５月１５日 から ５月２２日 までに受理した求人です。

平成２９年５月２５日発行

ハローワーク 宮古

（5月22日時点の内容です）

宮古公共職業安定所

＜次回発行日は ６月１日です＞

◎
この求人情報は、発行日現在、有効中の求人を掲載しています。 ◎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。
◎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。
◎
◎「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。
◎ 面接には、ハローワークの紹介状をご持参ください。
すでに、募集を締め切っている場合もありますので、ご注意ください。
職種・雇用期間・雇用形態求人数
品質確認係（宮古市）
雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

1人

有期雇用派遣
製造員（岩泉工場）
雇用期間の定めなし
正社員
一般事務補助（臨時職員）
／事務局
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）
正社員以外
オペレーター（山田町）
雇用期間の定めなし
正社員
土木施工管理技士（岩手県
岩泉町）
雇用期間の定めなし

2人

1人

1人

仕事の内容
年
齢
派遣先事業所において、下記業務を行っていただ
きます。＜電子部品の品質確認作業＞形、長さな
どを測ります。その他、付随する業務。入社後、
１ヶ月間ぐらいは８：００～１７：００の勤務時
間で研修となります。
18歳以上
岩泉工場の勤務となります。洋菓子・和菓子・パ
ン製造の補助をしていただきます。生地の仕込
み、成形、焼成、包装等の工程があります。パン
生地をこねる際及び製品包装の際には、機械を使
用します。
64歳以下
大学の事務局における一般事務補助業務を行いま
す。来客等受付、教務、研究支援、学生支援、就
職支援、企画、総務、経理、その他学校行事補助
を行います。
不問
宮古営業所にてオペレーター業務全般を担当して
いただきます。【主な業務内容】重機による金属
スクラップの積込み、投入、荷下ろし等の業務。
その他の手作業による分別、選別等の業務。工場
構内の整理等付随する業務。
不問
道路工事、水路工事他に伴う施工管理、工程管
理、安全管理業務等。週４０時間勤務。

必要な免許資格
必要な経験など

賃

金

就業時間

交替制あり
(1) 8時00分～17時00分
134,400円～134,400円 (2)20時00分～ 5時00分

変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時15分

137,000円～240,000円

正社員
建設業仮設足場工事の作業
員（宮古営業所）「建設」
雇用期間の定めなし
正社員
交通誘導員（有資格者）
（宮古市）
雇用期間の定めなし

5人

5人

正社員
交通誘導員（宮古市）
雇用期間の定めなし

5人

正社員
土木作業員「建設」
雇用期間の定めなし
正社員
建築施工管理・土木施工管
理（見習可）≪急募≫
雇用期間の定めなし

1人

2人

正社員
包装資材の配送業務
雇用期間の定めなし
正社員
ダンボール加工、管理、配
送
雇用期間の定めなし
正社員
事務補助(臨時職員)/宮古
保健福祉環境センター
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）
正社員以外
土木作業員、型枠大工、重
機オペレーター、配管工
雇用期間の定めなし

