
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）
(1)9時30分～18時00分

1人 149,000円～200,000円

正社員 44歳以下 エクセル、ワード 03010-29399121
普通自動車免許一種

(1)9時00分～17時00分
5人 237,000円～306,200円

正社員 45歳以下 03010-29302521
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
1人 185,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030- 3869521
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時15分
1人 133,263円～175,071円

正社員以外 不問 03030- 3870321

(1)7時30分～17時30分
2人 168,000円～273,000円

正社員 不問 03030- 3871621
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

８トン限定中型自動車免許 (1)8時00分～17時00分
1人 小型移動式クレーン 165,000円～220,000円

あれば尚可

正社員 40歳以下 基本操作、ワード、エクセル 03030- 3873121
普通自動車免許一種 交替制あり

(1)8時00分～17時00分
1人 145,000円～176,000円 (2)9時30分～18時30分

正社員 59歳以下 03030- 3863921
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
5人 205,600円～225,300円

正社員以外 45歳以下 ＰＣ文字入力ができること 03030- 3864121
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

５トン限定準中型自動車免許 (1)8時15分～16時45分
1人 ８トン限定中型自動車免許 213,250円～239,500円

あれば尚可

正社員 35歳以下 03030- 3865021
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
三級自動車整備士 (1)8時15分～17時00分

1人 二級自動車整備士 172,000円～222,000円
自動車検査員
あれば尚可

正社員 59歳以下 03030- 3866721
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
1人 158,700円～188,500円

正社員 40歳以下 03030- 3867821
普通自動車免許一種

看護師 (1)8時30分～17時30分
1人 准看護師 236,635円～294,351円

正社員 不問 看護師の経験３年程度 13040-50316022
普通自動車免許一種

介護職員初任者研修修了 (1)8時30分～17時15分
1人 介護福祉士 135,710円～168,100円

あれば尚可

正社員以外 不問 03030- 3858721
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)7時30分～16時30分
1人 147,000円～152,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)8時30分～12時30分

正社員以外 不問 03030- 3861321
普通自動車免許一種

(1)9時00分～17時15分
2人 150,000円～150,000円

正社員以外 不問 03030- 3862621
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事業所名
求人番号

事務（宮古店） 当社宮古店において、下記の業務を行っていただき
ます。・来客対応及び電話対応　・車両登録におけ
る書類作成　・パソコン入力作業　・店舗経理　・
その他、付随する業務及び指示された業務
＜＜　急募　＞＞

岩手県盛岡市南仙北２丁目
２４－５

盛岡日産モーター
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

（12月19日時点の内容です）

１２月１２日　から　　１２月１９日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は１月５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

総務・経理事務 ○パソコン（会計ソフト）を使ったデータ入力　○
給与計算　○電話・来客対応、事務所内清掃　○書
類作成　○その他、付随する業務　外出用務がある
場合があります。（社用車使用）土・日・祝日、勤
務可能な方歓迎します。

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

岩手県宮古市

営業（盛岡支店・北上支
店・大船渡支店・宮古支
店・久慈支店

◆損害保険・生命保険の代理店営業業績を担当して
いただきます。〇１年程の研修期間（三井住友海上
火災保険（株）で、必要となる資格・免許取得のプ
ログラムあり）を経て、営業職として個人や企業の
保険全般の業務を担当してもらいます。

岩手県盛岡市大通３丁目３
－１０　七十七日生盛岡ビ
ル９階

ＭＳ東北　株式会社
盛岡支店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

インターネット、
ワード・エクセルを

使用し、定型フォームに
入力ができること

事務職の実務経験あれば尚
可、Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、

メールが問題なく使える。

塗装工／トライアル雇用併
用

各種塗装工事全般に従事します。＜主な業務＞・橋
などのサンドブラスト工事の補助作業　・構造物の
塗装作業　＊泊まりを伴う出張があります（県内・
東北）＊出張中に係る食事・宿泊費用は会社負担

岩手県宮古市松山第５地割
７番地７

有限会社　伊香塗装

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般事務職 当院において主に下記の業務に従事します・総務課
業務、医師の送迎等運転業務、日当直業務・医事課
業務（医事計算、会計、巡回診療含む）・医療事務
経験がある方はレセプト入力も行います（経験が無
い方には簡単な事務作業から行っていただきます）

