ハローワーク 宮古

令和３年１０月２８日発行

宮古公共職業安定所

（10月25日時点の内容です）

１０月１９日 から

１０月２５日 までに受理した求人です。

＜次回発行日は１１月４日です＞

◎ 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。
職種・雇用期間・雇用形態

求人数

縫製
1人
雇用期間の定めなし
正社員
ボイラー技士（会計年度任
用職員）
1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
現場作業員／左官工、ブ
ロック積工
1人
雇用期間の定めなし
正社員
水産加工員
1人
雇用期間の定めなし
正社員
現場管理補助（土木課）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
現場管理（空調・衛生設備
課）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
自動車整備・鈑金塗装
（オートサービス）
2人
雇用期間の定めなし
正社員
運転手（建設資材・食料
品）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
配送員（灯油・ガス）
1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
工事監督支援業務［岩手県
宮古市］
2人

仕事の内容
年
齢
当工場において下記の業務に従事していただきま
す。毛皮の縫製作業 ・裁断・ミシン・ネーリング
（＊）・型入れ・まとめミシン・裏地取付等
＊ネーリングとは…毛皮を台に伸ばしながら貼りつ
ける作業
40歳以下
ボイラー技士等の下記業務に従事していただきま
す。
・校舎暖房ボイラーの運転・暖房器具への給油等
・校舎内外の環境整備として、清掃や小破修繕
・駐車場や通路の除雪作業等
不問
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 ・その他付随する業務 ＊経験者の募集で
す。＊お持ちの免許・資格に応じた作業をしていた
だきます。
64歳以下
当社において下記の業務に従事していただきます。
・水産物の生処理等の加工作業 ・箱詰め など
＊取り扱う水産物は、イクラ、鮭、さんま、イカな
どです。＊未経験の方でも指導いたします。出来る
ところから始めますので安心してご応募ください。
64歳以下
※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） ・現場での安全
管理・書類作成・ミーティングなど
59歳以下
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。
59歳以下
（株）ミナカワ オートサービスにおいて自動車の
整備・板金・塗装業務を担当していただきます。○
自動車の修理・整備 故障車両の修理及び車検点
検、オイル交換、タイヤ交換等の一般整備○車の引
取り・納車、洗車、書類作成、その他付随する業務
59歳以下
○当社車両（４ｔ車）による総合建設資材（セメン
ト、配管、住宅 設備等）の配送、フォークリフト
や手作業による積み降ろし。
・配送コース：田野畑村・岩泉町コース、山田町
コース、川井地区コース
64歳以下
灯油・ガス類の宅配業務を行います。
・エリアは宮古市内・山田町内で、決められたコー
スを複数名で分担して配送となります。
＊配送経験、同様の業務経験があれば尚よろしいで
す。＊４ｔ未満の車両を運転します。
不問
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。

雇用期間の定めなし
正社員
ガソリンスタンドスタッフ
（小川バイパス給油所）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
医療事務
3人

64歳以下
小川バイパス給油所において、下記業務を行ってい
ただきます。
・スタンドでのサービス業務（給油・タイヤ交換
等） ・灯油の配達業務（岩泉近郊エリア）
・その他、上記に付随する業務
59歳以下
下記の業務に従事していただきます。
・薬局業務の補助、保健関係事務業務、店舗整備、
必要品管理業務及びその他運営補助

必要な免許資格
必要な経験など

賃

金

就業時間
(1)8時00分～17時00分

1人
正社員
事務
1人
雇用期間の定めなし
正社員

所在地
就業場所

事業所名
求人番号

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉 アイファー株式会社
字合の山１２－２

岩手県下閉伊郡岩泉町

２級ボイラー技士
１級ボイラー技士
あれば尚可

(1)7時05分～15時35分

03030- 3271711
岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉 岩手県立岩泉高等学
字松橋４
校

133,618円～185,800円
岩手県下閉伊郡岩泉町

ボイラー取扱経験

普通自動車免許一種
変形（1年単位）
中型自動車免許
(1)8時00分～17時00分
車両系建設機械運転技能 183,334円～275,000円
職長・安全衛生責任者
教育等あれば尚可
左官工事,ブロック積み工事経験

