
普通自動車免許一種
２級土木施工管理技士 (1)8時30分～17時15分

1人 あれば尚可 183,800円～230,600円

正社員以外 不問 03030-  800321
普通自動車免許一種 交替制あり
原動機付自転車免許 (1)8時30分～17時15分

2人 いずれか 159,216円～255,088円 (2)10時15分～19時00分
(3)12時15分～21時00分

正社員以外 不問 03030-  801621
普通自動車免許一種

(1)9時00分～16時00分
1人 127,380円～148,720円

正社員以外 不問 03030-  802921
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
2人 300,300円～346,500円

車両系建設機械運転技能
あれば尚可

正社員以外 18歳以上 大工経験 03030-  804021
看護師 変形（1ヶ月単位）
准看護師 (1)8時30分～17時30分

1人 いずれか 185,900円～192,900円

正社員以外 不問 03030-  805721
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 145,500円～145,500円

正社員 59歳以下 03030-  806821
交替制あり
(1)8時00分～17時00分

1人 137,500円～139,500円 (2)20時00分～5時00分

正社員 18歳～64歳 03030-  809421
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

正社員以外 不問 03030-  810921
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)10時00分～19時00分
1人 171,600円～237,600円 (2)9時00分～18時00分

正社員 40歳以下 04010-13240321
普通自動車免許一種
フォークリフト (1)8時30分～17時30分

1人 142,500円～152,000円 (2)8時30分～17時00分

正社員以外 不問 03010- 4959221

(1)9時00分～17時30分
1人 146,234円～146,234円

有期雇用派遣労働者 不問 03010- 4821321
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時15分
1人 127,260円～146,600円

正社員以外 不問 03010- 4784321
保育士

(1)8時30分～17時15分
5人 163,100円～192,200円

正社員以外 不問 03030-  787321
助産師
保健師 (1)8時30分～17時15分

1人 いずれか 168,900円～198,400円
普通自動車免許一種

正社員以外 不問 03030-  789921
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-  793521
８トン限定中型自動車免許 変形（1年単位）

フォークリフト (1)8時00分～17時00分
2人 あれば尚可 180,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030-  768821
保育士 変形（1ヶ月単位）

1人 153,360円～170,400円
あれば尚可

正社員以外 59歳以下 03030-  774721
保育士 変形（1ヶ月単位）

1人 153,360円～170,400円
あれば尚可

正社員以外 59歳以下 03030-  775821
1

（2月28日時点の内容です）

２月２１日　から　　２月２８日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は３月１０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

郵便外務 郵便物、ゆうパックの集配業務を行っていただきま
す。・各ご家庭や事務所又はポストより集配業務
・端末機操作　・集配地区は宮古地区　＊５０ＣＣ
バイクか自動二輪、軽４輪を運転します（雨天の場
合も）＊体力に自信がある方お待ちしています。

岩手県宮古市栄町１－７ 日本郵便株式会社
郵便事業総本部　宮
古郵便局

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作できる方

事業所名
求人番号

会計年度任用職員（技術補
助）

東日本大震災からの復興事業として県が実施する工
事等の管理を行う監督職員の補助業務等　・工事現
場の確認、巡回、報告等　・巡回時には運転あり
・パソコンでのデータ入力や報告書の作成

岩手県宮古市五月町１番２
０号

岩手県沿岸広域振興
局土木部宮古土木セ
ンター

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市
ワード、エクセル、

土木施工管理の実務経験

建築大工 ・木造建築大工作業（新築現場）
木造住宅の建築大工経験のある方を希望します。



岩手県宮古市田鎖１２－１
１－１９


有限会社　藤原建築

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

準中型自動車免許(平成２９年
３月１２日以降免許取得の方)

一般事務 まちづくり事業。大川地域におけるまちづくり（地
域づくり）活動に係る一般事務業務を行います。●
地域活動の企画・運営　●自主防災の取組みに係る
支援活動　●コミュニティタクシーの運営　●書類
整理、電話・来客対応

岩手県下閉伊郡岩泉町大川
字下町１１７番地４

おおかわむら地域振
興協議会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

一般事務 当社において事務業務を担当していただきます。・
請求書発行　・現金の取扱い、入出金処理　・パソ
コン（ワード・エクセル）を使用し、文書・表の作
成　・伝票入力および整理等　・電話応対、来客応
対　・その他付随する業務（持込荷物の受付等）

岩手県宮古市津軽石第１０
地割３５ー３７

東北西濃運輸株式会
社　宮古営業所

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）
基本操作、経理経験

看護師・准看護師／準職員
／日勤

当社会福祉法人が運営する「特別養護老人ホーム」
の利用者の皆さまへの看護に関する業務全般を担当
していただきます。○現在、利用者は長期入所８０
名、短期入所１０名です。＊雇用期間は１年毎の更
新です（基準日３月３１日）

