
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

1人 160,000円～180,000円

正社員 64歳以下 03010-15323111
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 140,000円～200,000円

正社員 40歳以下 03030- 2356211
看護師
准看護師 (1)9時00分～18時00分

1人 いずれか 275,000円～275,000円 (2)9時00分～17時00分

正社員 59歳以下 03030- 2357511
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 200,000円～250,000円

正社員 61歳以下 03030- 2360911

(1)8時30分～17時15分
1人 147,400円～183,800円

正社員以外 不問 03030- 2362711
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～17時30分
1人 147,800円～285,200円

正社員 不問 03030- 2363811
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時50分

1人 137,500円～137,500円

正社員 59歳以下 03030- 2364211
准看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時20分～17時20分
1人 169,700円～230,500円 (2)16時30分～0時30分

(3)0時30分～9時30分

正社員 59歳以下 03030- 2365511
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時50分

1人 137,500円～137,500円

正社員 59歳以下 03030- 2353111
フレックス

1人 151,000円～197,500円

正社員 61歳以下 04050- 2326411
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 155,000円～250,000円

正社員 59歳以下 03030- 2346711
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 180,000円～235,000円

正社員 59歳以下 03030- 2347811
普通自動車免許一種

1人 147,400円～249,800円

正社員以外 不問 03030- 2348211
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)7時30分～16時30分
2人 147,300円～172,300円 (2)9時00分～18時00分

(3)12時00分～21時00分

正社員以外 64歳以下 03030- 2350311
大型自動車免許

車両系建設機械運転技能者 (1)8時00分～17時00分
1人 あれば尚可 132,600円～153,000円

ダンプ運転業務経験

正社員以外 不問 あれば尚可 03030- 2351611

(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- 2343611
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

１,２級建築施工管理技士 (1)8時00分～17時00分
5人 １,２級土木施工管理技士 250,000円～300,000円

一級建築士、いずれか

正社員 64歳以下 03080- 2153111

(1)8時00分～17時00分
1人 244,160円～477,110円

正社員 59歳以下 04010-38825411
1

事業所名
求人番号

宅配水配送・サーバーメン
テナンス・事務処理（宮古
営業所）

１．宅配水のルート配送
既存顧客（個人・法人）に訪問・納品・集金。車両
はキャラバンでの配送です！年１回のサーバー交換
（サーバーメンテナンス）　新規顧客へのサーバー
設置・解約時の撤去。

岩手県盛岡市東見前９－７
２

株式会社　セントラ
ルオートガラス

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

（7月30日時点の内容です）

７月２７日　から　　７月３０日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は８月１２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

エクセル・ワード・
簡単な関数入力

看護師及び准看護師 さかもと眼科クリニック内において、看護業務全般
を担当していただきます。
・外来患者様に対する処置、検査、診察介助
・手術日は、手術室での業務あり
・その他、付随する業務

岩手県宮古市向町４番４１
号

さかもと眼科クリ
ニック

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

製造兼販売 自社商品の製造・販売に従事していただきます。
○清酒の製造に関わる業務
・洗米及び蒸米、製麹、酒母、もろみ、しぼり他
○びん詰め作業
・洗びん、びんの補充・検びん、包装等

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字太田３０

泉金酒造　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

事務補助（会計年度任用職
員）

宮古水産振興センターにおいて以下の業務を担当し
ていただきます。
（主な業務）
・許認可等の事務補助
・ワード、エクセルを使用してのデータ入力

岩手県宮古市五月町１－２
０

岩手県沿岸広域振興
局水産部宮古水産振
興センター

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

業務・総務担当 コンクリート製品の販売に関わる業務全般
・事務所ではパソコンを使用し売上、見積り書や請
求書発行、電話対応を行います（定型フォーム使
用）。
・主に商社や建設会社など取引先を中心とした訪問

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
ワード・エクセル、
メールができる方

ワード、エクセルの一般的な
操作が可能であること

製品抜き作業・外観検査
（岩泉）

当社岩泉工場において、下記の業務を行っていただ
きます。・主にシート状のゴム製品をプレス機を使
用し抜き作業　・ゴム製品の汚れや形状等を目視で
確認、パッキンの選別、カッターやハサミでバリを
取り、仕上げる作業（時間があれば）

