
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 181,000円～261,000円

正社員 59歳以下 03010- 7492821
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 153,000円～233,000円

正社員 59歳以下 03010- 7496321
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)17時15分～8時30分
6人 154,000円～220,000円 (2)8時30分～17時15分

正社員以外 18歳以上 03010- 7459821
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 170,000円～200,000円 (2)9時00分～18時00分

(3)10時00分～19時00分

正社員 60歳以下 03030- 1158821

(1)8時30分～18時30分
1人 150,000円～180,000円 (2)8時30分～12時30分

正社員 不問 03030- 1159221
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)6時00分～15時00分
1人 150,000円～220,000円

正社員 45歳以下 03030- 1160621
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 150,000円～185,000円

正社員 35歳以下 03030- 1161921

(1)10時00分～18時00分
1人 140,000円～150,000円

正社員 35歳以下 03030- 1165821
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 150,000円～185,000円

正社員 35歳以下 03030- 1166221
５トン限定準中型自動車免許 変形（1ヶ月単位）

中型自動車免許 (1)8時00分～17時00分
1人 いずれか 165,240円～182,250円

普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 03030- 1168421
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時30分
1人 160,000円～160,000円

正社員 59歳以下 03030- 1149721
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

１,２級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分
1人 あれば尚可 200,000円～450,000円

正社員 64歳以下 03030- 1136321
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

車両系建設機械運転技能 (1)8時00分～17時00分
5人 移動式クレーン運転士 173,750円～254,834円

玉掛技能者、あれば尚可

正社員 不問 土木作業の経験あれば尚可 03030- 1139121
看護師
准看護師 (1)8時30分～18時00分

1人 いずれか 190,000円～250,000円 (2)8時30分～12時30分

正社員 59歳以下 03030- 1146921
栄養士 変形（1年単位）
調理師 (1)8時00分～16時30分

1人 いずれか 173,800円～182,400円 (2)8時30分～17時00分

正社員 59歳以下 03030- 1148021
看護師
准看護師 (1)8時15分～17時15分

1人 いずれか 172,000円～232,000円

正社員 59歳以下 03030- 1131721
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 144,859円～153,380円

正社員 64歳以下 03030- 1132821
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 あれば尚可 139,400円～196,800円

正社員以外 59歳以下 03030- 1133221
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（3月28日時点の内容です）

３月２２日　から　　３月２８日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は４月７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

事業所名
求人番号

電気設備施工管理技士（設
計・施工・監理）（宮古
市）

電気施工管理技士として学校・官公庁の公共工事、
民間企業の建物付帯工事、道路照明や交通信号機、
太陽光設備等小さな現場から大型現場まで幅広く経
験できます。
＊経験者優遇

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

※第二種電気工事士は
取得見込の方も応募可

施設警備（宮古市） 施設警備、巡回、出入管理、宿直業務
＊社会保険・労使協定・労働安全衛生計画完備
＊経験不問。教育・資格取得制度有り。
＊教育・訓練時の時給は８２１円。

岩手県盛岡市大通３丁目９
番１７－２０１号

株式会社　Ｍ・Ｋ・
Ｇ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

パソコン基本スキル（会計ソフ
ト、ネットバンク、ネットからの明
細取り込み等）、経理実務経験

１年以上あれば尚可

電気工事士（電気工事・未
経験者）（宮古市）

電気工事の現場の経験を積みながら、電気工事士や
施工管理技士等の各種資格にチャレンジしていただ
きます。
＊資格取得費用は全額会社で補助します。


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

歯科助手 院内において、歯科診療の補助業務に従事していた
だきます。・患者誘導　・診療器具の準備、片付
け、消毒　・歯科医師および歯科衛生士の診療サ
ポート　・院内清掃　その他付随する業務をお願い
します。

岩手県宮古市宮町一丁目１
－４６

坂下歯科医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務員 下記の業務に従事していただきます。
・経理　・勤怠管理　・給与計算　・電話対応　・
外出用務（金融機関及び関係官庁への書類提出届出
等）＊外出用務には社用車（軽自動車・ＡＴ車）を
使用して頂きます。

岩手県下閉伊郡田野畑村菅
窪１５１番地６

一般社団法人　思惟
の風

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

生産管理 コネクタ端子の受注から出荷処理を担当します。・
生産数、在庫確認、出荷指示　・生産情報処理、
メール、電話対応　・パソコンでの入力処理や伝票
処理　所属は６名ですが、それぞれ担当の仕事をし
ています。

岩手県宮古市津軽石１４ー
９７－２

ジュピター工業　株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市
ワード・エクセルの

基本操作

水産加工員 水産加工業務を担当していただきます。
・主にホタテの加工（殻付きホタテの箱詰め、殻む
き、貝柱のパック詰め）・時期により鮮魚の選別、
箱詰め、ウニ、アワビ、いくらの加工もあります。