岩手県宮古市川井第２地割
２４－３

社会福祉法人　川井
心生会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

葬祭施行補助／嘱託職員／
岩泉

儀式全般に係る補助業務に従事していただきま
す。・通夜室準備と片付け・儀式準備と片付け・会
食の準備と片付け・各儀式の案内・印刷業務（パソ
コン使用）・その他付随する業務○パート勤務の相
談にも応じます。ご相談下さい。＊経験者優遇

岩手県宮古市小山田３丁目
３番５号

いわて生活協同組合
葬祭事業部　セリオ
ホールみやこ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

基本操作
（エクセル・ワード）

プレス機、成型機オペレー
ター

プレス機、成型機オペレーション業務
主にスマートフォンや電子機器向けコネクターのプ
レス機、成型機操作です。立ち仕事ですので体力が
必要です。

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

倉庫管理業務（宮古営業
所）

事業所内において、下記の業務を行っていただきま
す。倉庫での資材の整理及び管理　・フォークリフ
トによる資材搬入・積込み業務　・搬出資材の梱包
・倉庫内の整理　・その他指示された関連業務

岩手県盛岡市みたけ４丁目
１０－５３

株式会社　ユアテッ
ク　岩手支社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

販売員（宮古バイパス店） １メガネ及び補聴器などの販売業務、接客　２顧客
管理（ワード・エクセル・専用ソフト）３メガネ加
工業務　４店舗運営一般業務　５銀行や届けものな
どでの外出用務　※業務上マイカーを使用する機会
あり　＊トライアル雇用併用求人

宮城県仙台市泉区泉中央４
丁目１－５　ＳＡＫＡＥ泉
中央ビル５Ｆ

アコール　株式会社
（弐萬圓堂）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務員（宮古支部） 岩手県職員労働組合書記局での事務　岩手県に勤務
する組合員の職場・生活改善に寄与する業務（相
談・助言等組合員と接する業務、組合が独自で運営
する共済制度の説明・契約等の事務処理）、役員が
指示する会議等への出席及び組合員の招集等をする

岩手県盛岡市内丸１０－１ 岩手県職員労働組合

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

部品の袋詰め・箱詰め（宮
古市）

派遣先の事業所において次の業務を行います。・電
子部品を指定された個数を袋に詰める。・ラベル張
り　・出荷用の箱作り　・出荷準備　※面接は、宮
古市で行い内定の方は見学可能です。《急募》

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
月以上）

岩手県宮古市

母子訪問指導員／健康課
（会計年度任用職員）

宮古市役所健康課に勤務となります。
・乳児、産婦訪問指導
・妊娠、出産包括支援事業　等
・訪問の際は公用車使用


岩手県宮古市宮町一丁目１
－３０

宮古市役所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市
パソコン（ワード・エクセ
ル）操作ができること

保育士／こども課（会計年
度任用職員）

宮古市内保育所（公立保育所、へき地保育所）１０
か所のいずれかでの勤務となります。・園児の日中
活動の保育や記録など　・園内清掃や備品消毒など
・担当クラスや児童数は、勤務する保育所によって
変わります。＊パートでの勤務も相談可能です。

岩手県宮古市宮町一丁目１
－３０

宮古市役所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

水産加工員 ○魚の処理、製造　工場内において、鮮魚、冷凍
魚、加工品を製造する業務
＊以下運搬業務についてはできれば尚可
三陸各市場（主に田老、宮古魚市場）より買付けし
た魚を４ｔトラックにて工場まで運搬する業務

岩手県宮古市小山田４丁目
７－２０

株式会社　翔洋　宮
古冷凍倉庫

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

幼稚園教諭免許
（専修・１種・２種）

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＊マイカー通勤につい
ては要相談となります＊未経験者、歓迎いたします

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

保育士／あかまえこども園
さくらんぼ分園／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。

岩手県宮古市赤前第３地割
１４－１１

社会福祉法人　慈愛
会　あかまえこども
園

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

岩手県宮古市

幼稚園教諭免許
（専修・１種・２種）

保育教諭・保育士／あかま
えこども園／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。

岩手県宮古市赤前第３地割
１４－１１

社会福祉法人　慈愛
会　あかまえこども
園

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

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３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



保育士 変形（1ヶ月単位）

1人 153,800円～184,300円

正社員 59歳以下 03030-  776221
保育士 変形（1ヶ月単位）

1人 153,800円～184,300円

正社員 59歳以下 03030-  777521
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)7時30分～16時30分
1人 162,300円～187,300円 (2)9時00分～18時00分

