
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者 (1)8時00分～17時00分

1人 小型移動式クレーン 194,650円～343,500円
玉掛技能者

中型又は大型自動車免許
正社員 45歳以下 あれば尚可 03030- 3220201

変形（1年単位）
(1)8時45分～16時45分

1人 140,000円～160,000円 (2)8時45分～17時45分

正社員 35歳以下 03030- 3223301

(1)8時30分～17時00分
1人 160,000円～180,000円 (2)8時30分～12時00分

正社員 59歳以下 03030- 3213501
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 04010-56355501
変形（1ヶ月単位）
(1)9時30分～18時30分

1人 150,000円～180,000円 (2)9時30分～16時30分

正社員 59歳以下 03030- 3207301
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 200,000円～350,000円

正社員 64歳以下 03030- 3210701
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
準中型自動車免許 (1)7時30分～16時30分

1人 あれば尚可 220,712円～220,712円

正社員 39歳以下 04010-56232501
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 15070-15735701
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 15070-15736801
普通自動車免許一種

薬剤師 (1)8時30分～17時15分
1人 250,000円～300,000円

正社員 59歳以下 03010-21877801
変形（1年単位）
(1)10時00分～19時00分

1人 146,696円～160,520円

正社員以外 59歳以下 03030- 3195101
看護師

准看護師 (1)8時30分～18時00分
1人 いずれか 170,000円～200,000円 (2)8時30分～12時30分

正社員以外 不問 病院・クリニック勤務経験 03030- 3196401
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 194,650円～343,500円

正社員 64歳以下 03030- 3197701
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

２級建築施工管理技士 (1)8時00分～17時30分
1人 二級建築士 218,500円～287,500円

いずれか

正社員 64歳以下 建築現場代理人経験 03030- 3200101
看護師

(1)8時00分～17時15分
1人 220,000円～310,000円 (2)8時00分～15時30分

正社員 64歳以下 03030- 3202701
臨床検査技師

(1)8時00分～17時15分
1人 220,000円～310,000円 (2)8時00分～15時30分

正社員 64歳以下 03030- 3203801
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時20分

1人 140,000円～143,000円

正社員 59歳以下 03030- 3205501
２級土木施工管理技士 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
4人 175,470円～214,505円 (2)16時30分～1時30分

(3)0時30分～9時30分

正社員以外 18歳以上 文書作成等 04010-55936401
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道路情報連絡業務 〇道路情報連絡業務日誌の日々の記録
〇業務処理の日々の記録
・道路情報の収集、処理と情報提供装置操作及び
記録
・対象施設（気象情報等・ＣＣＴＶ設備・自専道

宮城県仙台市青葉区八幡１
丁目４－１６

みちのくコンサルタ
ント　株式会社土木学会２級土木技術者

以上もしくはＲＣＣＭ取
得者雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上） 岩手県宮古市、他

事業所名
求人番号

重機オペレーター 公共工事が主体の道路や林道の築造・補修、砂防
堰堤の築造などの土木作業に係る重機操作に従事
して頂きます。　※建設業は多くの資格や免許が
必要になりますが、その場合は会社で支援します
のでキャリアアップができます。

岩手県宮古市八木沢三丁目
１１－５　バス停「八木沢
団地」から　徒歩２分

株式会社菊地建設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

医療事務 ◆当院での医療事務及び受付業務全般
・電話対応、受診者受付
・外来医療費計算、会計
・レセプト請求事務
・カルテ、問診票等の準備及び整理

岩手県宮古市津軽石５－８
０－１２

木沢医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務

（11月20日時点の内容です）

　　１１月１６日　から　　１１月２０日　までに受理した求人です。　＜次回発行日は１２月３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

当スクールにおいて下記の業務に従事していただ
きます。
・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

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
ＰＣの簡単な基本操作
（ワード・エクセル等）

簡単な操作（ワード・エク
セル）、医療事務

パソコンインストラクター
／宮古校

当社「キャトル宮古校」にて、下記業務を行って
いただきます。
・ワード・エクセル・パワーポイントなどのパソ
コンの操作説明
・生徒さんの操作フォロー

岩手県宮古市栄町３－３５
キャトル宮古４階

ＹＥＳネットワーク
三陸　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

ＭＯＳ Ｗｏｒｄスペシャ
リスト、ＭＯＳ Ｅｘｃｅ
ｌスペシャリストあれば

尚可
パソコン（ワード・エクセ
ル）基本操作ができる方

宅配ドライバー 生協の個人宅配配送（いわて生活協同組合様）
・セットされた食材を生協組合員様宅にお届けの
仕事
・１日６０～７０軒の配送
・車両は１．５ｔ（ＡＴ車）の小さなトラックで

