５月８日 から ５月１２日 までに受理した求人です。

平成２９年５月１８日発行

ハローワーク 宮古

（5月12日時点の内容です）

宮古公共職業安定所

＜次回発行日は ５月２５日です＞

◎
この求人情報は、発行日現在、有効中の求人を掲載しています。 ◎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。
◎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。
◎
◎「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。
◎ 面接には、ハローワークの紹介状をご持参ください。
すでに、募集を締め切っている場合もありますので、ご注意ください。
職種・雇用期間・雇用形態求人数
土木施工管理技術者【岩手
県担当】
雇用期間の定めなし
無期雇用派遣
設備運営業務事務処理（故
障修理対応）（宮古市）
雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）
正社員以外
警備員（夜勤あり／宮古
市）
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

3人

1人

1人

正社員以外
通信作業員（宮古又は久
慈）
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）
正社員以外
調理員（酒と肴 千）

1人

雇用期間の定めなし

1人

正社員
水産加工員
雇用期間の定めなし

1人

正社員以外
水産加工員及び運転手
雇用期間の定めなし

1人

正社員
木材加工
雇用期間の定めなし

1人

正社員
木材加工
雇用期間の定めなし

1人

正社員
観光案内及び物産販売
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）
正社員以外
土木施工管理(未経験者)
［盛岡・釜石・宮古］
雇用期間の定めなし
正社員
事務・販売（岩泉小本支
所）
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

1人

2人

1人

正社員以外
土木作業員「建設」
雇用期間の定めなし
正社員
ボイラー管理者（蟹岡工
場）
雇用期間の定めなし
正社員
発電所監督業務(ボイラー·
タービン主任技術者)/区界
雇用期間の定めなし

