
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)8時00分～16時00分

1人 177,100円～177,100円 (2)16時00分～0時00分
(3)0時00分～8時00分

あれば尚可
有期雇用派遣労働者 18歳以上 03010-23812201

普通自動車免許一種
二級自動車整備士 (1)9時00分～17時00分

1人 140,000円～140,000円 (2)9時00分～15時00分

正社員 25歳以下 03030- 3548001
準中型自動車免許 変形（1年単位）

(1)8時00分～16時30分
1人 160,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03030- 3550101
大型自動車免許 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 254,220円～254,220円

正社員 59歳以下 大型車運転業務の経験 04020- 9208601
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 ２級建築士 172,500円～253,000円

あれば尚可

正社員 64歳以下 建築現場経験 03030- 3544701
変形（1ヶ月単位）
(1)8時15分～17時00分

1人 141,100円～141,100円 (2)11時00分～19時45分

正社員以外 不問 03030- 3545801
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
1人 148,000円～250,000円

正社員以外 不問 葬祭業務経験 03030- 3546201
変形（1年単位）
(1)9時00分～18時00分

1人 150,000円～165,000円 (2)11時00分～20時00分

正社員 64歳以下 03030- 3547501
普通自動車免許一種

(1)7時30分～16時30分
2人 130,000円～150,000円

正社員以外 不問 調理経験 04010-61105101
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
2人 249,700円～343,700円

正社員 69歳以下 ＣＡＤ使用経験あれば尚可 04010-61117801
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

2人 140,000円～160,000円

正社員 59歳以下 検査業務経験 03030- 3539501
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

正社員 45歳以下 03030- 3541901
普通自動車免許一種

１級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分
3人 ２級土木施工管理技士 357,100円～565,100円

あれば尚可
建設現場での実務経験

正社員 69歳以下 ＣＡＤ使用経験あれば尚可 04010-60986701

(1)8時00分～17時00分
2人 220,000円～320,000円

正社員 69歳以下 04010-61035401
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 246,760円～466,275円

正社員 59歳以下 ＰＣ基本操作必須 04010-61064001
薬剤師 交替制あり

(1)9時00分～18時00分
1人 321,000円～395,000円

正社員 59歳以下 01240-22508601
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時15分
1人 201,000円～270,000円

正社員 59歳以下 03010-23637501
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30分～17時30分
1人 危険物取扱者（丙種） 138,000円～140,000円

あれば尚可

正社員 59歳以下 03030- 3528801
1

（12月21日時点の内容です）

１２月１５日　から　　１２月２１日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は１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

自動車整備士 自動車整備にかかる業務を行います
・定期点検や車検に伴う整備、鈑金、部品取り外
し
・タイヤ交換、洗車、引取りや納車業務など
＊経験が少ない方でも先輩社員が指導しますの

岩手県宮古市大通３丁目１
－１３

和山自動車販売　株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

肥料製造（宮古市） 派遣先事業所において下記の業務を行っていただ
きます。
・肥料製造ラインのオペレーションを行います。
・機械操作及び操業停止の際の清掃作業
・ショベルローダー、フォークリフトで原料、製

岩手県盛岡市向中野３丁目
１８番２０号　２Ｆ　アク
エリアスビル

株式会社　エムアン
ドエム　盛岡営業所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

ショベルローダー等
運転技能者

ダンプカー運転手（１０ト
ン）

・１０トンダンプカーで残土、砕石の運搬
・１０トンダンプカー運転経験者

宮城県石巻市北村字板宮１
１－２

佐藤興業株式会社
石巻営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

廃棄物収集運搬作業 宮古市内の集積場を回り、ごみ収集や一般家庭の
トイレのし尿汲み取り作業を行います。
・２人１組で、曜日毎に決められたルートに沿っ
て活動します。
・収集作業を終えたら、処理場へ搬入をします。

岩手県宮古市小山田４丁目
５番２４号

株式会社　宮古衛生
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護助手 当病院において、下記の業務を行っていただきま
す。
・看護職員の指導のもと、病棟の環境整備
・入院患者さんの日常生活に関わる補助業務
・寝具交換、入浴介助、食事介助、着替え介助等

