
変形（1年単位）
(1)9時00分～18時00分

1人 150,000円～165,000円 (2)11時00分～20時00分

正社員 64歳以下 03030- 3632311
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時50分

1人 141,797円～141,797円

正社員 59歳以下 03030- 3618911
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

交通誘導警備業務検定２級 (1)8時00分～17時00分
1人 249,334円～249,334円

正社員以外 18歳以上 03030- 3619111
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 204,000円～204,000円

正社員以外 18歳以上 03030- 3620211
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
１級型枠施工技能士 (1)8時00分～17時00分

1人 224,167円～269,000円

正社員 不問 型枠工事経験 03030- 3621511
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
移動式クレーン運転士 (1)8時00分～17時00分

1人 大型自動車免許 224,167円～269,000円
大型特殊自動車免許

正社員 不問 クレーンオペレーター経験 03030- 3623011
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～300,000円

正社員 59歳以下 03030- 3624311
普通自動車免許一種
大型自動車免許 (1)8時00分～17時00分

1人 233,200円～275,600円

正社員 不問 03030- 3628711
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 249,400円～490,620円

正社員 59歳以下 ＰＣ基本操作 04010-62787511
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 342,560円～556,855円

正社員 59歳以下 施工管理経験：５年以上 04010-62799611
介護福祉士 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
1人 167,800円～176,440円 (2)10時00分～19時00分

(3)6時00分～15時00分

正社員 64歳以下 03030- 3615011
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 155,520円～190,080円 (2)7時00分～16時00分

(3)9時30分～18時30分

正社員以外 64歳以下 03030- 3616311
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 150,000円～220,000円

正社員 59歳以下 ワード・エクセル 03030- 3604511
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 140,000円～200,000円

正社員 不問 03030- 3606011
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 149,067円～156,000円

正社員以外 59歳以下 03030- 3608611
普通自動車免許一種

(1)8時45分～17時15分
1人 200,000円～200,000円

正社員以外 不問 13040- 5571212
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～340,000円

正社員 59歳以下 機械操作の経験あれば尚可 03030- 3598811
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 186,000円～279,000円

正社員 59歳以下 鉄筋工の経験あれば尚可 03030- 3599211
1

（11月29日時点の内容です）

１１月２２日　から　　１１月２９日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は１２月９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

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

事業所名
求人番号

販売員（河南店） お菓子、ケーキ、パン等の販売
・来店したお客様応対、レジ、品出し　・箱詰め、
ラッピング　・店内の清掃　＊長期間勤務できる方
を希望します。＊接客未経験の方も、お気軽にご相
談ください。

岩手県宮古市実田一丁目５
－１７

株式会社　日進堂
（ドーネル）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

警備員／岩泉 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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

警備員（有資格者）／岩泉 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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

クレーンオペレーター及び
作業員

２５ｔクレーンのオペレーター及び土木作業に従事
します。・２５ｔクレーンでの資材の積み込み、荷
下ろし業務　・土木工事、型枠工事現場での土木作
業　○災害復旧工事から建物工事まで様々な工事を
行っています。

岩手県宮古市崎山第６地割
２－６

黒武工業　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

型枠大工 型枠工事、擁壁工事等に従事していただきます。・
型枠組立、解体、片付けの作業　・基礎工事、橋梁
工事　○災害復旧工事から建物工事まで様々な工事
を行っています。○現場は宮古市内の他、宮古市近
郊、久慈、盛岡、北上など県内

岩手県宮古市崎山第６地割
２－６

黒武工業　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

大型ダンプ運転手 大型（１０ｔ）ダンプにて土砂や砕石等の運搬業務
になります。・宮古市近郊、岩手県内（北上等）、
埼玉県の現場を予定しています。・現在北上地域４
名、滋賀県に３名が従事しています。　○他県にも
行ける方を募集しております。

岩手県宮古市磯鶏第６地割
１１７－１

株式会社三建　宮古
営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

伐採工事員 配電工事伐採業務　・電線に隣接している枝や樹木
の伐採　＊必要な資格等は入社後取得に向けバック
アップします。無資格でも応募可能です。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字合の山１４－１