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字中家１９－１

社会福祉法人　恩賜
財団　岩手県済生会
岩泉病院

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

経験者優遇
ワード・エクセルの

一般的な操作

販売員 店舗内での商品の販売業務となります。レジ業務や
お客様対応、商品の陳列、その他商品の在庫・発注
管理などを行います。商品管理で簡単なパソコン入
力作業があります。お客様への商品説明やご案内も
していただきます。接客が好きな方を希望します。

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

岩手県下閉伊郡山田町

営業および配送、在庫管理 当社において下記の業務に従事していただきま
す。・ロープ、漁網等漁業資材等の営業それに伴う
配送・報告書作成（ＰＣ使用）・その他付随する業
務　＊配送に使用する車両：２ｔ・４ｔトラック、
軽トラック（ＡＴ限定は不可）

岩手県宮古市磯鶏沖８－２
４

東北製鋼株式会社
宮古営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

エクセル・ワードで
入力作業ができれば尚可

営業兼配送 当社は病院や老人ホーム施設、外食産業などの業務
用（冷凍食品、水産原料、常温加工品等）の食品卸
業を行っております。２ｔクラスのトラックを運転
し、ルート営業及び配送作業を行っていただきま
す。

岩手県宮古市小山田四丁目
１－５

株式会社　モリレイ
宮古営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

葬祭施行補助及び打合せ担
当／エリア正規職員

葬祭全般にかかわる業務を行います。
・葬儀全般にかかわる打合せ、葬儀式進行、死亡か
ら葬儀、葬儀後　のお手伝い等
・移動は社用車使用

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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ＰＣ基本操作、ワード、
エクセルができれば尚可

事務員 パソコンを使用しての文書作成、金融機関・行政機
関に関する手続き、経理事務、社用車での嘱託医送
迎など。


岩手県宮古市田老字養呂地
６番地２

社会福祉法人　田老
和心会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

自動車整備士／見習可 当社において下記の業務に従事していただきま
す。・整備・車検・修理などの自動車に関する業務
全般・現場での作業の他、車両の引取り・納車・洗
車など付随する業務○働きながら自動車整備士の資
格取得を目指すことができます。

岩手県宮古市宮町４丁目２
－１５

株式会社　小野寺商
会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

職業指導員／就労継続支援
Ｂ型

障がいの方の適正に合わせて仕事を選定し、内職作
業、製品作成等実際に一緒に仕事をしながら技術指
導を行っていただきます。・利用者の記録、送迎
（施設車、主にワンボックス）製品管理、販売等＊
障がい福祉・介護に係る資格があれば尚可

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字森の越４番地１４

社会福祉法人　岩泉
町社会福祉協議会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

看護師・准看護師／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・状態観察・内服管理・医療的なケ
アや処置・往診への同席、状態変化時の主治医への
報告

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

保険のコンサルティング
ライフプランナー

営業一般（事務）　生命保険・損害保険のお仕事で
す。○顧客のライフプランに基づく資産運用　○各
種保険のプランニングを提供　○各種資料作成（Ｐ
Ｃ使用）各種試験　生保一般課程・損保試験　専門
課程・外貨試験・変額試験（６ヶ月後）　

岩手県宮古市太田１－３－
１３

あんしんライフサ
ポート　合同会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

職業指導員兼生活支援員 施設利用者の方々に同行し、以下の作業に対する業
務に従事していただきます。【施設内就労】・フ
ルーツキャップ作成、ほたての貝殻洗浄【施設外就
労】・建設会社でのパイプ塗装・保育施設の清掃・
精密部品の分別等・菓子工房での作業

岩手県下閉伊郡山田町飯岡
第７地割１１番地

株式会社　ジョブ・
パートナー

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

Ｅｘｃｅｌやメールなど
基本的な操作

◎ 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１２月２２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ヶ月単位）

1人 180,000円～180,000円

正社員以外 不問 13130-31576521
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 03010-29036821
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)9時30分～18時30分
1人 157,000円～329,500円 (2)10時30分～19時30分

正社員 59歳以下 03010-29092721

(1)8時30分～17時00分
1人 138,000円～140,000円

正社員 45歳以下 03030- 3842221
管理栄養士

(1)8時00分～17時00分
1人 222,300円～248,120円

正社員 64歳以下 03030- 3845321
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

2人 150,000円～200,000円 (2)16時00分～1時00分
(3)0時00分～9時00分

正社員 18歳～61歳 03030- 3850221
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
危険物取扱者（乙種） (1)8時00分～17時00分