岩手県宮古市板屋１丁目６
番地３６

医療法人財団　正清
会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 岩手県宮古市

建築現場代理人補佐 建築技術者補佐として、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

販売員（ドラ店） お菓子、ケーキ、パン等の販売
・来店したお客様応対、レジ、品出し
・箱詰め、ラッピング
・店内の清掃
＊長期間勤務できる方を希望します。

岩手県宮古市実田一丁目５
－１７

株式会社　日進堂
（ドーネル）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

葬祭施行補助／嘱託職員 儀式全般に係る補助業務に従事していただきま
す。
・通夜室準備と片付け
・儀式準備と片付け
・会食の準備と片付け

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 岩手県宮古市

土木施工管理補助 ・建設現場での写真撮影
・巻き尺で距離を測る
・パソコンへの入力
など、現場監督のお手伝いをしていただきます。
＊当社では国家資格取得を目指す方を積極的に支

宮城県仙台市宮城野区榴岡
３丁目１０－７　サンライ
ン第６６ビル２Ｆ

株式会社　クリエイ
トワークス　建設事
業部

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

学校給食センターでの調理
業務

学校給食センターでの調理、食器洗浄のお仕事 宮城県仙台市宮城野区榴岡
４丁目５－２２　宮城野セ
ンタービル６階

一冨士フードサービ
ス　株式会社　北海
道・東北支社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

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

オイルシールの仕上げ・検
査

受注製品の型に加工されたオイルシールの仕上げ
及び検査業務を行っていただきます。その他、付
随する業務となります。主に自動車エンジン部分
に使用するものを、製造しています。


岩手県下閉伊郡岩泉町小本
字長内２６

岩手アライ　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

中型又は大型自動車免許
あれば尚可

ＣＡＤオペレーター（経験
者）

ＣＡＤオペレーター（経験者）
・建設会社でのＣＡＤオペレーター業務です。
・ＣＡＤによる図面の作成・修正をしていただき
ます。
・その他、Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌでの書類作成や

宮城県仙台市宮城野区榴岡
３丁目１０－７ サンライ
ン第６６ビル２Ｆ

株式会社　クリエイ
トワークス　建設事
業部

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木施工管理 土木施工管理
・現場管理、測量、丁張り、写真管理、出来形管
理等
・主にゼネコン工事の１次、２次下請け工事現場
の施工管理、各種土木工事

宮城県仙台市宮城野区榴岡
３丁目１０－７　サンライ
ン第６６ビル２Ｆ

株式会社　クリエイ
トワークス　建設事
業部

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

建設会社でのCAD(建設系)実
務経験、

Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ

薬剤師　ツルハドラッグ宮
古中央店調剤（岩手県宮古
市）

○調剤薬局において、調剤業務全般に従事してい
ただきます。

北海道札幌市東区北２４条
東２０丁目１番２１号

株式会社　ツルハ
（ツルハドラッグ）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

現場監督補助（建築分野） 建築工事における管理業務補助（現場監督）を
行っていただきます。
・工事における写真撮影及び管理業務
・作業員への作業内容の伝達及び確認
・現場での安全管理　・ミーティング

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

ガソリンスタンド販売員／
津軽石給油所

下記の業務に従事していただきます。
・お客様のガソリン、軽油、灯油の給油業務
・車の窓ふき、洗車
・簡単な車の整備、タイヤ交換
・市内の軽油・灯油配達（注文・定期配達）

岩手県宮古市実田一丁目５
－１９

有限会社ミヤコ石油

雇用期間の定めなし
又は7時30分～19時30分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

営業（ルート営業、資料作
成）（宮古営業所）

宮古営業所において、下記の業務を行っていただ
きます。
・岩手県内の官公庁や設計事務所、大手ゼネコン
等へ積水樹脂株式会社製品のＰＲ営業を担当して
いただきます。また、得意先建設会社等との物件

岩手県滝沢市木賊川４０９
－３

協積産業　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１２月２４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