岩手県下閉伊郡山田町大沢
第４地割２０－１４０

ツインスターテクノ
ロジー株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

塗装工 主に一般住宅の屋根、外壁塗装や公共施設改修工事
等に従事します。
＊高圧洗浄機を使用し屋根、壁等の洗浄（高所作
業）
＊窓ガラス養生作業

岩手県下閉伊郡岩泉町尼額
字下坪２６－１０

誠和コーティング
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

外観検査・仕上げ（三陸工
場）

当社三陸工場において、下記の業務を行っていただ
きます。・工業製品に使用されるゴムパッキンの汚
れ、形状等の外観を検査する業務　・目視でパッキ
ンの選別を行い、カッターやハサミでバリを取り、
仕上げる作業

岩手県下閉伊郡山田町大沢
第４地割２０－１４０

ツインスターテクノ
ロジー株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

准看護師 山口病院または介護老人保健施設における診療の補
助、療養上の世話をしていただきます。
・医療器具のメンテナンスや準備、服薬管理、生活
の見守り、医師の指示による看護業務全般
・状況により洗濯、雑務等

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

岩手県宮古市

定形フォーマットへの
数字入力

鉄工作業員（宮古工場） 弊社工場内において下記の業務にします。
・各種プラント機器の溶接作業
・製缶作業
・配管工事
・各種産業機械の据付工事

岩手県宮古市小山田１丁目
７

五菱工業　株式会社
宮古事業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

店舗スタッフ（フルタイム
正社員／宮古店）

【眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器の接客販売】＊
個人ノルマなし
フレームの特長や選ぶコツ、レンズ知識、接客の基
礎等は入社後に身につけていただき、一緒に選びな
がらご提案していきます。

宮城県柴田郡大河原町字新
東２６－１

株式会社ディライ
ト・カンパニー
（眼鏡市場）

雇用期間の定めなし
又は9時00分～21時00分
の間の8時間

岩手県宮古市

溶接工（宮古工場） 弊社工場内での各種プラント機器の溶接作業及び製
缶作業に従事して頂きます。
・鋼材等を取り扱うため力仕事等あり　
・業務に慣れて来たら将来は工場内で製作した製缶
品の据え付け作業等で社用車

岩手県宮古市小山田１丁目
７

五菱工業　株式会社
宮古事業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市
溶接経験・溶接資格

あれば尚可

パソコン操作（ワード・
エクセル）できる方

支援員・介護職 利用者の支援及び介護業務を行います。
・日常の食事、入浴、レクレーション等の介助
・施設車を運転し送迎（各施設により使用車は異な
りますが、軽自動車、ハイエースなど）
・シフトにより（１）～（４）の時間の交替勤務

岩手県下閉伊郡山田町山田
１－１１－３

社会福祉法人　親和
会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

公立小中学校事務（臨時職
員）

宮古教育事務所管内の各小中学校において、学校事
務に従事していただきます。
・学校職員の給与事務、旅費事務、市町村費予算の
支出事務、学校集金事務
・来客受付、応対

岩手県宮古市五月町１－２
０　宮古地区合同庁舎内

宮古教育事務所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 又は8時00分～17時30分

の間の8時間程度
岩手県宮古市

ワイヤー・放電加工機オペ
レーター

当社工場にて下記の業務を行っていただきます。
・Φ０．２ｍｍ～Φ０．１ｍｍのワイヤー線を放電
させ、その熱で素材を切断する加工
・銅などで作った電極の形状を、加工物に転写する
加工

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

建築施工管理又は土木施工管
理の実務経験者(優遇)

ダンプ運転手 各現場において、大型自動車の運転業務に従事
・合材、砕石などの運搬
・その他日々の業務として、車両の点検、運転日報
の作成、洗車
・その他付随する業務

岩手県宮古市新町３－４ 株式会社太田建商

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

現場管理補助（土木課） ※未経験・ブランクのある方も歓迎します。
・土木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。
・工程管理（写真撮影及び管理、作業員への作業内
容の伝達及び確認）

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

建築施工管理技士又は土木
施工管理技士（正社員）

当社の正社員として県内沿岸（宮古市～陸前高田
市）の各建設現場において、建築又は土木建築工事
に係る設計・工程及び施工管理等の業務を行って頂
きます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　

岩手県大船渡市盛町字田中
島２７－１

株式会社　佐賀組

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

◎ 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８月５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

1人 301,920円～535,230円

正社員 59歳以下 施工管理経験：１年以上 04010-38843011

2

現場管理（空調・衛生設備
課）

建設現場における空調・衛生設備工事の管理業務に
従事して頂きます。現場：工程管理、安全・品質管
理、写真撮影等　事務所：書類作成、写真管理、
データ入力等　ＰＣは基本操作（エクセル・ワー
ド）が出来れば問題ありません。

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


