
大型自動車免許
(1)8時00分～17時00分

2人 147,000円～189,000円

正社員 64歳以下 03030- 2302501
車両系建設機械運転技能者 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
2人 216,000円～388,800円

正社員 不問 03030- 2304301

(1)8時30分～17時30分
1人 160,000円～160,000円

正社員 不問 経験者 03030- 2306901
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

フォークリフト運転技能者 (1)6時00分～16時00分
2人 163,100円～163,100円

正社員以外 不問 フォークリフト運転 03030- 2307101
薬剤師 変形（1年単位）

(1)9時00分～17時30分
2人 300,000円～350,000円 (2)9時00分～13時00分

正社員 不問 03030- 2301201
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 245,440円～459,520円

正社員 59歳以下 04010-39484001
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時30分
1人 169,500円～180,400円

正社員 64歳以下 03030- 2300801
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 300,000円～350,000円

有期雇用派遣労働者 不問 太陽光発電工事経験者 03070- 3544801
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時45分～18時00分
1人 179,000円～231,000円 (2)10時45分～20時00分

(3)12時00分～21時15分

正社員 35歳以下 15070-11493401
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時45分～18時00分
1人 179,000円～231,000円 (2)10時45分～20時00分

(3)12時00分～21時15分

正社員 35歳以下 15070-11494701

(1)8時15分～17時00分
1人 140,000円～200,000円

正社員 35歳以下 03030- 2294401
大型自動車免許 変形（1ヶ月単位）

フォークリフト運転技能者 (1)8時00分～16時30分
1人 あれば尚可 133,800円～133,800円

正社員 59歳以下 03030- 2295701
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時50分～16時50分
1人 140,000円～160,000円 (2)8時50分～17時50分

正社員 35歳以下 03030- 2296801
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

1人 138,078円～143,480円

正社員以外 不問 03030- 2298501
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～16時45分
3人 232,000円～301,600円 (2)8時00分～16時30分

正社員 不問 伐木作業の経験者 03100- 1957301
普通自動車免許一種

(1)9時00分～18時00分
1人 228,000円～300,000円

正社員 59歳以下 営業経験者 04010-38991201
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 245,440円～483,910円

正社員 59歳以下 04010-39003001
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事業所名
求人番号

運転手 大型ダンプを使用し、以下の業務を行っていただ
きます。
・アスファルト合材をプラントから積んで現場へ
の運搬業務
・材料、残土、産業廃棄物等の運搬業務

岩手県宮古市金浜第６地割
２１ー６６

有限会社　ジェイ・
ティ・エス　岩手営
業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

（8月17日時点の内容です）

８月１１日　から　　８月１７日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は８月２７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

金型部品加工 ・受注の図面確認
・金型部品の平面研磨加工機操作
・研削機械を操作して研削加工
・工場内清掃等


岩手県宮古市津軽石第１４
地割８８－１

有限会社クレイン

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

重機オペレーター 砕石場（田野畑村）において下記の業務に従事し
ていただきます。
・重機操縦による砕石の生産・製造・運搬業務
・その他付随する業務
＊やる気のある方を採用させていただきます。

岩手県宮古市磯鶏沖８－２
５

有限会社　リアライ
ズ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

重機オペレーター経験また
は建設現場の経験あれば尚

可

薬剤師 ・飲み合わせや副作用、用法・用量などのチェッ
ク
・患者さんに合わせた調剤、調剤に伴う事務処理
・服薬に関する説明、ＯＴＣ医薬品の販売
＊飲み合わせや副作用、用法・用量などのチェッ

岩手県宮古市向町２－４０ 合資会社　健康堂薬
局

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

水揚げ作業員 魚市場にて、鮮魚水揚げ作業補助に従事していた
だきます。
・トロール船からの水揚げ作業補助
・かごの洗浄や、場内及び使用容器の洗浄等
・フォークリフトを運転し、船のタンクから計量

岩手県宮古市光岸地４番４
０号

宮古漁業協同組合

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

一般事務／正社員 当社において下記の業務を行っていただきます。
・一般事務
・請求書、その他資料等作成
・来客、電話応対
・外出用務（銀行・役場・宮古市内）

岩手県下閉伊郡岩泉町浅内
字下栗畑６８－１１

株式会社　岩泉きの
こ産業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

施工管理補助（建築課） 未経験の方でも歓迎致します。建設現場での現場
監督の補佐（建築）に従事して頂きます。
・デジカメ等を使用した写真の管理・整理
・ＰＣを操作（Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ）し、書類
の作成

