
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)8時00分～17時00分

1人 小型移動式クレーン 165,000円～220,000円
あれば尚可

正社員 40歳以下 03030- 2961211
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 143,480円～143,480円

パソコンの基本操作

正社員以外 不問 あれば尚可 03030- 2964011
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 316,320円～550,100円

正社員 59歳以下 施工管理経験を３年以上 04010-50085511
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 04010-50094011
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
乙種消防設備士 (1)8時30分～17時30分

1人 第１種消防設備点検資格者 154,800円～154,800円
第二種電気工事士

あれば尚可
正社員以外 不問 PC操作できる方(Word・Excel) 03010-19225911

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 214,000円～229,000円

正社員 64歳以下 03010-19166511
理容師 変形（1ヶ月単位）

(1)9時00分～18時30分
1人 200,000円～350,000円

正社員 不問 経験者 03010-19197111

(1)8時00分～17時00分
2人 165,900円～308,100円

正社員 不問 鉄筋工の経験あれば尚可 03030- 2955511
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 200,000円～300,000円

正社員 不問 03030- 2958311
中型自動車免許 変形（1年単位）

８トン限定中型自動車免許 (1)8時00分～17時00分
1人 いずれか 143,367円～160,234円

普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 03030- 2949011
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)8時00分～17時00分
1人 車両系建設機械運転技能 161,330円～268,830円

小型移動式クレーン
あれば尚可

正社員 59歳以下 土木工事経験 03030- 2954211
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)9時00分～17時30分
1人 161,250円～161,250円

正社員以外 不問 04010-49680511

(1)8時30分～17時15分
1人 140,000円～140,000円

正社員以外 不問 03010-19142011
薬剤師

(1)8時30分～18時00分
2人 300,000円～666,000円 (2)8時30分～16時00分

(3)8時30分～12時30分

正社員 59歳以下 03030- 2939511
交通誘導警備業務検定１級
交通誘導警備業務検定２級 (1)8時00分～17時00分

5人 あれば尚可 172,800円～216,000円 (2)21時00分～6時00分

正社員 18歳～64歳 03030- 2946211

1

警備員・交通誘導警備員
（正社員／宮古）

警備・主に交通誘導業務を行います。・各種電話工
事や建設工事に伴い道路において歩行者や一般車
両、工事車両が安全に通行できるように誘導を行い
ます。・イベント会場や駐車場、お祭り等において
人や車両の誘導を行います。

岩手県宮古市西ケ丘２丁目
１２番１号

トータルセキュリ
ティー　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

薬剤師 下記の業務に従事していただきます。
・医師の処方箋に基づく調剤業務　・患者様の薬歴
管理及び服薬指導　・薬のピッキング　・薬の在庫
管理　・医薬品販売　・その他関連する業務
○６０歳以上の方の応募も歓迎します。

岩手県宮古市実田２丁目５
番９号

有限会社　ミドリ薬
局

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市
簡単なＰＣ入力

薬局実務経験あれば尚可

一般事務（宮古地域セン
ター）

宮古地域センターにおいて下記の事務を担当してい
ただきます。
・電話対応、来客対応　・事務所内の清掃
・ＰＣを使用してのデータ入力、管理
・書類整理、管理　・その他、付随する業務

岩手県盛岡市北飯岡１丁目
１０番５０号

岩手県農業共済組合

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

一般事務 ◆会計業務（出入金手続き）
◆受付業務全般（電話対応・来客対応）
◆銀行・郵便局への対応、その他買い出し等社用車
での外出あり。


宮城県仙台市宮城野区中野
４丁目１０－１４

いすゞ自動車東北
株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

パソコン基本操作
（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ）
接客経験、事務経験者歓迎

あれば尚可

ワード、エクセルの使用、入
力ができること。

土木作業員 宮古・下閉伊地区の各現場において、土木工事等に
係る業務を行っていただきます。
・主に公共工事及び民間の基礎・造成等の土木工事
作業　・現場作業において２ｔ・４ｔダンプ及び４
ｔトラック（ユニック付）の運転業務