5人

1人

1人

正社員
一般事務
雇用期間の定めなし
正社員
機械設計、製作・金型設
計、製作／宮古工場
雇用期間の定めなし

1人

2人

正社員
品質管理／宮古工場
雇用期間の定めなし

2人

正社員
各種機械オペレーター
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

1人

正社員以外
現場管理補助（岩泉町）
雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）
有期雇用派遣

1人

仕事の内容
年
齢
土木施工管理業務。主にゼネコン工事案件の各種
土木工事、施工管理業務。工程、品質、安全、原
価管理などの施工管理業務全般を行います。勤務
地岩手県を中心に、宮城県が主になります。
64歳以下
宮古営業所において以下の業務を担当していただ
きます。ＮＴＴ通信設備の保守業務(故障修理)に
関わる事務処理全般の補助業務。電話応対、パソ
コン操作(ワード、エクセル、専用端末)等あり。
不問
契約先に設置した警報機器が侵入、火災等の情報
を感知した際に出動し対応する業務及び付随する
業務。夜間の勤務があり、体力を要します。採用
時は嘱託契約ですが、正社員への可能性あり。現
居住地が遠方（概ね通勤２時間超）の方には、社
18歳以上
設備運営業務(電話設備の保守点検、故障修理)沿
岸エリアを中心とした電気通信設備を維持するた
めの定期点検及び電話故障時の対応、通信設備の
保全、点検。その他付随する業務。
59歳以下
和食割烹の調理全般(３５座席)を行います。料理
の仕込み、揚げ物・焼き物・酢の物等の調理全般
及び盛付、飲み物作り、手洗いによる食器洗浄、
調理後の片付け、掃除などを行って頂きます。
59歳以下
時期的に水揚げされた鮭・サンマ・鯖・イカなど
を機械捌きや手捌きにより開きや切り身などに
し、乾燥、冷凍作業を行います。その他、計量、
パック詰め、箱詰め作業、清掃などを行っていた
だきます。
不問
鮭・サンマ・鯖・イカなどの機械捌きや手捌き、
乾燥、冷凍作業となります。鮮魚加工した箱（重
さ１０ｋｇ～１５ｋｇ）の運搬作業もあります。
運転業務は魚市場から工場、田老から工場までと
なります。（３．５ｔ車）
59歳以下
チップの製造にかかる作業全般となります。ある
程度の大きさに裁断された丸太を、破砕用の機械
に投入する作業です。ショベルローダーとフォー
クリフトを使用して丸太を運搬します。
64歳以下
マンションの建築内装工事で使用する造作材の生
産部所において、機械への材料投入や化粧シート
貼り作業を行っていただきます。未経験の方でも
指導しますのでご応募お待ちしております。
40歳以下
物産販売仮設店舗（とっと）にて、観光案内業
務、ブログての情報発信及び地元物産販売を行い
ます。また、店内での飲食のセッティングや食器
などの洗物をしていただきます。ブログの取材等
で、自家用車を使用して頂く場合があります。
不問
工事竣工まで、現場管理をするお仕事です。主に
ゼネコン１次２次下請け工事の土木現場施工管理
になります。（お仕事の内容）現場監督の補助作
業、測量、丁張り、写真管理、パソコンの入力作
業、安全管理、書類作成など。
64歳以下
岩手県北自動車（株）小本支所にて、下記の事務
業務を行っていただきます。各種乗車券（三鉄、
ＪＲ、県北バス他）販売・売店業務（レジ、清
算、商品陳列、発注、棚卸、店内清掃、パソコン
入力、その他）・観光案内。契約は年度毎の更新
不問
土木作業全般に従事していただきます。現場は主
に宮古～釜石となります。基本、やる気・向上心
のある方が良いので、未経験者でもぜひご応募く
ださい。経験者・車両系免許あれば尚可
不問
ボイラーの運転と維持管理の業務を行います。ボ
イラータービンの起動に関わる機械操作、燃料の
補給等になります。夜間専属業務となり勤務は１
日おきの出勤で、他１名おります。
64歳以下
木質バイオマス発電所の工事、維持、運用に係る
保安の監督業務と発電所の運営上生じる他の業務
も行います。木質バイオマス発電とは、「再生可
能な生物由来の有機性資源をエネルギー源とした
もの」です。製材工場で発生する樹皮やのこ屑、
64歳以下
事業所内において、納品書のチェック・請求書の
作成を中心とした事務を担当していただきます。
その他、電話対応・見積書等の作成・パソコン入
力・社用での外出業務もあります。
59歳以下
下記の１，２いずれかの業務に携わっていただき
ます。１，マイクロコネクタ製造のための設備
（自動機治具）の設計、製作。２，マイクロコネ
クタ製造のためのプレス金型設計製作。業務内容
については、製造工程の設計、協力会社等への展
59歳以下
品質管理課に配属となり業務全般を行います。
１，ＣＳを含むお客様への対応。新製品開発品質
管理、協力会社への品質管理指導、ＩＳＯ９００
１、ＩＳＯ４００１、ＩＡＴＦ１６９４９対応と
なります。２，マイクロコネクタの評価は新製
35歳以下
携帯電話やスマートフォンで使用される電子部品
（コネクタ）の自動組立機械による組立作業やプ
ラスチック成形及びプレス作業を行っていただき
ます。細かな目視作業があります。業務に慣れる
まで経験者が指導しますので、未経験者でも安心
18歳以上
派遣先事業所において以下の業務を行って頂きま
す。建設現場で現場の写真撮影や測量の補助業
務。事務所での書類作成や資料作成等の事務業
務。設計図面のデータ化作業。業務上車両運転有
不問