宮城県仙台市青葉区本町２
丁目１０－３３　
第２日本オフィスビル７階

株式会社　オンサイ
ト

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作ができる方

販売・店舗運営職（リー
ジョナル社員）

販売からスタートし、将来的には店長や地域マ
ネージャーとして、店舗運営の中堅幹部を目指し
ていただく職種です。まずはホームセンターでの
接客、販売、売場づくり、商品管理、店長代行業
務などを通じて知識と技術を習得していただきま

新潟県新潟市南区清水４５
０１番地１

株式会社　コメリ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

土木施工管理【山田町】 【土木施工管理業務】
〇大規模太陽光発電工事の現場にて現場管理業務
・作業環境等に関する安全及び衛生の管理
・作業工程および進捗の管理
・品質管理・写真管理

岩手県北上市大通り３丁目
２－５
北上センタービル３階

株式会社　セレク
ティ　岩手支店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 岩手県下閉伊郡山田町

機械オペレーター 当社において下記の業務を行っていただきます。
・金型用パーツ部品の加工（研磨、プロファイ
ル、ワイヤー、細穴放電、フライス）
＊立ち仕事になります。
＊未経験でも一人で作業ができるまでベテランの

岩手県宮古市田鎖第３地割
１４番地

株式会社　ＧＵＰ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売・店舗運営職（リー
ジョナル社員）

販売からスタートし、将来的には店長や地域マ
ネージャーとして、店舗運営の中堅幹部を目指し
ていただく職種です。まずはホームセンターでの
接客、販売、売場づくり、商品管理、店長代行業
務などを通じて知識と技術を習得していただきま

新潟県新潟市南区清水４５
０１番地１

株式会社　コメリ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

事務及び教習指導員候補 【事務】・パソコンを使用しお客様情報の入力、
各種書類作成、教習の予約受付、窓口対応
【教習指導員候補】・指導員資格取得前は、送迎
バスの運転などをしながら指導員の資格取得を目
指す

岩手県宮古市田鎖第１２地
割２５番地

株式会社　宮古ドラ
イビングスクール

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

トラック運転手 大型トラックの運転（運行範囲：宮古市内～東北
各地）
・ベニヤ板・製材等の建築資材や肥料等の荷物の
積卸作業やトラックの整備点検


岩手県宮古市刈屋第１４地
割２０－１９

大信運送　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ＰＣの簡単な基本操作
（ワード・エクセル等）

伐木作業員（経験者） ◆久慈市内および軽米町を含む周辺地域での伐木
作業業務
＊伐木作業全般
＊チェンソーを使用し木の伐採作業
＊その他、上記に付随する業務

岩手県久慈市山形町川井第
１７地割２３－１５７

上山林業　有限会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

生産管理 材料の在庫管理、入荷・出荷の作業や管理、生産
管理業務全般の業務となります。
・担当社員からの指示のもと、材料の発注管理な
ども行っていただきます。
・梱包された商品の手作業による仕分け作業もあ

岩手県宮古市田鎖９地割５
５番地１

株式会社　エム・ア
イ・テイー　東北工
場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

施工管理補助（土木課） 未経験の方でも歓迎致します。建設現場での現場
監督の補佐（土木）に従事して頂きます。
・デジカメ等を使用した写真の管理・整理
・ＰＣを操作（Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ）し、書類
の作成

宮城県仙台市青葉区本町２
丁目１０－３３　
第２日本オフィスビル７階

株式会社　オンサイ
ト

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

営業所長候補 警備関係営業・業務・管理全般を行って頂きま
す。具体的には、・新規顧客の開拓・各種契約書
の作成、契約の締結・顧客のニーズに合わせた各
種提案・営業所の売上等数値管理・社員のケアな
どを行って頂きます。

宮城県仙台市青葉区国分町
１丁目７－１８　白蜂広瀬
通ビル２階

東洋ワークセキュリ
ティ　株式会社

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２年８月２０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