1人

1人

1人

1人

正社員
大工又は大工見習い
雇用期間の定めなし

1人

正社員
営業員（宮古出張所）
雇用期間の定めなし
正社員
配管工・土木作業員（正社
員）「建設」
雇用期間の定めなし

1人

1人

正社員
作業員「建設」
雇用期間の定めなし
正社員以外

2人

所在地
就業場所

事業所名
求人番号

岩手県盛岡市向中野３丁 株式会社
目１８番２０号 ２Ｆ
ンドエム
アクエリアスビル
業所

エムア
盛岡営

03010-12554671
岩手県宮古市実田一丁目 株式会社 日進堂
５－１７
（ドーネル）
岩手県下閉伊郡岩泉町

パソコン操作
（ワード・エクセル・メー 132,153円～132,153円
ル等）のできる方（必須）

大型自動車免許一種
大型特殊自動車一種
フォークリフト技能者

(1) 8時30分～17時15分

03030- 2202971
岩手県宮古市河南一丁目 岩手県立大学 宮
５番１
古短期大学部
岩手県宮古市

変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

141,050円～217,000円

03030- 2203171
岩手県久慈市長内町３７ 株式会社 青松
－１２－８
岩手県下閉伊郡山田町

土木施工管理技士1級又
は
土木施工管理技士2級

1人

5人

フルタイム

岩手県宮古市

(1) 8時00分～17時00分

230,000円～350,000円
土木施工管理経験者

正社員
建設業仮設足場工事の営業
その他（宮古営業所）
雇用期間の定めなし

TEL 0193－63－8609

不問
架設足場リースの営業。主に建設、建築、塗装業
普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分
等の事業所を訪問していただきます。社内での雑
(自家用車使用)
務、現場での写真撮り、採寸等。業務は直行直帰
180,000円～400,000円
が主で、週１度程度出社し報告などを行って頂き
ます。自家用車を使用。
59歳以下
仮設足場の組立・撤去作業。社内での雑務、現場
(1) 8時00分～17時00分
での写真撮り、採寸等。４ｔトラックの運転（自
動車免許のある方）朝、会社へ集合しトラックに
168,000円～378,000円
て移動します。（３人一組）パートでの就労も可
能（就業時間等相談に応じます）
59歳以下
変形（１年単位）
交通誘導員業務全般。各工事現場での歩行者の安
交通誘導２級資格
(1)20時00分～ 5時00分
全確保、一般車両の誘導及び工事現場内への工事
普通自動車免許一種
車両の入出誘導業務になります。未経験者歓迎。
176,000円～220,000円
ベテランによる新人教育でサポートします。業務
拡大中で忙しいですが明るく楽しい職場です。
交通誘導経験
18歳～64歳
変形（１年単位）
交通誘導員業務全般。各工事現場での歩行者の安
普通自動車免許一種
(1)20時00分～ 5時00分
全確保、一般車両の誘導及び工事現場内への工事
車両の入出誘導業務になります。未経験者歓迎。
165,000円～198,000円
ベテランによる新人教育でサポートします。業務
拡大中で忙しいですが明るく楽しい職場です。
18歳～64歳
左官、タイル、吹付け、一般住宅基礎、土木、ブ
普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分
ロック、フェンス工事など現場の清掃、職人の手
（ＡＴ限定不可）
元、人力作業、トラック（４トン）運転等行って
161,000円～184,000円
いただきます。その他付随する業務も行っていた
だきます。有資格の方は重機の運転もあります。
不問
変形（１ヶ月単位）
工事現場の施工管理業務を行います。土木工事と
建築施工管理技士２級
(1) 8時00分～17時00分
建築工事の現場管理、積算見積、パソコンでの工
土木施工管理技士２級
事関連書類作成、ＣＡＤを使用しての図面作成、
建築士２級いずれか
180,000円～450,000円
お客様との打合せなどを行っていただきます。基
普通自動車免許一種
本として、１人１つの現場を受け持ちます。
（ＡＴ限定不可）
パソコン操作出来る方
64歳以下
ダンボール、発泡スチロール、ポリ袋、容器等、
普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分
包装資材全般・多品種の配送業務をしていただき
（ＡＴ限定不可）
ます。配送先は宮古市内、下閉伊地区等で、１．
140,000円～140,000円
５ｔ～２．０ｔの車を使用します。
不問
ダンボールに手作業で加工した製品に関する材料
普通自動車免許一種
(1) 8時30分～17時30分
等の発注、管理、梱包をしていただきます。配送
（ＡＴ限定不可）
業務は宮古市内、上閉伊地区の４～５件のコネク
155,000円～155,000円
ター関係の製造業者様への配送となります。
不問
宮古保健福祉環境センター管理課において地域包
普通自動車免許一種
(1) 8時30分～17時15分
括ケア推進補助業務・医療介護連携推進補助業
（ＡＴ限定不可）
務・多職種連携研究会等補助業務・医療、衛生関
128,940円～149,520円
係の統計調査事務、医療介護関係の資料作成、台
ワード・エクセル等のパソ
帳整理・窓口対応、文書の収受及び発送業務。
コン操作ができること
不問
変形（１年単位）
主に久慈管内の土木、建築等の現場作業に従事し
車両系基礎工事用運転
(1) 8時00分～17時00分
ていただきます。【主な業務内容】土木工事作
大型特殊自動車一種
業・土砂の掘削や積み込み、埋め戻し・重機オペ
配管技能士（２級）
175,560円～254,100円 (2) 8時00分～16時30分
レーター及び大型車両などの運転。就業時間は
普通自動車免許一種
（１）２月～１０月、（２）１１月～１月となり
64歳以下
（主な仕事）新築在来工法で土台敷から建て方、
普通自動車免許一種
(1) 8時00分～18時00分
内装工事等・構造プレカット・筋違、窓台、間柱
プレカット・屋根野地板プレカット・床構造（根
129,600円～324,000円
太なし）現場移動等では、社用車（軽バス／Ａ
Ｔ）又は自家用車（現場により、ガソリン代支給
不問
当社取扱商品のルート販売営業(社用車による)・
普通自動車免許一種
(1) 8時30分～17時15分
現場打合せ・商品取付のための実測・見積書作
成・商品手配、納品管理・受注後の現場管理、工
198,000円～500,000円
程管理等。盛岡統括営業所他営業所、出張所のい
ずれかの勤務となります(各営業所、出張所１名ず
33歳以下
各現場にて、配管作業及び土木作業に従事してい
普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分
ただきます。下水道工事、給排水工事、関連器具
（ＡＴ限定不可）
の取り付け、水回りの修理などの業務です。現場
151,280円～244,000円
は主に宮古市内となります。給水・排水設備免許
所持者は優遇いたします。
配管工経験者
不問
建設現場においての土木作業全般となります。解
中型一種（８ｔ限定）
(1) 8時00分～17時00分
体工事・舗装工事を主としており、建築物の取り
壊し、廃棄物の撤去・運搬、整地などを行いま
126,600円～168,800円 (2) 8時00分～12時00分
す。２ｔ車・４ｔ車の運転もあります。関連する
免許をお持ちでない方には、大型車や重機では対
64歳以下

