外来においての薬剤師業
務。・調剤及び製剤　・服薬指導　・薬歴管理　・
薬剤管理　など　※令和５年４月採用予定です。

岩手県北上市九年橋三丁目
１５番３３号（北上済生会
病院内）

社会福祉法人　恩賜
財団　済生会支部
岩手県済生会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

理学療法士・作業療法士 当施設利用者への機能訓練業務。入所または通所利
用されている要介護者（１日当たり８～１５名）に
対し、・個別プログラムに即した機能訓練、それら
の記録　・その他付帯する業務を行います。現在９
名のリハビリ療法士職員が勤務しております。

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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

令和５年３月薬剤師免許
取得見込者も可

介護福祉士（岩泉町）（令
和５年４月採用）

■入所・通所される方の生活援助・介護業務を行っ
ていただきます　・身体介助：食事介助・水分補
給・更衣介助・整容・排泄介助・洗面介助・入浴介
助等　・生活介助：移動介助・居室介助等　・その
他　：介護記録等　※令和５年４月採用予定です。

岩手県北上市九年橋三丁目
１５番３３号（北上済生会
病院内）

社会福祉法人　恩賜
財団　済生会支部
岩手県済生会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

看護師（北上市・岩泉町・
陸前高田市）（令和５年４
月採用）

【北上済生会病院・済生会岩泉病院】■病棟及び外
来患者さんへの看護業務及び医療の補助等を行って
いただきます。【済生会陸前高田診療所】■外来、
訪問診療での看護業務及び医療の補助等を行ってい
ただきます。

岩手県北上市九年橋三丁目
１５番３３号（北上済生会
病院内）

社会福祉法人　恩賜
財団　済生会支部
岩手県済生会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

普通自動車免許は
訪問看護ステーション
北上済生会のみ必須

令和５年３月介護福祉士
免許取得見込者も可

移動店舗担当（宮古） ＊移動店舗「にこちゃん号」で、お買い物に不便さ
れている地域を訪問し、食品、生活用品の販売を行
います。巡回地域は主に田老～重茂、又は大槌～釜
石、大船渡～陸前高田（公営住宅のある地域中心）
＊販売車は２ｔロング（エルフ等）。

岩手県滝沢市土沢２２０－
３

いわて生活協同組合

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

（まるまつ宮古店）店長・
店長候補

・入社後、店舗業務からスタートし、接客・調理の
基本作業を覚えます。・店舗業務をマスターした
後、店舗の指導と運営に関わる店長として仕事をし
ていきます。☆店長経験後は、複数店舗の管理、指
導と運営をします。

宮城県富谷市成田９丁目２
－９

株式会社　カルラ

雇用期間の定めなし
又は6時00分～22時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

レストランサービス・
接客業を経験の方は

優遇します

平成１９年以降に
普通免許取得の方は
準中型免許が必要です

電気工事士（宮古市） 官公庁や民間施設（工場、ビル、事業所、病院、住
宅等）の屋内外電気設備工事や変電設備の配線、建
物のコンセントや照明器具の取り付け等の作業を行
う仕事です。

岩手県盛岡市長田町２３－
２７

岩舘電気　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

据付工事 家電製品（テレビ、冷蔵庫、エアコン、照明器具な
ど）の据付工事全般（久慈、宮古市内全域での作業
となります）＊大手家電販売店の下請け等行ってお
り、今回は業務拡大の為の募集です。＊男女問わず
活躍できる職場です。

岩手県滝沢市鵜飼下高柳６
－１１

株式会社　ハン
ディーマン

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

※第二種電気工事士は
取得見込の方も応募可

運転手 山田町内の事業所を中心に、廃棄物の収集運搬作業
を行います。・車は２ｔ車～４ｔ車使用　・積込み
は手作業ですが、有資格者には移動式クレーンを使
用　・週２回程度、県内の処分場までの運搬業務


岩手県下閉伊郡山田町飯岡
第２地割１１４番地２

陸中スキット　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

公用車運転、車両管理業務
（宮古市）

請負先である国土交通省東北地方整備局三陸国道事
務所において、下記の業務を行っていただきま
す。・公用車にて職員を現場まで送迎する業務　・
タイヤ交換、洗車、簡単な整備、運行前点検等　・
そのほか付随する業務　≪　急　募　≫

岩手県盛岡市手代森１６－
２１－１

株式会社　ふるさと
交通

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

岩手県内において
類似業務経験１年以上
（業務において人の送迎

経験がある方）

介護職員（グループホー
ム）／有資格者

以下の業務を行っていただきます。
・認知症グループホーム利用者（９名）の食事の世
話　・簡単な身体介助等の介護サービス　・調理、
施設清掃、洗濯等の日常生活のお世話　・利用者さ
んの通院に同行（社用車使用）等