岩手県下閉伊郡山田町川向
町１６８

株式会社　川石水産

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

一般事務（総務） 当社において総務業務を担当します。
［主な業務］パソコン入力、電話対応、来客案内
外出用務（銀行用務・買い物等）　その他付随する
業務＊他の事務担当に確認しながら業務を行う事が
出来ます。徐々に業務を覚えていただきます。

岩手県宮古市津軽石１４ー
９７－２

ジュピター工業　株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員及びホール係 洋服販売とホール係の仕事をしていただきます。
・商品の陳列やレジ　・その他付随する業務
・喫茶コーナーでは注文を取り、料理やコーヒーを
運んだり、食器の片付けなども担当していただきま
す。

岩手県宮古市保久田３－８ 有限会社　鈴屋

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

株式会社菊地建設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

基本操作、ワード、エクセ
ル、タブレット操作、
営業経験（業種不問）

あれば尚可

土木施工管理業務経験者
ＣＡＤ操作ができれば

優遇します

一般廃棄物収集運搬員 当社において下記の業務に従事して頂きます。初め
は以下の助手業務　・田野畑村の家庭ゴミ収集（収
集カレンダーによる）・収集車の洗車等　慣れてき
たら以下の収集運搬業務　・各事業所からのゴミ収
集、処分場への運搬（１人で担当します）

岩手県下閉伊郡田野畑村一
の渡１１８－４

有限会社　田野畑リ
サイクル

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

看護師・准看護師 当クリニックにおいて、看護業務全般を担当
・医師の補助
・診療介助、処置、検査介助、注射、血圧、検温、
服薬指示
・診療材料の準備、整理

岩手県宮古市保久田４－７ 佐藤雅夫クリニック

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業アシスタント 当社において下記の業務に従事していただきま
す。・パンフレット・ポスター・チラシ・冊子・帳
票類の印刷物の受注や納品　・お客様との校正打合
せ等　＊飛び込み営業などはありません。＊印刷会
社の営業歴がある方歓迎します。

岩手県宮古市松山第５地割
１３番地６

株式会社　文化印刷

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木作業員 各現場において、下記の業務に従事して頂きます。
・道路工事…土砂の掘削、盛り上げ等の作業
・その他土木工事…基礎工事等
○お持ちの免許、資格等に合わせた業務となりま
す。

岩手県下閉伊郡山田町長崎
４丁目１２番３５号

澤田工建　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

土木技術者 公共工事や一般土木工事などの施工計画案の作成○
工事中における品質管理、安全管理、施工の調整な
ど監督・指揮業務や各種書類作成○就業場所は担当
の現場事務所が基本になりますが現場への直行直帰
もあります●土木施工管理の資格をお持ちの方優遇

岩手県宮古市八木沢三丁目
１１－５


看護師 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に従事して頂きます。・看護
業務およびそれに伴う報告書の作成　・介護業務全
般　・機能訓練　・健康相談等　・その他付随する
業務　○パート勤務希望の方のご相談に応じます。

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

給食業務担当 ○栄養士２人体制
○献立作成、材料等の発注等や厨房に入って調理
師・調理員と共に給食の調理を行っています
＊栄養士または調理師どちらかの資格があれば応募
可能です

岩手県宮古市西町３丁目３
－２６

学校法人　岩手キリ
スト教学園　認定こ
ども園　宮古ひかり

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

梱包及び出荷作業業務 当社東北工場において梱包から出荷までの業務を担
当していただきます。・伝票や指示書をもとに製品
をダンボール箱に梱包　・製品を入れたダンボール
箱を木製パレットに積み込し出荷のための荷造りを
する　・フォークリフトを使用する作業があります

岩手県下閉伊郡山田町石峠
３－１７－４

和田工業株式会社
東北工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

品質管理（検査員） 検査室にて、水産物の細菌検査、理化学検査等を中
心とした検査を担当していただきます。
・細菌検査理化学検査（塩分、水分Ｂｒｉｘ等）
・放射能検査等の検査
・その検査報告書の作成、データー入力等

岩手県下閉伊郡山田町境田
町２－１

株式会社　川秀

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３１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 変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時15分

2人 175,000円～300,000円

正社員 18歳～59歳 03030- 1108221
交通誘導警備業務検定１級
交通誘導警備業務検定２級 (1)8時00分～17時00分

2人 あれば尚可 151,200円～189,000円 (2)21時00分～6時00分

正社員 18歳～64歳 03030- 1111621
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

車両系建設機械運転技能 (1)8時00分～17時00分
1人 あれば尚可 186,667円～233,334円

正社員 59歳以下 土木作業経験 03030- 1114021
交替制あり
(1)6時00分～15時00分

1人 140,700円～170,700円 (2)6時30分～15時30分
(3)8時30分～17時30分

正社員 59歳以下 03030- 1120921
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)9時00分～18時00分
1人 157,100円～157,100円