宮城県仙台市若林区六丁の
目中町２３－３８　フクイ
事務所２階

株式会社　三協運輸
サービス　東北営業
所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

施設長 ハートランド宮古において施設管理業務に従事し
ていただきます。
・サービス付き高齢者住宅の入退去管理
・設備等の点検および修繕時の立会
・電話、来客応対

岩手県宮古市実田２丁目５
－１０

医療法人　おかだ外
科内科クリニック

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

パソコン基本操作（エクセ
ル・ワード）、介護、看
護、高齢者施設等管理職経

験

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

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

販売員・チェッカー スーパーマーケット玉木屋において、レジチェッ
カー係を担当していただきます。
・主にレジ業務
・接客
・商品の品出し

岩手県宮古市板屋１丁目６
番６号

株式会社　玉木屋

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

管理薬剤師（宮古市） 当社宮古支店において管理薬剤師の業務を行って
いただきます。
・医薬品の品質管理
・卸業務における薬務
・その他、上記に付随する業務など

岩手県盛岡市上堂四丁目５
－１

株式会社　スズケン
岩手

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般土木作業員 公共工事が主体の道路や林道の築造・補修、砂防
堰堤の築造などの土木作業に従事していただきま
す。※建設業は多くの資格や免許が必要になりま
すが、その場合は会社で支援しますのでキャリア
アップができます。

岩手県宮古市八木沢三丁目
１１－５　バス停「八木沢
団地」から　徒歩２分

株式会社菊地建設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師または准看護師 看護業務全般に従事していただきます。
・患者さんへの対応（診察室呼び込み、診察介
助、点滴・注射、胃カメラ検査補助、器具洗浄
等）
・意見書など書類作成等

岩手県宮古市磯鶏沖１５番
２０号

金沢内科医院

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

看護師 当医院において、外来患者様への看護業務全般に
従事していただきます。
・医師の指示に基づき、来院患者の診察介助
＊令和３年４月～雇用開始となります。ただし、
希望により早期から勤務も可能です。ご相談下さ

岩手県宮古市大通１丁目５
－２

岩見神経内科医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

建築現場代理人 建築技術者として、当社請負現場に係る業務に従
事します。
・公共工事、建築工事の施工計画立案
・作業現場での工程管理
＊現場間の移動には、社用車を使用していただき

岩手県宮古市田の神一丁目
２－３７

株式会社　佐々木建
設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

仕上兼二次加硫係 ゴム製品（オイルシール）の仕上げ加工業務全般
・手作業や油圧プレスを操作しゴム製品のバリ取
り
・受注規格書をもとに加工
全てハンドメイドとなるため技術の習得には時間

岩手県下閉伊郡岩泉町小本
字内の沢２―２

有限会社　岩泉ゴム
工業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

臨床検査技師 当医院において、外来患者様へ下記業務を行って
いただきます。
・ＭＲＩ検査、エコー検査、脳波検査および臨床
検査技師業務全般
・検査の経験がない方は、当院で指導し技術を習

岩手県宮古市大通１丁目５
－２

岩見神経内科医院

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１１月２６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



介護福祉士 変形（1ヶ月単位）
あれば尚可 (1)8時30分～17時30分

1人 142,000円～178,000円 (2)7時00分～16時00分
(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030- 3186901
大型自動車免許 変形（1年単位）

車両系建設機械運転技能者 (1)8時00分～17時00分
1人 184,000円～207,000円

大型自動車運転経験

正社員 59歳以下 バックホー運転経験 03030- 3188401
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 04010-55718601
普通自動車免許一種

(1)7時30分～17時00分
3人 193,000円～293,000円

正社員 不問 40100- 4026101
１級土木施工管理技士
２級土木施工管理技士 (1)7時30分～17時00分

3人 いずれか 300,000円～450,000円
普通自動車免許一種

正社員 不問 40100- 4027401
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介護職／グループホームい
わいずみ

グループホームいわいずみの入居者９名に対す
る、介護サービスを提供して頂きます。
・入浴、排泄、食事、移動等の介助
・レクリエーションの企画運営
・その他、記録や送迎等の入居者様の生活支援全

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第９
地割３９番地２７

医療法人　仁泉会
介護老人保健施設ほ
ほえみの里

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 簡単なタブレット端末の

操作
岩手県下閉伊郡岩泉町

大型ダンプ運転手 下記の業務に従事していただきます。
・大型ダンプを使用し、砂利・砂・土砂等を運搬
・業務は主に宮古、下閉伊地区内
・バックホー等を使っての積込作業
・プラント内での作業

岩手県宮古市上鼻２丁目６
番７５号

株式会社　伊藤礦業
所

雇用期間の定めなし

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

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

土木作業員 ＊県内各現場における土木作業
土砂の掘削や埋め戻し、コンクリートの練りや充
てん等の作業を行います。現場の移動の際、社用
車使用
応募には安定所の紹介状が必要です

福岡県行橋市大字宮市５１
－８

ミライ産業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

専任技術者（土木１級） ＊土木工事の管理業務を行って頂きます
現場の移動の際、社用車使用
応募には安定所の紹介状が必要です

福岡県行橋市大字宮市５１
－８

ミライ産業　株式会
社

雇用期間の定めなし
土木管理の業務経験

あれば尚可
岩手県下閉伊郡岩泉町


