
普通自動車免許一種
(1)9時30分～17時30分

1人 205,000円～337,000円

無期雇用派遣労働者 59歳以下 03010-22349301
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
1人 207,000円～230,000円

普通自動車免許一種
正社員 不問 重機オペレーターの経験 03020- 1612201

普通自動車免許一種
(1)8時00分～17時00分

1人 146,000円～210,000円

正社員 44歳以下 03030- 3253201
普通自動車免許一種
第一種電気工事士 (1)8時00分～17時00分

1人 第二種電気工事士 167,600円～280,000円
あれば尚可

正社員 64歳以下 電気工事の経験 03030- 3254501
保育士
看護師

12人 准看護師 154,100円～192,100円

正社員以外 不問 03030- 3255001
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
4人 186,400円～186,400円

正社員 59歳以下 03030- 3257601
普通自動車免許一種

環境計量士 (1)8時30分～17時30分
1人 170,000円～250,000円

正社員 59歳以下 03030- 3246501
大型自動車免許 変形（1年単位）

大型特殊自動車免許 (1)8時00分～17時00分
3人 220,000円～270,000円

正社員 不問 大型又はトラック運転経験者 03030- 3247001
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 164,000円～178,000円

正社員 30歳以下 スマホ操作、オフィス操作 03030- 3248301
１級土木施工管理技士
２級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

1人 324,000円～388,800円

正社員以外 不問 03030- 3250401
交替制あり

2人 190,000円～270,000円

正社員 18歳～59歳 01240-20691601
交替制あり

2人 190,000円～270,000円

正社員 18歳～59歳 01240-20709701
交替制あり

2人 190,000円～270,000円

正社員 18歳～59歳 01240-20739301
交替制あり

2人 190,000円～270,000円

正社員 18歳～59歳 01240-20784801
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)9時00分～17時45分
2人 149,296円～149,296円 (2)10時30分～19時15分

正社員以外 不問 03010-22229101
交替制あり
(1)8時30分～17時30分

2人 161,000円～162,000円 (2)20時00分～5時00分

有期雇用派遣労働者 18歳以上 03010-22179301
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 184,000円～276,000円

大型特殊自動車免許あれば尚可

正社員以外 不問 重機オペレーター、玉掛け 03030- 3235701
美容師 変形（1ヶ月単位）

(1)9時00分～18時00分
2人 176,000円～250,000円

正社員 64歳以下 美容業務経験 03030- 3236801
1

事業所名
求人番号

報道記者兼カメラマン
〈男・女〉（宮古市）

派遣先事業所であるテレビ岩手にて以下の業務を
行っていただきます。
〈テレビ岩手宮古支局勤務〉
・テレビ報道記者兼テレビカメラマンとして取
材、番組制作、その他付随する業務を行います。

岩手県盛岡市内丸２番３号 株式会社　テレビ岩
手開発センター

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

（11月30日時点の内容です）

１１月２４日　から　　１１月３０日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は１２月１０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

基本操作（ワード。エクセ
ル）、テレビカメラマン経

験のある方

電気工事作業員＜見習い＞
（宮古）

主に一般住宅やアパート等において、宅内配線、
配管等の工事やエアコンの取付け工事等を行う仕
事です。技術者と一緒に作業をしながら仕事を覚
えていただきます。※丁寧に指導いたしますので
ガッツがある方ご応募ください※男女共に活躍で

岩手県宮古市田の神二丁目
３－１

株式会社　旭電気工
業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

重機オペレーター ＊バックホウ、ブルドーザー等、車輌系建設機械
を用いて、土砂の掘削、整地、切土、盛土、ダン
プへの積み込み作業。
＊重機の手入れ、日常メンテナンス等の実施・管
理など

岩手県釜石市中妻町１丁目
１３－３

株式会社　ＳＳ総建

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町、他

(基礎工事用)(整地・運
搬・積込用及び掘削

用)(解体用)、いずれか

保育士（いわいずみ・こが
わ・おもとこども園）

各こども園にて園児の保育業務をしていただきま
す。
・園児の遊び、食事介助、寝かしつけ、おたより
記載
・教室の整理整頓

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字惣畑５９番５

岩泉町役場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は7時30分～19時00分

の間の8時間程度
岩手県下閉伊郡岩泉町

電工技術者（宮古） 主に一般住宅やアパート等の建築物での電気設備
の設計、配線、管理に従事していただきます。
＊電気工事士１種・２種をお持ちの方尚可。
＊現場経験豊富な方およびＣＡＤ操作が出来る方
優遇。