必要な免許資格
必要な経験など
土木施工管理技士１級
土木施工管理技士２級
普通自動車免許一種

TEL 0193－63－8609

賃

金

就業時間
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

316,800円～469,800円

建設会社で土木施工管理業
務の経験がある事

フルタイム
所在地
就業場所

青森県八戸市大字尻内町 株式会社
字高田１９－４
興
岩手県宮古市、他

普通自動車免許一種
(1) 8時30分～17時00分

118,440円～118,440円

事業所名
求人番号
北栄技

02020- 7407371
株

岩手県紫波郡矢巾町大字広 盛岡電話工事
宮沢第１１地割５０１番地 式会社
９

岩手県宮古市

普通自動車免許一種

変形（１ヶ月単位）
(1)18時00分～ 9時00分
140,500円～146,500円 (2) 9時00分～18時00分

03010-11573271
岩手県盛岡市津志田西一 ＡＬＳＯＫ岩手
丁目２４－１５
株式会社
岩手県宮古市

普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可）

(1) 8時30分～17時00分

130,000円～230,000円

03010-11629871
株

岩手県紫波郡矢巾町大字広 盛岡電話工事
宮沢第１１地割５０１番地 式会社
９

岩手県宮古市、他

調理師又は
食品衛生責任者

変形（１ヶ月単位）
(1)16時00分～23時00分

150,000円～300,000円

03010-11643471
岩手県宮古市板屋３丁目 株式会社 ダイニ
２－６
ング
岩手県宮古市

和食調理経験者

変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

120,288円～120,288円

03030- 2140971
岩手県宮古市築地二丁目 有限会社 小が理
７－１８
商店
岩手県宮古市

中型自動車免許一種

変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

126,000円～126,000円

03030- 2146471
岩手県宮古市築地二丁目 有限会社 小が理
７－１８
商店
岩手県宮古市

普通自動車免許一種
フォークリフト技能者
車両系整地掘削用運転

変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

150,000円～200,000円

03030- 2147771
岩手県宮古市川井２－２ 有限会社 川井林
業
岩手県宮古市

変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

140,000円～170,000円

03030- 2148871
岩手県宮古市大字田鎖１ 丸石商事株式会社
地割６番１
宮古工場
岩手県宮古市

普通自動車免許一種
(1) 8時30分～17時30分

133,920円～133,920円 (2) 9時00分～18時00分

03030- 2152671
岩手県下閉伊郡山田町大 一般社団法人 山
沢２－１９－１
田町観光協会
岩手県下閉伊郡山田町

普通自動車免許一種

変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

241,470円～340,540円

03030- 2153571
宮城県仙台市宮城野区榴 株式会社 ナス
岡３丁目１０－７ サン キー 仙台東口支
ライン第６６ビル７階
店
岩手県宮古市、他

普通自動車免許一種

変形（１年単位）
(1) 6時30分～15時00分
134,550円～134,550円 (2)10時30分～19時00分
(3)11時00分～19時30分

04010-31288871
岩手県盛岡市厨川１－１ 岩手県北自動車
７－１８
株式会社
岩手県下閉伊郡岩泉町

(1) 8時00分～17時00分

172,800円～324,000円

03010-11539471
大黒建

岩手県下閉伊郡山田町山田 株式会社
４－２４－４ 澤田アパー 設
ト４号室
岩手県下閉伊郡山田町、他

ボイラー技士（２級）
普通自動車免許一種
(通勤用）

(1)19時00分～ 6時30分

180,000円～200,000円

03030- 2105471
岩手県宮古市川井６－３ 株式会社 ウッ
５
ティかわい
岩手県宮古市

ボイラー経験者

普通自動車免許一種
ボイラー主任技術者

変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時30分

250,000円～400,000円

03030- 2106771
岩手県宮古市川井６－３ 株式会社 ウッ
５
ティかわい
岩手県宮古市

普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可）

(1) 8時30分～17時30分

145,000円～176,000円 (2) 9時00分～18時00分
パソコン（ワード・エクセ
ル等）基本操作

普通自動車免許一種
(通勤用）

(1) 8時00分～17時00分

135,000円～260,000円
機械装置設計経験、または
金型設計経験３年以上

03030- 2107871
岩手県下閉伊郡山田町豊 有限会社 サトー
間根２－４３－６
（ホームワン サ
トー）
岩手県下閉伊郡山田町
03030- 2113471
岩手県宮古市赤前第２地 東北ヒロセ電機
割２１番地２
株式会社 宮古工
場
岩手県宮古市

普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分

135,000円～260,000円

03030- 2114771
岩手県宮古市赤前第２地 東北ヒロセ電機
割２１番地２
株式会社 宮古工
場
岩手県宮古市

変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分
191,840円～191,840円 (2)20時00分～ 5時00分

03030- 2115871
岩手県宮古市赤前第２地 東北ヒロセ電機
割２１番地２
株式会社 宮古工
場
岩手県宮古市

変形（１ヶ月単位）
(1) 9時00分～18時00分

208,000円～208,000円
建設現場での何らかの業務
経験

03030- 2116271
岩手県盛岡市菜園１－３ ヒューマンリソシ
－６ 農林会館 ４階
ア 株式会社 盛
岡支社
岩手県下閉伊郡岩泉町
03010-11912971
1

正看護師・准看護師「看
護」
雇用期間の定めなし

1人

正社員
木材加工
雇用期間の定めなし
正社員
事務補助員／上下水道部
（臨時職員）
雇用期間の定めあり（4ヶ月
以上）
正社員以外
事務補助員／企画課（臨時
職員）
雇用期間の定めあり（4ヶ月
以上）
正社員以外
仕上係
雇用期間の定めなし