株式会社　岩泉電工

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

現場監督（空調・衛生設備
分野）

マンション・商業施設・工場等　様々な現場での空
調・衛生設備施工管理を行っていただく仕事です。
多種多様なの物件に携わることも可能ですので、就
業環境に関してのご相談はお気軽にどうぞ。※ブラ
ンクがある方も歓迎します！

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

工事管理補助（土木分野） ※未経験・ブランクのある方も歓迎します！土木工
事での進捗管理における補助業務を行っていただき
ます。・工事における写真撮影及び管理業務　・作
業員への作業内容の伝達及び確認　・現場での安全
管理　・ミーティング

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

介護員／さくらつつみ 小規模多機能センター（通所・訪問）サービスにお
いて、介護業務全般に従事していただきます。
・利用者の食事介助、入浴介助、排泄介助
・レクレーション活動の企画・運営などの業務
・施設車での送迎をしていただきます。

岩手県宮古市長根４－１３
－１

株式会社　介護施設
えくぼ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員（介護福祉士）／
小本

グループホームでの介護業務に従事し、主に下記の
仕事をしていただきます。
・利用者の方の日常生活支援
・介護（食事、入浴、排せつ介助等）となります
＊６０歳以上の方の応募、歓迎します。

岩手県宮古市向町２番３４
号

有限会社　介護施設
あお空

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

庶務（事務） 当社事務所兼宿舎において下記の業務を行っていた
だきます。・簡単な経理業務　・来客や電話・メー
ルの対応　・役所等への書類提出や買い物、現場事
務所等外出用務　・ＰＣを使用し書類作成（ワー
ド・エクセル）・書類のコピー等・各フロアの清掃

岩手県宮古市磯鶏沖８－２
５

有限会社　リアライ
ズ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般事務／本社 パソコンを使用し（ワード・エクセル）書類作成、
電話、来客対応となります。外出用務はごくまれに
関係官庁などへ書類を届けるなど。移動には社用車
使用となります。

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
（ワード・エクセル）が
できる方、経理事務経験

営業職／宮城県、岩手県 東証一部上場レンゴーグループの当社で、産業用重
量梱包材世界シェアトップクラスの３層段ボール
「トライウォール・パック」などの包装設計・提案
営業をしていただきます。宮城県仙台市近郊から岩
手県盛岡市近郊までのエリアをご担当いただきます

東京都港区港南一丁目２－
７０　品川シーズンテラス
７階

トライウォールジャ
パン　株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

鮮魚部門 スーパーマーケット玉木屋において、鮮魚部門業務
に従事していただきます。・鮮魚加工（切り身等）
・パック詰め　・商品の品出し及び陳列　・陳列し
た商品の衛生、品質管理　・店舗内の清掃作業など
・その他付随する業務

岩手県宮古市板屋１丁目６
番６号

株式会社　玉木屋

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、メー
ル等の基本的なパソコン操
作、包装・物流業界における

法人営業経験

鉄筋工 鉄筋の加工および組立業務に従事していただきま
す。・鉄筋加工場にて鉄筋を切断し、曲げ加工した
ものを建築現場や土木工事現場にて組み立ておよび
取付作業　・現場間の移動は社用車を使用　＊玉掛
け、移動式クレーン免許あれば尚可です。

岩手県宮古市松山第５地割
１７－１

有限会社　因幡鉄筋
工業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

冷凍機械管理主任 冷凍機械運転業務を行います。・冷凍機械操作　・
加工機械の保守、メンテナンス　・点検及び整備等
・他１名おります。工場移動は社用車使用です。＊
機械操作の経験があれば尚可　＊丁寧に指導しま
す。＊冷凍機機械運転の経験があれば優遇します。

岩手県宮古市藤原一丁目５
－９

有限会社　大井漁業
部　大印冷凍工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

◎ 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１２月２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

1人 158,200円～203,400円

正社員 18歳以上 03030- 3600111
看護師
准看護師 (1)8時30分～18時00分

1人 いずれか 155,000円～210,000円

正社員 64歳以下 03030- 3601711

2

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

看護師 当院において、医師の指示のもと下記の業務を行っ
ていただきます
・患者さんの介助、器具洗浄、ネブライザーの使用
説明、院内清掃　・聴力検査　・その他付随する業
務

岩手県宮古市西町二丁目２
－３

岩間耳鼻咽喉科医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市


