
介護職員初任者研修修了 変形（1ヶ月単位）
介護福祉士 (1)8時00分～17時00分

1人 ホームヘルパー２級 154,000円～154,000円 (2)9時15分～18時15分
あれば尚可 (3)10時00分～19時00分

正社員 59歳以下 03030- 2743921
介護福祉士 変形（1ヶ月単位）
あれば尚可 (1)8時15分～17時15分

1人 147,000円～182,000円 (2)7時00分～16時00分
(3)10時00分～19時00分

正社員 59歳以下 03030- 2744121
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時30分

1人 151,800円～151,800円 (2)16時30分～1時00分
(3)23時30分～8時00分

正社員以外 18歳～59歳 03030- 2746721
変形（1年単位）
(1)8時00分～18時30分

1人 152,380円～152,380円 (2)21時30分～8時00分

正社員以外 18歳～59歳 03030- 2747821
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 148,500円～148,500円

正社員 59歳以下 03030- 2752921
歯科衛生士

(1)9時30分～18時30分
1人 190,000円～220,000円 (2)9時00分～13時00分

歯科医院での業務経験

正社員 不問 あれば尚可 03030- 2733321
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
危険物取扱者（丙種） (1)8時30分～17時00分

1人 準中型自動車免許 170,000円～190,000円

正社員以外 不問 配送経験あれば尚可 03030- 2737021
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 155,000円～300,000円

正社員 59歳以下 03030- 2740421
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 155,000円～300,000円

正社員 59歳以下 03030- 2741321
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 158,200円～203,400円

正社員 18歳以上 03030- 2726621
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)9時00分～17時30分
1人 159,375円～159,375円

正社員以外 不問 ワード・エクセル 03030- 2727921
大型自動車第二種免許 交替制あり
大型自動車免許あれば尚 (1)8時30分～17時30分

1人 ＊仕事内容欄を参照下さい＊200,000円～380,000円
いずれか

普通自動車免許一種
正社員 64歳以下 03030- 2729021

大型自動車第二種免許 変形（1ヶ月単位）
普通自動車第二種免許 (1)7時00分～17時00分

1人 大型自動車免許 183,000円～183,000円 (2)7時00分～18時00分
(3)7時00分～18時30分

正社員 64歳以下 いずれか 03030- 2723521
看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時15分～17時00分
1人 194,100円～260,300円

正社員 59歳以下 03030- 2725321
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 150,000円～180,000円

正社員 64歳以下 03030- 2717321
看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時15分～17時30分
1人 220,300円～331,500円 (2)8時15分～12時30分

(3)8時15分～14時00分

正社員 59歳以下 03030- 2721821
助産師 交替制あり

(1)8時30分～17時15分
1人 214,500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 45歳以下 03010-19383421
看護師 交替制あり

(1)8時30分～17時15分
2人 194,100円～211,600円 (2)16時30分～1時15分

(3)0時30分～9時15分

正社員 45歳以下 03010-19385621
1

看護師Ａ（沿岸地域の県立
病院７病院）

・看護業務　等　＊採用後３年間は沿岸地域の県立
病院７病院のいずれかで勤務し、その後、県内２０
病院６地域診療センターのいずれかに勤務します。
＊採用予定日は、原則として令和５年４月１日で
す。

岩手県盛岡市内丸１１－１
盛岡合同庁舎７階
岩手県医療局

岩手県医療局

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

令和４年９月末現在、同職とし
て業務に通算して３年以上従
事した経験を有する方

助産師Ａ（沿岸地域の県立
病院７病院）

・助産業務　等　＊採用後３年間は沿岸地域の県立
病院７病院のいずれかで勤務し、その後、県内２０
病院６地域診療センターのいずれかに勤務します。
＊採用予定日は、原則として令和５年４月１日で
す。

岩手県盛岡市内丸１１－１
盛岡合同庁舎７階
岩手県医療局

岩手県医療局

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

看護師 院内において、医師の指示に基づき、外来診察に従
事します。
・人工透析にかかわる看護全般の業務
・診察や人工透析等の準備、バイタルチェック
・検査、投薬、患者さんの介助などになります。

岩手県下閉伊郡山田町長崎
４－１２－１０

後藤医院

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

令和５年３月３１日まで
に取得見込みの方含む
令和４年９月末現在、同職とし
て業務に通算して３年以上従
事した経験を有する方

合鴨の食肉加工作業 合鴨の食肉加工作業に下記の通り従事していただき
ます。・機械と手処理での肉の解体作業　・肉の仕
分け等立ち仕事　※慣れてきたら仕分けした肉の計
量・計算、出荷明細作成などの出荷管理事務をお願
いする場合があります

岩手県下閉伊郡田野畑村室
場２４－４

株式会社　甘竹田野
畑

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

看護師／日勤（外来業務
兼　訪問看護業務）

当病院において下記の業務を担当していただきま
す。
・外来診療の介助
・患者様に対する生活指導
・在宅での療養と生活のサポート

岩手県宮古市板屋１丁目６
番地３６

医療法人財団　正清
会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

運転手（バス・タクシー） 当社において下記の業務に従事していただきます。
・貸切バスの乗務（２９人マイクロ・中型）・タク
シーの乗務　・町委託スクールバス等の運転業務
（マイクロ・中型・大型）・その他上記に付随する
業務

岩手県下閉伊郡山田町川向
町６－４１

マルヨタクシー　有
限会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

運転手（宮古営業所） 下記の運転手業務を行っていただきます　・大型バ
ス、中型バス、小型バスでホテルや学校、葬儀等の
貸切運転業務　・小型バスでの乗合、スクールバス
等の運転業務　・その他指示された業務及び上記に
付随する業務

