
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 148,850円～164,880円

正社員 61歳以下 03030- 2333011
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

1人 140,000円～160,000円

正社員 59歳以下 検査業務経験あれば尚可 03030- 2334311
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 209,700円～279,600円

正社員 59歳以下 03030- 2336911
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 209,700円～279,600円

正社員 59歳以下 03030- 2337111
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
5人 職長・安全衛生責任者教育等 171,875円～275,000円

中型自動車免許あれば尚可

正社員 64歳以下 03030- 2325011
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～17時00分
3人 208,000円～208,000円 (2)21時00分～6時00分

正社員 18歳～59歳 03030- 2328911
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

２級電気工事施工管理技士 (1)8時30分～17時30分
1人 137,454円～230,000円

現場作業経験または

正社員 不問 現場管理経験 03030- 2329111
２級管工事施工管理技士 変形（1年単位）

１級配管技能士 (1)8時30分～17時30分
1人 １級冷凍空気調和機器施工技能

士
137,454円～230,000円

正社員 不問 普通自動車免許一種 03030- 2330211
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

3人 172,000円～172,000円 (2)21時00分～6時00分

正社員以外 60歳以上 03030- 2331511
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 139,000円～147,688円

正社員 不問 03030- 2308011

(1)8時00分～17時00分
2人 140,500円～140,500円

正社員 59歳以下 03030- 2312811

(1)8時30分～17時30分
1人 135,027円～197,600円

正社員 59歳以下 03030- 2313211
普通自動車免許一種

(1)8時45分～17時30分
1人 135,000円～155,000円

正社員以外 不問 03030- 2314511
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 158,200円～203,400円

正社員 18歳以上 03030- 2315411

(1)9時00分～18時00分
3人 170,000円～230,000円

正社員 不問 03070- 3776711
普通自動車免許一種
２級土木施工管理技士 (1)8時30分～17時30分

2人 400,000円～550,000円

正社員 64歳以下 04010-38254311
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時45分～17時15分
1人 155,000円～370,000円

正社員 59歳以下 住宅建築の経験者優遇 03010-14829111
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

2人 231,000円～300,300円

正社員 18歳～40歳 03030- 2304811
1

足場作業員 各現場において足場組立、解体作業に従事していた
だきます。・作業員の手元や資材の運搬等　・将来
は組立、解体も行い２～３名で作業○当社では、人
間関係改善構築の為、社員との連携やコニュミケー
ション、協調性、社内マナーを大切にする方を希望

岩手県宮古市根市第６地割
７番地１

有限会社　伊藤総業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

施工管理（宮古支店） 住宅建築現場の・安全管理　・品質管理　・工程管
理（材料等の手配）　・予算管理（発注）　・現場
管理
※資格は問いません。経験・資格等によっては上記
の補助業務から担当します。

岩手県盛岡市北飯岡一丁目
１－８２

パルコホーム　（株
式会社　日盛ハウジ
ング）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

工事監督支援業務［岩手県
宮古市］

国土交通省、東北地方整備局発注による公共工事の
発注者支援業務、施工管理、工事関係資料作成、補
助業務に従事していただきます。

宮城県仙台市青葉区小田原
５丁目２－５６　スタジオ
サイキビル２階

株式会社　エムエー
シー　仙台支店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

国交省発注土木工事の施工管
理経験者、発注者支援

業務経験者優遇

転職広告ライティング業務
（宮古市）

〇宮古オフィス新設に伴う募集です。
〇大手転職メディアの原稿制作を担当します。
「転職は、誰かの人生を大きく変える」そんな可能
性を持つ媒体です。
　

岩手県北上市新穀町１丁目
７－４０　メルヴェイユ北
上２　２階事務所

株式会社　エイ
ジェックス

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

警備員 復興工関連工事の公共建設土木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。

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第１６地割３－３１

株式会社　宇野ビル
ド

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

ウインドウズの基本操作、ブ
ラインドタッチ操作、
ビジネスメール、

顧客折衝経験２年以上

一般事務 ・各種書類等作成　ＰＣを使用してワード、エクセ
ルのひな形への入力（見積書、請求書等）
・電話対応、来客対応
・外出用務　郵便局、銀行、関係各所への書類提
出、備品等の買い出し

岩手県宮古市保久田７－８ 株式会社　赤沼設計

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

プラスチック成形用金型仕
上げ・組込み

射出成形用金型の整備業務
○金型部品の組込み・調整、仕上げ　○メンテナン
スなど　コツコツとこなす作業で、製品の品質作り
の為に大切な業務になります。未経験者でも指導し
ます。

岩手県宮古市板屋３－１１
－１５

株式会社　エム・ア
イ・エス東北工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市
成形オペレーター等、
関連業務経験あれば尚可