岩手県宮古市宮町１丁目３
－５

陸中建設　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

水産加工員及び運転手 以下の業務を行っていただきます。・鮭、サンマ、
鯖、イカなどの機械捌きや手捌き作業・乾燥、冷凍
作業＊鮮魚加工した箱（重さ１０ｋｇ～１５ｋｇ）
の運搬作業もあります＊慣れたら運転業務を魚市場
から工場、田老から工場までやっていただきます。

岩手県宮古市築地２丁目７
－１８

有限会社　小が理商
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木施工管理／補助 土木施工管理の補助業務を担当していただきます。
・品質管理、安全管理、施工調整等の監督指揮業務
の補助　・業務に関する各種書類作成
○現場は宮古市、山田町、釜石市のほか陸前高田～
田野畑。通勤車がない方は乗合も相談可能です。

岩手県宮古市近内６－３－
６

飯岡興業　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

鉄筋工 建築現場での鉄筋の組立及び加工場での鉄筋の加工
を行っていただきます。建設業での労働経験のある
方は優遇しますが、作業経験のない方には仕事内容
をお教えします。現場への移動は一旦加工場へ集合
し、会社の車で現場に移動となります。

岩手県宮古市田代第５地割
－７２

中澤鉄筋有限会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木工事関連経験
あれば尚可

理容師（宮古店） 『理容・美容クイック宮古店』において、理容業務
全般に従事していただきます。注文に応じて、カッ
ト、シャンプー、顔そり、カラー等を行います。お
客様の対応や会計など、その他付随する業務を行っ
ていただきます。＊未経験者でも応募可能です。

岩手県盛岡市西松園４丁目
２６－１４　

株式会社　クォール

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

フューネラルディレクター
（宮古典礼会館）

典礼会館にてお迎えから内容のお打合せなど心に寄
り添うご提案を行なって頂きます。
・ご連絡の受付　・儀式内容のご提案
・通夜、葬儀の運営　・アフターフォロー等

岩手県盛岡市津志田南３丁
目１４番６５号

株式会社　サンファ
ミリー　（愛グルー
プ）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

消防設備点検業務（契約社
員）（宮古市）

主に官公庁（沿岸エリア）や民間企業の消防設備点
検を行う業務です。その他軽微な工事、それに伴う
報告・見積もり等の書類作成業務も行っていただき
ます。
＊消防設備士等の資格取得の意欲がある方

岩手県盛岡市天神町１３－
２７

松栄商事　株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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（Ｅ
ｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ）し、書類の作成　・施工担当
への指示出し及び進行状況等の確認　など

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

空調・衛生設備施工管理 各建設現場に伴う空調・衛生設備施工管理業務に従
事して頂きます。・工事現場の写真管理、品質管理
・協力会社に対し、連絡指示、工程の進捗確認　・
経験が豊富な方は施主対応、定例会対応も行って頂
きます　・その他付随する図面業務、書類作成

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

一般事務兼構内仕分け作業 一般事務と商品仕分け作業に従事します。
・電話による問い合わせ対応（他２名あり）・パソ
コンを使用したデータ入力、資料作成　・お客様か
らお預かりしている商品の仕分け作業（他１名あ
り）（重さ平均１０キロ）・その他、付随する業務

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第２地割１３－６

近物レックス　株式
会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

事業所名
求人番号

営業および配送、在庫管理 当社において下記の業務に従事していただきます。
・ロープ、漁網等漁業資材等の営業それに伴う配送
・報告書作成（ＰＣ使用）　・その他付随する業務
＊配送に使用する車両：２ｔ・４ｔトラック、軽ト
ラック（ＡＴ限定は不可）

岩手県宮古市磯鶏沖８－２
４

東北製鋼株式会社
宮古営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

（9月27日時点の内容です）

９月２１日　から　　９月２７日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は１０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

基本操作、
ワード、エクセル

◎ 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９月３０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
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