3人

1人

1人

2人

正社員
美容師
雇用期間の定めなし
正社員
理容師又は美容師（理容・
美容不思議の国のアリス）
雇用期間の定めなし
正社員
理容師又は美容師（ヘアー
サロン ＨＡＮＡＥ）
雇用期間の定めなし
正社員
牧場運営・新製品開発・企
画・製造
雇用期間の定めなし
正社員
ａｕショップスタッフ［八
幡平市／宮古市］
雇用期間の定めあり（4ヶ月
未満）
正社員以外
（まるまつ宮古店）店長・
店長候補
雇用期間の定めなし
正社員
営業スタッフ人材コーデイ
ネーター（沿岸エリア）
雇用期間の定めなし

1人

1人

1人

1人

1人

1人

1人

正社員
介護職員／正職員「介護」
雇用期間の定めなし
正社員
介護職員（小規模多機能居
宅介護）「介護」
雇用期間の定めなし

1人

1人

正社員
レストランサービス
雇用期間の定めなし
正社員以外
フロント・レストランサー
ビス
雇用期間の定めなし

1人

3人

正社員
交通誘導警備員
雇用期間の定めあり（4ヶ月
以上）
正社員以外
看護師・准看護師／正社員
「看護」
雇用期間の定めなし

5人

1人

正社員
看護師・准看護師「看護」
雇用期間の定めあり（4ヶ月
以上）

1人

正社員以外
大型ダンプ運転手
雇用期間の定めなし

1人

正社員
調理員《急募》
雇用期間の定めなし
正社員
（派）宮古盛岡横断道路改
良工事の施工管理／急募
雇用期間の定めなし
無期雇用派遣

1人

1人

当病院において、外来患者さまへの看護業務に関
する全般を担当していただきます。医師の指示の
もと、注射や採血、点滴などの業務を行っていた
だきます。パートタイム希望の方について、時間
帯・日数等ご相談に応じます。詳細は面接時に説
不問
主に住宅の柱（集成材）を生産しています。原木
から柱の加工をする作業となり、ライン作業をし
ていただきます。機械操作での加工作業となりま
す。（木材乾燥機、プレス機など）未経験の方で
も機械操作が出来るまでは指導します。
18歳～64歳
上下水道部施設課に勤務。給排水設備確認申請受
付事務、給排水設備完了検査事務補助(現場での検
査も行います)、設備設置に係る資金貸付等の事
務、その他職員の補助業務を行って頂きます。
不問
宮古市役所企画課に勤務となります。広報製作の
事務補助（原稿の整理、入力、写真の整理、取材
補助）、パソコンを使用した書類作成、来客対
応、その他庶務等職員補助業務となります。
不問
オイルシールの仕上げ加工業務全般を行います。
オイルシールとは、自動車エンジン部分に使用す
る部品で、機械や手作業での仕上げ加工作業とな
ります。初めての方からの応募も可能です。
不問
美容室「ＣＬＡＰ ＨＡＩＲ」にて、カット、
パーマ、カラーリングなどの美容業務全般を行い
ます。勤務時間は、9：30～18：00までの間で調整
します。週４４時間以内の勤務となります。
不問
理容・美容全般に従事していただきます。お客様
の応対、オーダーに応じてシャンプー、カット、
カラーリングやブローセット、シェービングな
ど、また受付、電話応対、会計、機械の準備や片
付け、清掃など行っていただきます。経験、免許
不問
理容、美容全般に従事していただきます。お客様
の応対、オーダーに応じてシャンプー、カット、
カラーリングやブローセット、シェービングな
ど、またフロント受付や会計、電話応対、準備や
片付け清掃など行っていただきます。経験、免許
不問
しあわせ牧場のヨーグルトやミルクは首都圏の百
貨店や五つ星ホテルで使用されています。牧場で
は乳牛をはじめヤギ・羊・ロバを飼育しており、
県内外からお客様も沢山来られます。これから
もっと可愛く、オシャレな牧場にする為に遊び場
不問
店内業務全般。商品説明・新規申込、機種変更に
関する手続き・各種料金プラン案内・その他アフ
ターサービス。３ヶ月毎契約更新。正社員登用の
可能性あり。
不問
入社後、店舗業務からスタートし、接客・調理の
基本作業を覚えます。店舗業務をマスターした
後、店舗の指導と運営に関わる店長として仕事を
していきます。店長経験後は、複数店舗の管理、
指導と運営をします。又能力、適正に応じて、本
59歳以下
病院や介護施設への派遣先開拓や人材紹介、派遣
業務等の営業業務。派遣登録者の募集から採用ま
での業務。登録スタッフの配置や就業時間の管
理、アフターフォロー等の人材管理、スタッフ教
育。社内における事務処理、清掃業務。
59歳以下
入所者の介護業務となります。入所者（１００
名）の身の回りのお世話・食事・入浴・排せつ・
移動などの介助、リネン交換・掃除・洗濯などの
手助けを行っていただきます。夜勤は６名体制で
行っています。
不問
当センターでは、訪問、通い、泊まりサービスを
組み合わせて、その人の２４時間を支える仕事で
す。利用者への食事・入浴・着替え・排泄・通院
などの介助、通いの送迎、レクリエーション、訪
問での在宅サービスを行います。また利用者が異
64歳以下
営業課に配属され、レストランサービスとして朝
食、夕食の配膳・後片付けをして頂きます。繁忙
期には、他の業務の応援もして頂きます。初めて
の方にも指導しますのでご応募下さい。
64歳以下
営業課に配属となります。宿泊フロント業務、受
付、会計、電話対応等を担当していただきます。
また、レストランサービスとして朝食、夕食の配
膳をしていただくこともあります。繁忙期には、
他の業務の応援もしていただきます。
59歳以下
宮古・下閉伊地域の交通誘導警備に従事していた
だきます。主な現場は建設現場工事現場になりま
す。現場へは直行直帰または乗合になります。ま
た社用車の貸与も可能です。自家用車使用の方は
ガソリン支給となります。正社員登用制度あり。
18歳以上
当社会福祉法人が運営する「特別養護老人ホー
ム」の利用者の皆さまへの看護に関する業務全般
を担当していただきます。現在、利用者は長期入
所８０名、短期入所１０名です。
64歳以下
当社会福祉法人が運営する「特別養護老人ホー
ム」の利用者の皆さまへの看護に関する業務全般
を担当していただきます。現在、利用者は長期入
所８０名、短期入所１０名です。年度毎の更新。
正社員登用の可能性あり。
不問
大型ダンプ車（１０トン）の運転業務に従事して
いただきます。運搬する物は、砂利、砕石、合材
などとなります。就業場所は、主に岩泉地区、田
野畑地区、宮古地区となります。車両系建設機械
資格あれば尚可。
59歳以下
館内レストランにおいて、調理業務全般を行いま
す。主に和食が中心となり、山菜料理や鮎を使っ
た料理などが看板メニューです。宴会等ある場合
は、幅広いメニューを作っていただきます。調理
員は他４名おります。
64歳以下
宮古盛岡横断道路改良工事の施工管理業務。測
量・丁張り、安全管理、写真撮影。ワードエクセ
ルを使用した書類作成等。ＡｕｔｏＣＡＤを用い
た図面修正。＊急募＊
59歳以下