1人 150,000円～180,000円

正社員 59歳以下 03030- 3851521
普通自動車免許一種
危険物取扱者（乙種） (1)8時30分～17時00分

1人 危険物（乙種４類）以上 153,000円～220,000円 (2)8時30分～12時00分

正社員 62歳以下 03030- 3854621
調理師

あれば尚可 (1)10時30分～21時30分
1人 245,000円～300,000円

正社員 20歳以上 調理、ホール経験 03030- 3856121

(1)9時00分～18時00分
1人 155,000円～155,000円 (2)9時00分～17時00分

正社員 59歳以下 ＰＣ操作できれば尚可 03030- 3838621
１,２級建築施工管理技士

あれば尚可 (1)8時00分～17時00分
3人 451,100円～531,100円

正社員 64歳以下 04010-74610821

(1)9時00分～17時00分
3人 200,000円～500,000円

正社員以外 不問 13010-27387522
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 150,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03030- 3823021
看護師
准看護師 (1)8時30分～17時30分

1人 保健師 230,000円～230,000円 (2)9時00分～18時00分
いずれか

正社員 64歳以下 03030- 3826221
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
2人 169,600円～254,400円

正社員以外 59歳以下 塗装経験あれば尚可 03030- 3830121
１級塗装技能士
２級塗装技能士 (1)8時00分～17時00分

2人 いずれか 274,400円～369,200円
普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 実務経験 03030- 3831021
看護師 変形（1ヶ月単位）
准看護師 (1)8時00分～17時00分

2人 いずれか 173,000円～273,600円 (2)8時30分～17時30分
普通自動車免許一種

正社員以外 不問 03030- 3833821
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
中型自動車免許 (1)8時00分～17時00分

3人 車両系建設機械運転技能 183,334円～217,709円
あれば尚可

正社員 不問 03030- 3836421
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総務・経理全般に関する事
務

・電話対応、外出用務、社内清掃等　・決算処理、
税務申告、給与処理　・専用ソフトを使用して、現
金、売掛金、買掛金事務等　〇約１ヶ月間現事務員
との引継ぎ予定となります。（～１月末）

岩手県宮古市金浜第４地割
６３番地１

有限会社　ニコニコ
警備保障

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

パソコン
（ワード・エクセル）
の基本操作ができる方

コネクタ製造自動機・成形
機オペレータ

電子部品（コネクタ）製造自動機オペレータ業務、
インサート成形（金型と樹脂を一体化させる方法）
機オペレータ業務　・自動組立機、インサート成形
機、モールド品自動検査機を用い、安定した稼働を
支える重要な仕事です。

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第９
地割３０番地

モルデック株式会社
宮古工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

管理栄養士 幼稚園、保育園の管理栄養士業務をお願いします。
（栄養管理、アレルギー管理、メニュー作成、調理
員のシフト管理、食材の発注等）

岩手県宮古市上鼻２－６－
６

学校法人　宮古泉学
園

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市
保育施設等食数の多い
調理経験等あれば尚可

燃料の配達業務 ・灯油・重油などの配達業務　・ガソリンスタンド
での給油業務など　＊お客様から注文を受けタイム
リーに配達する業務です。＊配達車両は取得免許に
より１．９ｔ～４ｔ車（タンクローリー車）となり
ます。

岩手県宮古市港町１番２２
号

株式会社　塩釜商会
宮古支店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

設備作業員およびガソリン
スタンドスタッフ

【設備作業員】
・一般住宅の上下水道設備、住宅設備、ガス設備な
どの工事全般および保守点検、修繕作業など
・トラックの運転（２ｔ車）

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第３地割３３番地

有限会社　最上商店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

受付事務（正社員） 当クリニックにおいて下記の業務を行っていただき
ます。・外来患者様の受付　・カルテ作成　・会計
事務　・電話対応　・その他付随する業務　○月末
～月初めはレセプト作成業務があります。＊レセプ
ト業務経験なくとも指導いたします。

岩手県宮古市向町４番４１
号

さかもと眼科クリ
ニック

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理補助・ホール／経験者 厨房内において調理の補助的作業及びホールにおい
て接客業務を行っていただきます。○厨房内におい
て調理の補助的作業　・調理者の指示により、野菜
カットや調理の下ごしらえ、準備、盛付け、飲み物
作り、食器・調理器具の洗浄、食材の在庫確認等