ワード、エクセル、
一般的なＰＣ操作、

建築、建設関連業務経験、事
務経験あれば尚可

牛乳・乳製品製造員 【ヨーグルト製造に関する業務】
・タッチパネル式での機械操作及び原料の調合、殺
菌、充填作業です。

岩手県下閉伊郡岩泉町乙茂
字乙茂９０－１

岩泉ホールディング
ス　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

事務員 事務全般を担当します。
・伝票入力、帳簿記入　・銀行用務　・給与計算
・入出金管理　・その他関連業務
＊就業時間や休日について、相談可能です。

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第９地割１２番地４

株式会社　越田土建

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

ワード・エクセル操作ができ
る方、事務経験者、建設業事

務経験あれば尚可

警備員（資格不問）【６０
歳以上限定求人】

●工事・建設現場や店舗駐車場などでの「交通誘
導」業務●イベントや祭り会場での「雑踏警備」業
務※［６０歳以上歓迎求人］です！未経験者でも安
心して仕事が始められます。未経験の方シニアの方
でも安心してスタートできる研修を行っています。

岩手県宮古市宮町４丁目５
番１６号

東洋ワークセキュリ
ティ株式会社　宮古
営業所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

管工事作業員・技術者 冷凍機設置工事全般及び附帯作業のうちの管工事作
業　・主に、商店、コンビニエンスストア、水産加
工関係の事業所などの工事を行っております。屋内
の給排水工事はもとより、冷暖房機、業務用冷蔵庫
等の設置にかかる工事もあります。

岩手県宮古市津軽石第１０
地割３３７－１７

有限会社　赤松エン
ジニアリング

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

上記いずれかの免許・
資格所持で応募可

電気工事作業員・技術者 設備工事全般及び附帯作業のうちの電気設備配線工
事作業　・主に商店、コンビニエンスストア、水産
加工関係事業所等の工事　・屋内の電気配線工事
・冷暖房機、業務用冷蔵庫等の設置にかかる工事


岩手県宮古市津軽石第１０
地割３３７－１７

有限会社　赤松エン
ジニアリング

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

管理職候補（警備職） ・当初１～２年程度、実際の［警備業務］に従事し
て頂き、実務経験を積んで頂きます。
・その間に国家資格を取得して頂き、将来的には、
［営業］として顧客管理、［業務］として警備員教
育・人員手配業務を行って頂きます。

岩手県宮古市宮町４丁目５
番１６号

東洋ワークセキュリ
ティ株式会社　宮古
営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

現場作業員 当社において下記の業務に従事していただきます。
・外構、ブロック積み等エクステリア工事・左官工
事・土木工事・舗装工事・その他付随する業務
＊お持ちの免許・資格に応じた作業をしていただき
ます。

岩手県宮古市老木第１７地
割４番地４

ガーデンクラブ　株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

生コンプラント製造・試験 当社生コンプラント内において、コンクリート製品
製造・試験業務を行っていただきます。
○コンピューター操作して生コンを製造してもらい
ます。
○製造設備のメンテナンス・清掃業務もあります。

岩手県下閉伊郡岩泉町門字
中瀬５１－８

小野新建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

パソコン基本操作のできる方
（専用ソフトを使用。エクセ
ルで出荷量などの入力もあ

り。）

土木工事、舗装工事、左官工事、
ブロック積み工事経験あれば尚可

生コンプラント出荷 当社生コンプラント内において、コンクリート製品
出荷業務を行っていただきます。　○パソコンを使
用しての製造出荷業務　○現場担当者との日程等調
整　○その他付随する業務
＊未経験者の方でも応募可能です。

岩手県下閉伊郡岩泉町門字
中瀬５１－８

小野新建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

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

パソコン基本操作のできる方
（専用ソフトを使用。エクセ
ルで出荷量などの入力もあ

り。）

事業所名
求人番号

事務員 コンクリート製品の製造・販売に関わる総務および
経理の仕事をしていただきます。
・売上げ入力や請求書発行　・銀行用務　・給与計
算　・入出金管理　　☆他に事務担当が１名おりま
す。丁寧に指導いたします☆

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第４地割１２番地

有限会社　豊興

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

（7月26日時点の内容です）

７月１９日　から　　７月２６日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は８月５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

ワード・エクセル操作が
できる方、経理経験あれば尚

可

◎ 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３年７月２９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)8時00分～17時00分

2人 164,800円～247,200円

正社員 不問 03030- 2306511

2

建築板金作業員 ・主な作業は、一般住宅の屋根葺き替え工事や雨樋
工事、各種塗装工事、板金加工等　・本社へ出社後
乗り合わせで現場へ　・現場到着後は指導の元従っ
て作業　※現場により自家用車で直行直帰して頂く
ことがあります　※未経験者歓迎します

岩手県宮古市日影町４－１
２

壽技工

雇用期間の定めなし
建設・建築業経験

あれば尚可
岩手県宮古市