03100- 1462571
北海道札幌市豊平区平岸 株式会社 ジェイ
４条７丁目１１番７号
エムシー
岩手県下閉伊郡岩泉町

01230-10510671
岩手県盛岡市津志田２７ 有限会社 新鋭
地割３７番地１５号【求
人票送付先指定あり】
岩手県宮古市

03010-12385371
岩手県盛岡市津志田２７ 有限会社 新鋭
地割３７番地１５号【求
人票送付先指定あり】
岩手県宮古市

03010-12386671
岩手県盛岡市津志田２７ 株式会社 東北セ
地割１－３ 平松ビル１ キュリティーサー
階
ビス 盛岡営業所
岩手県宮古市

03010-12394671
岩手県盛岡市津志田２７ 株式会社 東北セ
地割１－３ 平松ビル１ キュリティーサー
階
ビス 盛岡営業所
岩手県宮古市

03010-12395571
岩手県宮古市板屋３－４ 上野建装
－１４
岩手県宮古市

03030- 2191971
岩手県宮古市太田一丁目 有限会社 乙戸建
８番２０号
設
岩手県宮古市

03030- 2192171
岩手県宮古市鍬ヶ崎上町 阿部包装資材店
３－１７
岩手県宮古市、他

03030- 2193071
岩手県宮古市鍬ヶ崎上町 阿部包装資材店
３－１７
岩手県宮古市、他

03030- 2194371
岩手県宮古市五月町１番 岩手県沿岸広域振
２０号 宮古地区合同庁 興局
舎内
岩手県宮古市

03030- 2197471
岩手県久慈市山形町川井 プレステック 株
８－１５－７
式会社
岩手県宮古市、他

03100- 1446571
青森県北津軽郡鶴田町大 西北工業
字鶴田字早瀬１５６－７
岩手県宮古市、他

02060- 1850571
岩手県盛岡市向中野２－ 三和シャッター工
２－２０【郵送先指定あ 業株式会社 東日
り】
本事業本部東北
盛岡統括営業所
岩手県宮古市、他
03010-12272371
岩手県宮古市宮町四丁目 サカミ水道
６－３
岩手県宮古市

03030- 2182271
岩手県宮古市崎鍬ヶ崎１ 株式会社 マルイ
１地割３２番地２
舗装
岩手県宮古市

03030- 2184171
1

大型トラックドライバー≪
急募≫
雇用期間の定めなし

1人

正社員
市場荷扱作業員≪急募≫
雇用期間の定めなし

1人

正社員
生活支援員
雇用期間の定めなし

2人

正社員
営業兼配送
雇用期間の定めなし

1人

正社員
精密機械加工
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）
正社員以外
寮の管理・賄い（津軽石
寮）（岩手県宮古市）
雇用期間の定めなし
正社員
大型ダンプ運転手【山田
町】
雇用期間の定めなし