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第２地割１１１番地３

株式会社　メイト

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

造林・伐採作業員・重機オ
ペレーター

当組合において下記の作業を行っていただきま
す。・地拵、植林、下刈等の造林作業　・チェン
ソーで立木を切り、重機で造材、集材、はい積み
・その他付随する業務　＊未経験の方には丁寧に指
導致します。＊業務上必要な資格は入社後取得可能

岩手県宮古市川井第５地割
９６番地１１

川井地区国有林材生
産協同組合

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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　・事務スタッフは他２５名
　

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

パソコン操作
（ワード・エクセル）

可能な方

ワード・エクセル操作が
できる方

現場作業員 通信工事に伴う外での仕事が主です。・電話工事に
伴う電柱新設建て替え・ケーブル敷設、ケーブルと
ケーブルの間をつなぐ（接続）工事・通信状況の確
認・その他材料管理、車の整理、整頓等○現場は宮
古管内（宮古・川井地区・山田・岩泉・田野畑等）

岩手県宮古市津軽石第１３
地割４６３－３

株式会社　コール
ネット宮古

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

設計 電話工事に伴う設計業務です。・電話工事及び電柱
設営に係る現場確認　・お客様との土地承諾等の折
衝　・パソコンでの各種書類作成、申請手続き　・
ＴＴＫ宮古営業所内でのデータ入力、図面作成等
○現場エリアは主に宮古市・山田町

岩手県宮古市津軽石第１３
地割４６３－３

株式会社　コール
ネット宮古

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４年３月２４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
(1)8時00分～17時00分

1人 141,869円～216,000円

正社員 不問 03100-  783321
普通自動車免許一種

理学療法士 (1)8時30分～17時30分
2人 作業療法士 236,635円～294,351円

正社員 64歳以下 未経験者も歓迎します 13040-29987821
交替制あり
(1)8時30分～17時30分

6人 161,000円～162,000円 (2)20時00分～5時00分

有期雇用派遣労働者 18歳以上 03010- 6789221
普通自動車免許一種 交替制あり

(1)7時30分～16時30分
1人 145,520円～171,200円 (2)9時30分～18時30分

正社員以外 45歳以下 03030- 1059121
変形（1年単位）
(1)9時00分～18時00分

1人 150,000円～165,000円 (2)11時00分～20時00分

正社員 64歳以下 03030- 1060821
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

調理師 (1)9時00分～18時00分
1人 あれば尚可 150,000円～200,000円 (2)13時00分～22時00分

正社員 64歳以下 03030- 1061221
変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～18時00分

1人 150,000円～200,000円 (2)13時00分～22時00分

正社員 64歳以下 03030- 1062521
変形（1年単位）

1人 162,000円～228,000円

正社員 40歳以下 03030- 1064321
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～16時30分
1人 151,800円～209,000円

正社員 64歳以下 03030- 1068021
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時00分
1人 141,700円～188,500円 (2)8時30分～12時00分

正社員 64歳以下 03030- 1069721
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 220,000円～380,000円

正社員 40歳以下 03030- 1070521
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)6時30分～15時30分
1人 145,000円～145,000円

正社員 45歳以下 03100-  762721

2人 155,250円～175,250円

正社員以外 18歳以上 13040-29065021

2

営業（山田営業所） ◆山田営業所にて建物解体、産業廃棄物処分契約等
の営業業務を行っていただきます＊営業エリヤは岩
手県内および近郊（社用使用）＊資料の準備、見積
書の作成等＊その他上記に付随する業務※営業未経
験者でも応募可能です。慣れるまで指導いたします

岩手県久慈市長内町第３７
地割１２－８

有限会社　陸中商会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

理学療法士、作業療法士／
宮古市

訪問看護ステーションからの訪問看護業務（管理者
候補・一般）※訪問看護事業所で高齢者や障がい者
（児）に対する・リハビリテーション　・多職種と
の情報共有　・地域支援事業　・介護予防事業

東京都港区六本木７－１１
－１０

一般財団法人訪問リ
ハビリテーション振
興財団

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

プレスオペレーター（山田
町）

派遣先の事業所において、次の作業を行います。

・釣りのリールのような直径１ｍ位の円形のものに
巻いてある薄い金属の板を製造機械にセット

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
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