岩手県宮古市八木沢第４地
割９７－７

ビツクベル　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

生涯設計デザイナー（営
業）第一生命／盛岡支社
（三陸）

保険プランのご提案、および契約後のアフターフォ
ロー

東京都千代田区有楽町１‐
１３‐１

第一生命保険　株式
会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

建築技術者（コンサルティ
ング業務）経験者

・各官公庁（国交省、農政局、防衛省、市町村）発
注による施工監理業務、並びにネクスコ発注による
高速道路等における施工監理及び点検業務等。

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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

ワード、エクセル等基本操作、建設
業界内での施工管理経験やコンサ
ル会社での経験またはそれに類似
する経験をお持ちの方が対象です

看護師／正社員 障がいのある利用者や児童の食事や入浴、排せつ等
の介助や創作活動の物作りなどの支援を行いま
す。・主にバイタルチェック、健康管理他必要に応
じて吸引、胃ろう等の処置も行います。・緊急時に
は病院同行もあります。

岩手県宮古市末広町６番８
号

ＮＰＯ法人　結人

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務／宮古 当社事務所において下記の業務を行っていただきま
す。・メール確認、日々の入出金の管理　・書類作
成、整理、ファイリング　・電話・来客対応　・在
庫管理、社内外清掃など付随する業務＊外出用務の
際は社用車（ＡＴ）を使用していただきます。

岩手県宮古市田鎖第１２地
割１０番地５

有限会社　東北ペイ
ント

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務経験あれば尚可、
ワード・エクセル・
メールソフト操作

岩手県宮古市山口４丁目１
－１

有限会社　菊池塗装
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

塗装工補助 宮古市内の各現場において、建築塗装作業全般の業
務です。・一般住宅や集合住宅の建築塗装作業補助
・養生、雑工　現場への移動は社用車を使用し、乗
り合いでの移動等相談に応じます。※現在は宮古市
管内、盛岡市などが主な現場です。

岩手県宮古市山口４丁目１
－１

有限会社　菊池塗装
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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。

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

ドコモショップスタッフ＜
宮古千徳店＞宮古市

ドコモショップ宮古千徳店　カウンター窓口業務
・スマートホン、タブレット、携帯電話の販売　・
契約手続き（新規・変更・解約）・端末操作案内
・その他　店舗運営に関わる業務全般　フロア応対
・要望のヒアリング、各種サービスの提案

東京都江東区豊洲３丁目２
－２４　豊洲フォレシア

ＭＸモバイリング
株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 分野・業種を問わず

接客経験があるとなおよい
又は9時45分～19時00分
の間の7時間以上

岩手県宮古市

土木作業員 ・道路工事…側溝・歩車道ブロック設置
・外構工事…フェンス・ブロック積・土間コンク
リート　一般土木作業、雑工と手元作業あり。＊土
木作業経験５年以上の方優遇します。※希望者、仙
台市出張あります。

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第９地割１２番地４

株式会社　越田土建

雇用期間の定めなし
土木作業経験

（５年以上ある方優遇） 岩手県下閉伊郡山田町、他

店内販売スタッフ（オート
バックス宮古）

『オートバックス宮古』において店内販売業務をお
願いします。・カー用品の販売　・各種作業の受
付、取次　・車検・整備の受付、取次　・その他、
店長が指示する業務　＊自動車用品関連職経験者、
接客販売業務経験者は歓迎します。

岩手県盛岡市みたけ３丁目
３１－３８

北映商事　株式会社
（オートバックス）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師 当施設における利用者への看護業務全般を行いま
す。・利用者の健康管理　・服薬管理　・バイタル
チェック　・通院介助等　また、それに伴う記録等
も行います。・現在、看護師４名で勤務していま
す。※待遇面は特記事項を参照下さい。

岩手県宮古市崎山第５地割
９４

社会福祉法人　若竹
会　わかたけ学園

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

塗装工／有資格者 宮古市内の各現場において、建築塗装作業全般の業
務です・一般住宅や集合住宅の建築塗装作業　現場
への移動は社用車を使用し、乗り合いでの移動等相
談に応じます※現在は宮古市管内、盛岡市などが主
な現場です＊塗装技能士１級または２級を所持の方