2人

2人

2人

正社員
指導員
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

1人

正社員以外
法面エ「建設」
雇用期間の定めなし
正社員
重機オペレーター（岩手県
下閉伊郡）
雇用期間の定めなし
正社員
土木作業員（岩手県下閉伊
郡）
雇用期間の定めなし

1人

正社員以外
型枠大工（見習可）「建
設」
雇用期間の定めなし

6人

4人

1人

1人

正社員
総務
雇用期間の定めなし
正社員

変形（１年単位）
(1)11時00分～22時30分

126,000円～126,000円
大型自動車免許一種

変形（１年単位）
(1) 7時30分～18時00分

126,000円～126,000円
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分
143,000円～259,000円 (2) 9時00分～18時00分

1人

03030- 2185071
岩手県宮古市大字津軽石 長谷川運送 株式
１６地割２１５番４
会社
03030- 2186371
岩手県宮古市末広町６番 ＮＰＯ法人結人
８号
岩手県宮古市

普通自動車免許一種又は
変形（１年単位）
中型自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分
（ＡＴ限定不可）
158,500円～209,100円 (2) 8時00分～12時00分

03030- 2188571
岩手県宮古市実田一丁目 株式会社 岩手ビ
３－１７
ルテック
岩手県宮古市、他

普通自動車免許一種
(通勤用）

変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分
130,637円～146,880円 (2)20時30分～ 5時30分

03030- 2189471
岩手県宮古市田鎖９地割 株式会社 エム・
５５番地１
アイ・テイー 東
北工場
岩手県宮古市

普通自動車免許一種
(1) 5時30分～ 8時00分

280,000円～300,000円 (2)16時00分～20時00分

03030- 2190271
堺市堺区出島海岸通２丁 青雲産業 株式会
３番２４号
社
岩手県宮古市、他

調理経験者

大型自動車免許一種

変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

183,600円～194,400円

27080-13106771
岩手県釜石市甲子町第８ 株式会社 Ａ－Ｌ
地割１２２番地１
ＩＮＥ
岩手県下閉伊郡山田町

大型ダンプ運転経験

普通自動車免許一種
(通勤用）

交替制あり

125,400円～136,100円

普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可）

196,350円～300,300円

03020- 1183771
岩手県宮古市小山田二丁 一般財団法人 宮
目１番１号
古市体育協会

又は 8時30分～21時00分の
岩手県宮古市
間の8時間程度
変形（１年単位）
岩手県下閉伊郡岩泉町岩
(1) 8時00分～17時00分
泉字大館１９－１

03030- 2180771
県北緑化 株式会
社

岩手県下閉伊郡岩泉町

車両系基礎工事用運転
車両系整地掘削用運転
車両系解体用運転

(1) 8時00分～17時00分

207,000円～276,000円

03030- 2181871
北海道札幌市白石区本通 株式会社 エヌエ
５丁目南４番１２号
スアイ
岩手県下閉伊郡岩泉町

(1) 8時00分～17時00分

184,000円～230,000円
不問
復興工関連工事の公共建築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。
18歳～64歳
復興工関連工事の公共建築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。
18歳以上
当社請負建築現場において型枠大工作業に従事し
ていただきます。墨だし、型枠組立、型枠外し作
業等行います。現場までは乗り合いとなり、社用
車使用となります。体力に自信がある方希望しま
す。
59歳以下
千徳店において、理容業務全般に従事していただ
きます。注文に応じて、シャンプー、カット、顔
そり、カラー、パーマ等を行います。お客様の対
応や会計など、その他付随する業務を行っていた
だきます。
不問
パソコン（ワード・エクセル）を使用し書類作
成、見積書、請求書作成、各関係機関への手続き
や電話、来客応対等に従事していいただきます。
その他書類提出の為、得意先や官公庁へ外出とな
り、社用車使用となります。
不問