工具修理・取付・整備 当社において下記の業務に従事して頂きます。
・電動工具、エンジン工具、石油ストーブ等の取
付、修理、整備等　・店舗内およびお客様宅へ訪問
し作業　・その他付随する業務
＊興味ある方のご応募お待ちしています。

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第２地割４３番地６
ホームワンサトー

有限会社　サトー
（ホームワン　サ
トー）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

販売員（ドラ店） お菓子、ケーキ、パン等の販売　・来店したお客様
応対、レジ、品出し　・箱詰め、ラッピング　・店
内の清掃　＊長期間勤務できる方を希望します。＊
接客未経験の方も、お気軽にご相談ください。

岩手県宮古市実田一丁目５
－１７

株式会社　日進堂
（ドーネル）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

板前職人又は見習い ホテル調理業務に従事していただきます。・宿泊客
の食事、会食膳、仕出し料理等和食中心の調理・盛
付け等・食材の仕入れ・新規事業再構築に関する業
務　・その他付随する業務＊仕入れ業務には社有車
（ＡＴ車）を使用します＊調理師免許あれば尚可

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字松橋１－２　　ホテル愛
山

株式会社　フロン
ティアいわいずみ

雇用期間の定めなし
又は9時00分～22時00分
の間の5時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

客室係 ホテル客室業務に従事していただきます。
・客室のセッティング　・お客様の客室案内　・客
室への料理の配膳、片付け　・新規事業再構築に関
する業務　・その他付随する業務

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字松橋１－２　　ホテル愛
山

株式会社　フロン
ティアいわいずみ

雇用期間の定めなし
又は9時00分～22時00分
の間の5時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

ゴルフ用品販売員（正社
員）

ゴルフパートナー宮古カントリークラブ店において
下記業務を行います。・接客、レジ業務・商品の陳
列、補充、在庫管理、発注・商品の発送（チェーン
店間）・電話応対・その他付随する業務　◎採用後
１ヶ月程度、他店において宿泊を伴う研修あり。

岩手県宮古市崎山第４地割
８６－３

株式会社　宮古カン
トリークラブ

基本操作、
ワード・エクセル・
オンライン対応が

可能なこと

雇用期間の定めなし
又は7時00分～17時00分
の間の7時間程度

岩手県宮古市

森林林業の現場業務 森林林業の現場業務を担当していただきます。・森
林の造成、保育、間伐、立木伐採　・林業機械の運
転操作等　・その他林業に関する現場業務全般　○
未経験者歓迎します。初めての方でも研修を受けな
がら仕事を覚え、資格取得できます。

岩手県宮古市舘合町３番３
号

宮古地方森林組合

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般事務及び付随する現場
業務

［一般事務］・清算、請求事務、伝票記票、伝票記
帳、書類作成（ＰＣ操作）、電話来客応対等　［現
場業務］・山林調査、測量補助、現場案内立会い
・その他付随する業務　＊移動は公用車使用（軽自
動車）。＊現場業務６割、事務業務４割程度です。

岩手県宮古市舘合町３番３
号

宮古地方森林組合

雇用期間の定めなし
パソコン操作

（ワード・エクセル）
岩手県宮古市

ルート営業 中国産石材販売のルート営業を行っていただきま
す。・ルートエリアは主に岩手、秋田、青森県の石
材店等　・状況によっては宿泊を伴う場合もあり
・移動は社用車使用　＊業務の報告や図面やり取り
等で、ノートＰＣと携帯電話を使用します。

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第７
地割１０－８

いずみ産業株式会社
東北宮古営業所

雇用期間の定めなし
ＰＣ基本操作

ワード・エクセル操作
岩手県宮古市

事務員（宮古営業所） ＊パソコンを使用した伝票整理、勤務表、請求書作
成業務　＊電話応対、来客対応　＊金融機関等への
外出あり　＊清掃等、その他付随する業務　○未経
験の方でも指導しますので、安心して仕事をするこ
とができます。

岩手県久慈市栄町第３７地
割７８－２

株式会社　平成ＧＵ
ＡＲＤ

雇用期間の定めなし
ワード・エクセル
入力操作ができる方

岩手県宮古市

接客・調理／１０６号宮古
店

深夜契約社員として、２２時～９時の時間帯で、
（１）接客（２）調理（３）清掃（４）金銭管理
（５）棚卸（６）店舗スタッフの教育（７）アルバ
イトの面接などを行って頂くお仕事です。

東京都港区港南二丁目１８
番１号　ＪＲ品川イースト
ビル５階

株式会社　すき家

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は22時00分～9時00分

の間の8時間程度
岩手県宮古市