岩手県宮古市田老字新田平
１６－１３

東日本交通株式会社
宮古営業所

雇用期間の定めなし

又は5時00分～0時00分 岩手県宮古市

各第二種免許取得予定の
方はご相談ください。

サービス業務 タイヤランド宮古にて下記の業務を担当していただ
きます。・配送　・在庫管理　・タイヤ交換作業
等　○正社員として活躍されたい方を募集します。

岩手県宮古市実田二丁目５
－１

ダンロップタイヤ東
北（株）　タイヤラ
ンド宮古店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

警備員 復興工関連工事の公共建設土木工事等の工事車両の
交通誘導警備に従事していただきます。＊現場の状
況によりますが、１～２名人員体制現となります。
＊移動手段は、会社に集合し社用車で移動、又は直
行直帰もあります。

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第１６地割３－３１

株式会社　宇野ビル
ド

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

伐採工事員 配電工事伐採業務　・電線に隣接している枝や樹木
の伐採　＊必要な資格等は入社後取得に向けバック
アップします。無資格でも応募可能です。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字合の山１４－１

株式会社　岩泉電工

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

配電工事員　通信工事員
内線工事員

○配電工事…東北電力様発注、ユアテック様一次下
請として電柱を建て架線・装柱等の業務　○通信工
事…元請け発注に基づき、光ファイバーの架線・布
設・接続の屋外工事および光ファイバーの宅内　配
線・接続の屋内工事等の業務

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字合の山１４－１

株式会社　岩泉電工

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

配送員（灯油・ガス） 灯油・ガス類の宅配業務を行います。・エリアは宮
古市内・山田町内で、決められたコースを複数名で
分担して配送となります。＊配送経験、同様の業務
経験があれば尚よろしいです。＊４ｔ未満の車両を
運転します。

岩手県宮古市港町２－２２ カメイ物流サービス
株式会社　宮古営業
所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

歯科衛生士 ２０２３年１月に新規開業予定の歯科医院です。
２０２２年１２月からオープニングスタッフとして
務めていただける方を広く募集しています（時期応
相談）。

岩手県宮古市向町４－４ 宮古うみねこ歯科ク
リニック

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ガス調査員あれば尚可
危険物取扱者は丙種以上

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

合板工（交替制あり）／藤
原工場

藤原工場において、合板の製造、加工業務を行いま
す。・原木（丸太）を機械に挿入し、切断する作
業・切断した板を切削し、薄い単板に加工する作業
＊機械のオペレーション作業ですが、難しい機械操
作は行いません。初めての方でも指導いたします。

岩手県宮古市磯鶏２丁目３
－１

ホクヨープライウッ
ド株式会社宮古工場

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
経理経験あれば尚可

合板工（交替制あり） 合板の製造、加工業務を行います。・単板の乾燥作
業・合板を加工機械に挿入する作業と加工作業・難
しい機械操作は行いません。最初は単材（畳くらい
の薄い板）を乾燥機に装入する作業・細かな単板を
つなげる作業・入力での作業もあります

岩手県宮古市磯鶏２丁目３
－１

ホクヨープライウッ
ド株式会社宮古工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護員 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を行っていただきます。・入
浴、排せつ、調理業務、食事等の介護　・その他の
日常生活上の支援　・レクリエーションや機能訓練
○未経験の方応募可能です。

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
簡単なタブレット入力
（既存様式への入力）

事業所名
求人番号

介護職員 入所者の介護業務となります。・入所者（８０名）
とショートステイ（１０名）の身の回りのお世話
・食事、入浴、排せつ、移動などの介助　・リネン
交換、掃除、洗濯などの手助


岩手県下閉伊郡山田町山田
第１６地割９－１０

社会福祉法人　正受
会　特別養護老人
ホーム平安荘

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

（8月29日時点の内容です）

８月２３日　から　　８月２９日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は９月８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

◎ 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９月１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



変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 142,000円～155,000円

正社員 59歳以下 03010-19351621

(1)7時30分～16時30分
2人 130,000円～150,000円

正社員以外 不問 調理経験があれば尚可 04010-50414721
１,２級土木施工管理技士
その他の土木・測量技術関係資格 (1)8時30分～17時30分

3人 373,100円～502,100円

正社員 64歳以下 04010-50429921

2

事務・経理補助（オート
サービス）

（株）ミナカワ　オートサービスにおいて下記の業
務（事務及び経理補助業務）を行っていただきま
す。・経理補助業務（起票、パソコン入力など）・
電話、来客対応　・その他、付随する業務および指
示された業務

岩手県盛岡市向中野２丁目
１９番３８号【求人票郵送
先指定あり】

株式会社　ミナカワ

雇用期間の定めなし 簡単なパソコン操作
（ワード・エクセル）

可能な方
岩手県下閉伊郡岩泉町

学校給食センターでの調理
業務

学校給食センターでの調理、食器洗浄のお仕事 宮城県仙台市宮城野区榴岡
３丁目４番１号
アゼリアヒルズ１３階

一冨士フードサービ
ス　株式会社　北海
道・東北支社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

土木施工管理（工事発注の
監理・発注者支援）補助業
務

公共物のインフラ整備に関わるお仕事です　工事発
注者側の一員となり、工事の発注から竣工までのお
手伝い　現場での測量等の施工管理作業はありませ
ん。設計に関する打ち合わせや確認作業　写真撮影
や工事に関する資料整理取りまとめ

宮城県仙台市青葉区一番町
２丁目２－１３　仙建ビル
３階

株式会社クランク
建設技術事業部

旧道路公団管理員,高速道利
調査会講習会受講者,ＲＣＣＭ

等
雇用期間の定めなし

キャド（修正程度）,マイクロソフ
トエクセル・ワードの基本操作

岩手県宮古市、他