1人 250,000円～300,000円

正社員 64歳以下 総務・経理実務経験 03030- 3529201
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 195,500円～345,000円

正社員 64歳以下 03030- 3530001
１級土木施工管理技士 変形（1年単位）
２級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

1人 ２級建築施工管理技士 253,000円～460,000円
いずれか

正社員 64歳以下 03030- 3531301
看護師,准看護師 交替制あり

いずれか (1)8時30分～17時30分
2人 215,000円～240,000円 (2)9時30分～18時30分

正社員 不問 03030- 3534101
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 136,500円～139,500円

正社員 64歳以下 03030- 3537801

(1)10時00分～19時00分
3人 190,000円～300,000円

正社員 35歳以下 04010-60787001
パソコン関連資格 変形（1ヶ月単位）

(1)8時20分～17時20分
1人 145,400円～145,400円

正社員 59歳以下 03030- 3526401
中型自動車免許 変形（1ヶ月単位）

フォークリフト運転技能者 (1)4時00分～14時00分
1人 172,000円～215,000円 (2)3時00分～13時00分

正社員 不問 トラック運転経験 03030- 3527701

2

トラック運転手／４ｔ ４ｔトラックの運転業務に従事していただきま
す。
○関東方面（千葉・東京など）へ
○積荷は花・野菜等
○月８～９回程度

岩手県下閉伊郡田野畑村奥
地３３

田野畑交通　有限会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

事務員 病院医事課において医療事務全般の業務です。
・パソコンを使用して、データ入力、保険請求業
務
・窓口での患者対応、電話応対等不随する業務を
行います。

岩手県宮古市山口五丁目３
番２０号

社団医療法人　新和
会

雇用期間の定めなし パソコン（ワード・エクセ
ル）入力操作ができるこ

と、医療事務経験者 岩手県宮古市

携帯ショップご案内スタッ
フ

携帯ショップにて、お客様からの様々なお問合せ
に対応していただきます。
《具体的には・・・》
１・お客様ご来店
２・お問合せや、ご用件に応じたサービスを提供

宮城県仙台市青葉区五橋１
丁目６－６

株式会社　サンリ
キュール　仙台営業
所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

検査員 工場で製造された製品を、拡大顕微鏡を使用し手
順書通りにチェックする作業です。チェックの方
法は製品毎に異なりますが、専門知識は不要で
す。女性問わず男性も歓迎。未経験でも問題あり
ません。基本的に残業はありませんので、プライ

岩手県下閉伊郡田野畑村奥
地向６９番地【郵送先は別
住所】

有限会社　菊地電子
工業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

正・准看護師 日勤のみ。患者さんのケアなど看護師業務全般に
ついてお願いできる方を募集しています。
主な業務
・内視鏡等各種検査の準備、補助
・採血、注射、点滴

岩手県宮古市向町２－３０ ふじたファミリーク
リニック

雇用期間の定めなし 電子カルテ操作他、ＥＸＣＥＬ、
ＷＯＲＤを使用した一般的な作
業、看護師としての勤務経験 岩手県宮古市

土木施工管理技士 業務内容
・現場の施工管理、工程管理、安全管理、発注担
当者との打ち合わせ等を行います。
・パソコンによる書類作成やメール等も行いま
す。

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第１４地割３１－２

佐々総業　株式会社

雇用期間の定めなし
パソコン操作（ワード・エ

クセル）の出来る方
岩手県下閉伊郡山田町

営業兼ＣＡＤオペレーター 業務内容
・図面作成のためのＣＡＤ作業業務
・現在、一般住宅や橋桁、防潮堤など様々な工事
を行っており、その工事に係る業務
・現場打合せしたものを作図

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第１４地割３１－２

佐々総業　株式会社

雇用期間の定めなし
パソコン操作（ワード・エ

クセル）の出来る方
岩手県宮古市、他

総務・経理管理職 総務・経理の管理職として下記の業務を行ってい
ただきます。
○パソコン（会計ソフト）を使ったデータ入力
○新商品の開発イベント企画にかかるデータ入力
○給与計算

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
又は8時30分～18時00分
の間の8時間

岩手県宮古市