株式

岩手県宮古市

運転経験者

普通自動車免許一種

岩手県宮古市大字津軽石 長谷川運送
１６地割２１５番４
会社
岩手県宮古市、他

運転経験者

3人

正社員以外
理容師
雇用期間の定めなし

大型自動車免許一種

不問
造成工事、道路工事に伴う一般土木作業全般。週
４０時間の勤務。

正社員
警備員／正社員以外
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

不問
山田町船越において、大型ダンプの運転業務を行
います。主に採石場から各建設・土木作業現場ま
で土砂・採石の運搬、また、ストックヤード（一
次仮置き場：市内）への土砂・採石の運搬。不慣
れな方も慣れるまでは熟練ドライバー同行指導も
59歳以下
水泳教室において職員の指示のもと水泳指導の補
助から始めていただきます。また簡単なパソコン
操作や受付・利用料の計算などの事務、その他清
掃や片付けなど施設管理を行います。水泳教室は
幼児から大人まで各コースがあります。コースに
不問
法面工事を主体としています。ロープにぶら下が
り、金網張り、コンクートや種子の吹付け等の高
所作業に従事していただきます。現場への移動は
社用車で乗合となります。体力と経験を必要とす
る仕事ですが、努力次第で施工技術者へスキル
59歳以下
造成工事、水路工事他に伴う重機オペレーター業
務全般。週４０時間の勤務。

2人

正社員
警備員
雇用期間の定めなし

宮古市魚市場から、箱詰めされた鮮魚、貝等を１
０ｔトラックに積み込み配送します。積み込み、
荷卸しはリフトを使用します。宮古～気仙沼～花
巻・盛岡方面への配送となります。
59歳以下
宮古市魚市場から、箱詰めされた鮮魚や、貝等を
集荷したり、トラックに荷物を積み込む作業に従
事していただきます。積み込み作業、荷卸しには
リフトを使用していただきます。
59歳以下
障がいのある利用者の方の食事や入浴、排せつ等
の介助や、創作活動の物作り、生産活動の畑仕事
などの支援を行います。利用者の方と一緒に調理
も行っていただきます。その他送迎時の運転、添
乗もあります。午後は障がい児の支援・見守りを
64歳以下
主に宮古・下閉伊管内の建設会社などを訪問し、
土木資材の販売営業を行います。初めのうちは、
配送をしながら商品について勉強していただきま
す。慣れてきたら、得意先等への営業活動をして
いきます。配送には軽トラックや２ｔ車を使用、
35歳以下
フライス盤、平面研磨機、ＮＣプロファイルグラ
インダー、ワイヤー放電加工機などを使用し精密
金型部品等を製作するお仕事となります。男女問
わず活躍できる仕事です。資格など必要なく未経
験者でもＯＪＴ・ＯＦＦＪＴの教育訓練にてスキ
不問
○管理業務・入退寮の把握・簡単な事務処理
○調理業務・朝夕の食事提供
６０歳以上の方の応募も歓迎です。

01230-10017271
北海道札幌市白石区本通 株式会社 エヌエ
５丁目南４番１２号
スアイ
岩手県下閉伊郡岩泉町

交通誘導警備２級
普通自動車免許一種
(通勤用）

(1) 8時00分～17時00分

173,250円～196,350円

01230-10018971
岩手県下閉伊郡山田町織 株式会社 宇野ビ
笠第１６地割３番地３１ ルド
岩手県宮古市、他

普通自動車免許一種
(通勤用）

(1) 8時00分～17時00分

161,700円～161,700円

03030- 2171471
岩手県下閉伊郡山田町織 株式会社 宇野ビ
笠第１６地割３番地３１ ルド

岩手県下閉伊郡山田町、他

普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可）

変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

231,000円～300,300円

03030- 2172771
岩手県下閉伊郡山田町船 横田型枠
越２２－２７－２
岩手県宮古市、他

理容師
(1) 9時00分～18時30分

150,000円～300,000円

03030- 2173871
岩手県宮古市板屋１丁目 株式会社 クォー
２－１４
ル
岩手県宮古市

理容師経験

普通自動車免許一種
(1) 8時30分～17時30分

120,000円～200,000円

03030- 2174271
岩手県宮古市黒田町６－ 株式会社 国際資
１
源サービス
岩手県宮古市

03030- 2178371
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