変形（1年単位）
(1)8時00分～16時30分

03030- 3273211
岩手県宮古市老木第１７地 ガーデンクラブ 株
割４番地４
式会社

岩手県宮古市

03030- 3267411
岩手県宮古市藤原一丁目６ 株式会社 村木水産
番６号

138,544円～138,544円
岩手県宮古市

(1)8時00分～17時00分
244,160円～477,110円

03030- 3269311
宮城県仙台市青葉区本町２ 株式会社 オンサイ
丁目１０－３３
ト
第２日本オフィスビル７階
岩手県宮古市、他

普通自動車免許一種
(1)8時00分～17時00分
301,920円～535,230円

二級ガソリン自動車整備士
変形（1年単位）
二級ジーゼル自動車整備士
(1)8時00分～17時00分
二級自動車整備士
145,000円～220,000円
いずれか
普通自動車免許一種
８トン限定中型自動車免許
変形（1年単位）
中型自動車免許
(1)8時00分～17時00分
いずれか
158,000円～158,000円 (2)5時15分～14時15分
※フォークリフト運転資
格についてはあれば尚可
普通自動車免許一種
変形（1年単位）
危険物取扱者（丙種）
(1)8時30分～17時00分
準中型自動車免許
184,000円～207,000円
ガス調査員あれば尚可
危険物取扱者は丙種以上
配送経験あれば尚可

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
400,000円～550,000円

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

普通自動車免許一種
危険物取扱者（丙種）
危険物取扱者（乙種）
あれば尚可

04010-56372711
宮城県仙台市青葉区本町２ 株式会社 オンサイ
丁目１０－３３
ト
第２日本オフィスビル７階
岩手県宮古市、他

施工管理経験：１年以上

04010-56392011
岩手県盛岡市向中野２丁目 株式会社 ミナカワ
１９番３８号【求人票郵送
先指定あり】
岩手県下閉伊郡岩泉町

03010-21415911
岩手県宮古市西町一丁目７ 有限会社 東北物流
－３２
運輸

岩手県宮古市

03030- 3264811
岩手県宮古市港町２－２２ カメイ物流サービス
株式会社 宮古営業
所
岩手県宮古市

03030- 3266511
宮城県仙台市青葉区小田原 株式会社 エムエー
５丁目２－５６
シー 仙台支店
スタジオサイキビル２階
岩手県宮古市

変形（1ヶ月単位）
(1)7時30分～16時30分
150,000円～220,000円 (2)8時00分～17時00分
(3)8時30分～17時30分

04010-56175611
岩手県盛岡市向中野２丁目 株式会社 ミナカワ
１９番３８号【求人票郵送
先指定あり】
岩手県下閉伊郡岩泉町

(1)8時30分～18時00分
149,800円～149,800円 (2)8時30分～16時00分
(3)8時30分～12時30分
簡単なＰＣ入力

雇用期間の定めなし

フルタイム

135,000円～155,000円

雇用期間の定めなし
正社員
合鴨の食肉加工作業

TEL 0193－63－8609

薬局での業務経験あれば尚可
59歳以下
合鴨の食肉加工作業に下記の通り従事していただき
変形（1年単位）
ます。・機械と手処理での肉の解体作業 ・肉の仕
(1)8時00分～17時00分
分け等立ち仕事 ※慣れてきたら仕分けした肉の計
150,000円～180,000円
量・計算、出荷明細作成などの出荷管理事務をお願
いする場合があります
64歳以下
事務を担当していただきます。
普通自動車免許一種
・来客・電話応対 ・伝票整理 ・パソコン操作
(1)8時45分～17時00分
（書類作成など） ・外出用務（集金等、社用車使
140,000円～160,000円 (2)9時00分～17時00分
用） ・その他付随する業務 ○雇用開始日は令和
ワード・エクセル基本操作が
３年１２月１日を予定しています。
できること
35歳以下

03010-21337211
岩手県宮古市実田２丁目５ 有限会社 ミドリ薬
番９号
局

岩手県宮古市

03030- 3253911
岩手県下閉伊郡田野畑村室 株式会社 甘竹田野
場２４－４
畑

岩手県下閉伊郡田野畑村

03030- 3254111
岩手県宮古市田鎖第９地割 有限会社 スカイ
２－１
オートギャラリー

岩手県宮古市

03030- 3256811
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