正社員以外 不問 03030- 1123721
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)9時00分～17時30分
1人 160,000円～200,000円

正社員 40歳以下 エクセル・ワード等 03030- 1124821
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時30分
1人 170,000円～197,000円

正社員 35歳以下 03010- 7198621
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

2人 185,300円～188,100円

正社員以外 不問 03010- 7205021

(1)8時00分～17時00分
2人 207,050円～207,050円

正社員以外 不問 03010- 7242521
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1)9時30分～18時30分
1人 141,869円～155,520円 (2)11時00分～20時00分

正社員以外 不問 入力程度・ネット検索 03020-  619521

2

販売員／正社員以外（セカ
ンドストリート宮古店）

お客様から様々なお品物をお売りいただき、リーズ
ナブルな価格で販売する総合リユースショップで
す。・販売、買取りに係る業務全般　・買取り商品
のメンテナンス（商品化）展示、演出など。・慣れ
てきたら、買取査定もします。

岩手県釜石市上中島町２－
２－３３

株式会社　トータ
ル・リユース（セカ
ンドストリート・ド
キドキ）雇用期間の定めなし

又は9時30分～20時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

森林測量補助作業、森林調
査補助作業（沿岸地域）

森林内で、ナタ等を使用して調査に支障となる小柴
等の刈開き等の測量補助作業や立木の太さの計測等
の森林調査業務に従事してもらいます。なお、林内
（道はありません）を移動しながらの業務となり、
１日５～６ｋｍ程度の歩行となります。

岩手県盛岡市手代森１４地
割１６番地４６１

一般財団法人　日本
森林林業振興会　青
森支部　岩手出張所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

マリンガイド兼事務（遊覧
船発着事務所）

遊覧船に乗り、観光地の案内やお客様とのコミュニ
ケーションなどを通して、お客様の安全・快適で楽
しい旅行を提供する仕事です。入社後、基礎研修を
行います。また受付対応、チケット販売、それに伴
う事務作業も行ってもらいます。

岩手県盛岡市厨川１－１７
－１８

岩手県北自動車　株
式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

一般事務（宮古支店）【３
５歳以下】

宮古支店において、下記の一般事務業務を行ってい
ただきます。
・パソコン操作（伝票入力、表作成、文書作成
等）・伝票整理　・電話の応対　・来客の応対　・
その他、一般事務に関連する業務

岩手県盛岡市内丸１４－４ 泉金物産　株式会社

雇用期間の定めなし パソコン基本操作
（ワード、エクセル等）

可能な方 岩手県宮古市

一般事務 事務業務を担当していただきます。
○電話・接客対応　○車両登録書類準備　○売上・
売掛管理　○お客様のお車の引取りおよび納車の手
伝い　○ショールームの装飾　○その他、付随する
業務および指示された業務

岩手県宮古市実田１丁目８
－１２

株式会社　宮古日産

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

就業支援ワーカー 障害のある方の就職や職場定着に関する相談業務を
担当していただきます。・就業への困り事などの相
談や企業訪問による定着相談　・通院同行や家庭訪
問など生活面の支援　・事業主の方への雇用に関す
る相談　・資料作成や郵便物の発送など

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第４
地割１－１１

社会福祉法人若竹会
宮古圏域障害者支援
センター　はあとふ
るセンターみやこ雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上） 障がい者支援の経験
あれば尚可

岩手県宮古市

調理員 特養老人福祉施設における厨房での調理業務
・入居者１１０名の食事（朝食、昼食、夕食／シフ
ト対応）・食器の片づけ、厨房の清掃等　・４名～
５名で対応していただきます。

岩手県宮古市西ヶ丘４丁目
５３－８

社会福祉法人　恵心
会　特別養護老人
ホーム　慈苑

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

現場作業員 当社請負の各現場にて以下の業務時従事していただ
きます。
・土木工事全般（各現場により作業内容が異なりま
す）・その他付随する業務
＊現在は主に岩泉地域の現場。

岩手県宮古市西町１丁目２
番２３号

恵比寿建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

警備員・交通誘導警備員
（正社員／宮古）

警備・主に交通誘導業務を行います。
・各種電話工事や建設工事に伴い道路において歩行
者や一般車両、工事車両が安全に通行できるように
誘導を行います。・イベント会場や駐車場、お祭り
等において人や車両の誘導を行います。

岩手県宮古市西ケ丘２丁目
１２番１号

トータルセキュリ
ティー　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業管理職候補 営業管理職候補として次の業務に従事していただき
ます。・警備業務　・現場指導　・営業管理関係事
務　・イベント警備等打合せ　・建設会社等に対し
警備員の仕事に関しての営業　・その他付随する業
務

岩手県宮古市実田１－２－
３

株式会社　トスネッ
ト北東北　宮古営業
所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他