岩手県宮古市田の神二丁目
３－１

株式会社　旭電気工
業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

幼稚園教諭免許・小学校
教諭免許のいずれか

環境計量士 当社において下記の業務に従事していただきま
す。
◇環境計量証明業務に係る環境分析全般
【分析項目】
・ＢＯＤ、ＣＯＤ等の生活項目

岩手県宮古市佐原２丁目１
番８号

有限会社　サンヨー
研究所

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

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

車両系建設機械(整地・運
搬・積込用及び掘削用)運転

技能者あれば尚可

土木作業経験、車両系建設
機械オペレーター経験

外線技能職 主に宮古市内・管内の配電工事や東北電力ネット
ワークの電気機械設備・維持改修に関わる作業に
従事していただきます。東北電力ネットワークの
案件を主に担当しており、地域のインフラに創業
当時から深く関わっています。屋外での電気工事

岩手県宮古市神林３－１３ 株式会社　宮古電工

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

運転手 大型ダンプカーの運転業務に従事していただきま
す。
・主に災害復旧関連の建設現場において、土砂・
砂利等の運搬を行います。
・現場は岩泉町内がほとんどです。

岩手県下閉伊郡岩泉町袰野
字赤鹿１０８

小本運送　有限会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

車両系建設機械(整地・運
搬・積込用及び掘削用)運転

技能者あれば尚可

登録販売者　ツルハドラッ
グ宮古中央店（岩手県宮古
市）

ドラッグストアにおいて、医薬品日用品等の接客
販売・商品管理・マネジメント等の業務全般に従
事していただきます。
※登録販売者の資格を有する者に限る

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
又は8時30分～22時30分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

現場管理者 土木工事現場において管理業務に従事していただ
きます。
・現場の施工管理（施工の調整などの監督・指
揮）
・世話役（作業員への作業内容の伝達および確認

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字三本松１８－１

合同会社　カンキョ
ウ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡岩泉町

上記資格無い場合：土木
現場監督管理経験１０年

登録販売者資格をお持ちの
方（管理者要件不問）

登録販売者
（一般医薬品）

登録販売者　ツルハドラッ
グ宮古南町店（岩手県宮古
市）

ドラッグストアにおいて、医薬品日用品等の接客
販売・商品管理・マネジメント等の業務全般に従
事していただきます。
※登録販売者の資格を有する者に限る

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
又は8時30分～22時30分
の間の8時間程度

岩手県宮古市
登録販売者資格をお持ちの
方（管理者要件不問）

登録販売者資格を有する方
（管理者要件不問）

登録販売者
（一般医薬品）

登録販売者
（一般医薬品）

登録販売者　ツルハドラッ
グ岩手山田店（岩手県下閉
伊郡）

ドラッグストアにおいて、医薬品日用品等の接客
販売・商品管理・マネジメント等の業務全般に従
事していただきます。
※登録販売者の資格を有する者に限る

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
又は8時30分～22時30分
の間の8時間程度

岩手県下閉伊郡山田町
登録販売者資格を有する方

（管理者要件不問）

登録販売者　ツルハドラッ
グ宮古磯鶏店（岩手県宮古
市）

ドラッグストアにおいて、医薬品日用品等の接客
販売・商品管理・マネジメント等の業務全般に従
事していただきます。
※登録販売者の資格を有する者に限る

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
又は8時30分～22時30分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

登録販売者
（一般医薬品）

部品製造機械の操作（山田
町）

派遣先の事業所において、次の作業を行います。
・薄い金属の板を上から圧力を加えて一定の形に
加工し部品にする機械の操作を行います。
・釣りのリールのような直径１ｍ位の円形のもの
に巻いてある薄い金属の板を製造機械にセット

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
月未満） 岩手県下閉伊郡山田町

車両系建設機械(整地・運
搬・積込用及び掘削用)運

転技能者

臨床検査集材業務 医療機関（病院、医院）から血液、尿等の検査物
等を集配する業務及び付帯する業務を行っていた
だきます。　　　　　　　　　　　　　　　　　
＊簡単なパソコン操作有り。
＊社用車を使用します。（軽自動車～小型車）

岩手県盛岡市羽場１３地割
３０－３

株式会社　盛岡臨床
検査センター

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市、他

美容師／スタイリスト 当店において下記の業務を行っていただきます。
・カット、カラー、パーマ、メイクアップ等の美
容業務全般
・その他付随する業務（電話対応、店舗清掃等）
○店内の座席数は４席で、予約を優先しておりま