(3)12時00分～21時00分

正社員以外 64歳以下 03030-  779321
調理師 変形（1ヶ月単位）

(1)5時15分～14時15分
1人 144,200円～144,200円 (2)8時15分～17時15分

(3)10時00分～19時00分

正社員 59歳以下 03030-  780121
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 143,000円～143,000円

正社員 64歳以下 エクセル、ワード 03030-  733721
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
1人 142,912円～146,160円

正社員以外 不問 03030-  734821
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 146,880円～146,880円

正社員以外 不問 03030-  762321
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時15分～17時15分
2人 153,000円～240,000円

正社員 59歳以下 14010-10041221
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時15分
1人 160,000円～200,000円 (2)9時15分～18時30分

正社員 35歳以下 03030-  730921
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
フォークリフト (1)8時00分～17時15分

2人 車両系建設機械運転技能 180,000円～200,000円

正社員 64歳以下 03030-  731121
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
7人 146,812円～160,312円 (2)8時30分～17時00分

正社員以外 不問 03030-  732021

2

改札及び環境整備員 龍泉洞誘客事業に従事していただきます（年数回の
お祭りなどのイベント）・改札業務、観光案内　・
龍泉洞や新洞科学館の洞内監視、消毒作業　・園地
（トイレ含む）や洞内の清掃管理（草取や草刈り機
を使っての除草作業など）・園地内の整備、補修等

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

木材加工 チップの製造にかかる作業全般に従事していただき
ます。・ある程度の大きさに裁断された丸太を破砕
用の機械に投入する作業・ショベルローダーと
フォークリフトを使用して丸太を運搬する業務＊区
界発電所にて燃料用チップの製造をすることもあり

岩手県宮古市川井第２地割
２

有限会社　川井林業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般事務 総務部門での事務を担当します。・社内文書の作
成・管理・保管、電話対応　・郵便物の発送・収受
・事務用品の管理　・人事や福利厚生関係の手続き
など＊その他、計量機の積載測定操作・材積計算関
係などの業務全般を担当していただきます。

岩手県宮古市川井第２地割
２

有限会社　川井林業

雇用期間の定めなし パソコン操作
（ワード・エクセル）の
基本入力が出来る方 岩手県宮古市

機械オペレーター ・金型、精密治具のパーツ製作　・上記、加工工程
内の研削盤・ワイヤ放電加工機を使った機械オペ
レーター　※図面の読解や加工知識等総合的な物作
りの技能・技術あれば尚可

神奈川県横浜市保土ヶ谷区
上星川２－１１－６６

株式会社ノバセイ
コー

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

牛乳・乳製品配送 当公社の牛乳・乳製品の配送業務を担当
・店舗へ納品
・牛乳、乳製品等の出荷業務
○正社員への登用制度もあります

岩手県下閉伊郡田野畑村尾
肝要３９－１

一般社団法人　田野
畑村産業開発公社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡田野畑村

野球場管理人 体育部門に属し指定管理施設の楽天イーグルス・岩
泉球場及びサブグラウンドの管理業務に携わってい
ただきます。〈主な業務〉・グラウンド整備　・敷
地内草刈り　・施設内外の清掃　・施設内外の見回
り　・電話対応

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字松橋２１－１

特定非営利活動法人
岩泉地域活動推進セ
ンター

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

事務 一般事務及び総務事務が主なお仕事になります・電
話対応、書類作成、労務管理、請求管理等の事務・
業務上、銀行や郵便局に行っていただく場合があり
ます。その際は社用車（ＡＴ）を使用していただき
ます※ご家族様の通院や学校行事を優先して勤務可

岩手県宮古市向町２番３４
号

有限会社　介護施設
あお空

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理師 調理業務全般　　　　　　　　　　　　　　　
・病院内における入院患者様や入居者様の給食の調
理、配膳、食器等の片付け、清掃など
・山口病院では、概ね３００人の調理を１７名で担
当

岩手県宮古市山口五丁目３
番２０号

社団医療法人　新和
会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

支援員・介護職 利用者の支援及び介護業務を行います。・日常の食
事、入浴、レクレーション等の介助　・施設車を運
転し送迎（各施設により使用車は異なりますが、軽
自　動車、ハイエースなど）・シフトにより（１）
～（４）の時間の交替勤務

岩手県下閉伊郡山田町山田
１－１１－３

社会福祉法人　親和
会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

保育士／正社員 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。

岩手県宮古市津軽石第４地
割４０番地８

社会福祉法人　慈愛
会　津軽石保育所

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

保育士／正社員 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