岩手県宮古市大通２丁目２
－４

ドゥ・ヒートライズ
クリエイティブ　株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

重機オペレーター 業務内容
・車両系機械の操作　・大型ダンプへの積み込み
等
＊現場により直行直帰の場合があります
〇未経験、経験者の方を問わず、安心して業務に

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡山田町

◎ 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３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年単位）
(1)8時00分～17時00分

2人 184,000円～276,000円

正社員以外 不問 03030- 3237201
中型自動車免許 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 201,300円～201,300円

正社員 59歳以下 03030- 3238501
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

中型自動車免許,フォ-クリフ
ト

(1)8時00分～17時00分
2人 小型移動式クレーン 195,500円～345,000円

正社員 64歳以下 資材管理,資材運搬経験者 03030- 3239001
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 137,804円～150,000円

正社員 59歳以下 03030- 3231601
準中型自動車免許 変形（1年単位）
フォークリフト (1)8時00分～17時00分

1人 あれば尚可 140,000円～160,000円

正社員 59歳以下 03030- 3233101
大型自動車免許,牽引免許 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 230,000円～300,000円

正社員 59歳以下 04010-56826701
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
1人 162,000円～259,200円

牧場での作業経験

正社員以外 不問 トラクター運転経験 03030- 3226101
普通自動車免許一種

1,2級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分
2人 361,100円～550,400円

ＣＡＤ使用経験あれば尚可

正社員 69歳以下 建設現場の実務経験3年以上 04010-56715001
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

８トン限定中型自動車免許 (1)7時00分～19時00分
1人 大型自動車免許 220,000円～245,000円

フォークリフト
あれば尚可

正社員 64歳以下 経験があれば尚可 04070- 2584401

2

中型・大型運転手（宮古営
業所）

●中型・大型トラックでの近県配送業務
中型・大型増トントラックにて県内又は近県より
積込した荷物を配送します。基本は一般道路を使
用し運行します　※働き方に応じて１０～３０日
程度の運転、積込指導をします。

宮城県登米市迫町北方字舟
橋前３０

株式会社　大一物流

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木技術者（コンサルティ
ング業務）

・各官公庁（国交省・農政局・防衛省・県）発注
による土木工事等の施工管理業務・高速道路にお
ける土木現場管理業務です。
・施工業者との打ち合わせ、検査立会い等の補助
業務の他、ＰＣ・ＣＡＤを使用した資料作成及び

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
業部技術士・技術士補・ＲＣ

ＣＭあれば尚可雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

牧場管理／長嶺牧場 長嶺牧場において以下の業務に従事していただき
ます。
・育成牛の飼養業務全般
・牧草収穫作業
・その他付随する業務

岩手県下閉伊郡田野畑村尾
肝要３９－１

一般社団法人　田野
畑村産業開発公社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡田野畑村

トレーラー運転業務 砂、砕石などの配送業務に従事していただきま
す。
少なくとも３年以上の運転経験がある方を募集し
ます。


宮城県仙台市青葉区本町１
丁目１３－２２　仙台松村
ビル７Ｆ

フコク資材　株式会
社車両系建設機械(整地・運

搬・積込用及び掘削用)運転
技能者あれば尚可雇用期間の定めなし

トレーラー運転経験が
３年以上ある方

岩手県下閉伊郡岩泉町

配達員 スチロール・ダンボール等、包装資材の配達を
行っていただきます。
・当社倉庫から市内の魚店への配達が主
・注文があれば山田、岩泉町への配達もあり
・積込、荷卸しは手積み

岩手県宮古市実田１丁目６
番４号

宮古容器　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務 当社事務所において下記の業務を行っていただき
ます。
・メール確認、日々の入出金の管理
・伝票起票、買掛金の支払い、売掛金の回収
・書類作成、整理、ファイリング

岩手県宮古市西町１丁目７
－３６

有限会社　東北ペイ
ント

雇用期間の定めなし
パソコン操作（ワード・エ
クセル）出来れば尚可

岩手県宮古市

建設資材管理・機械整備・
資材運搬業務

業務内容
・建設機械の整備
・建設資材の在庫管理
・作業現場までの資材の運搬業務


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 溶接技能者,玉掛作業者
あれば尚可 岩手県下閉伊郡山田町

集配運転手 荷物の集配業務を担当していただきます。
・個人宅や店舗及び事務所等に訪問し、配達及び
集荷業務
・使用車両２トン車～３トン車予定
・集配エリアは岩泉町・田野畑村

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字中家１２番地１

岩泉自動車運輸　株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

足場作業員 業務内容
・建設現場での足場組立・足場解体作業等の業務
・実務経験を積んだのち、本人の適性を見て、営
業業務、現場管理職や若手指導員等に就いていた
だきます。

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡山田町、他