看護師又は
准看護師

(1) 8時30分～17時30分
180,000円～200,000円 (2) 8時30分～12時30分

岩手県宮古市新町４－３ 松井内科医院
１
岩手県宮古市

普通自動車免許一種
(通勤用）

変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時15分
140,000円～200,000円 (2)18時15分～ 3時30分

03030- 2117971
岩手県宮古市川井６－３ 株式会社 ウッ
５
ティかわい
岩手県宮古市

普通自動車免許一種
(1) 8時30分～17時15分

123,828円～142,392円
パソコン（ワード・エクセ
ル）操作のできる方

03030- 2118171
岩手県宮古市新川町２－ 宮古市役所
１
岩手県宮古市

(1) 8時30分～17時15分

123,828円～142,392円
パソコン（ワード・エクセ
ル）操作のできる方

03030- 2122871
岩手県宮古市新川町２－ 宮古市役所
１
岩手県宮古市

普通自動車免許一種
(通勤用）

変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時20分

125,000円～125,000円

03030- 2123271
岩手県下閉伊郡岩泉町袰 有限会社 岩泉ゴ
野字赤鹿１２１－２
ム工業
岩手県下閉伊郡岩泉町

美容師
(1) 9時30分～18時00分

128,000円～200,000円

03030- 2126071
岩手県宮古市南町１２－ ＣＬＡＰ ＨＡＩ
２５
Ｒ
岩手県宮古市

経験者

理容師又は
美容師

(1) 9時00分～18時00分

160,000円～220,000円
免許取得後３年以上業務経
験のある方

03030- 2127371
岩手県宮古市栄町３－３ 株式会社 ハナエ
５ キャトル宮古２階
（ヘアサロン Ｈ
ＡＮＡＥ）
岩手県宮古市

理容師又は
美容師

(1) 9時30分～18時30分

160,000円～210,000円 (2)10時00分～19時00分
免許取得後３年以上の業務
経験のある方

03030- 2128671
岩手県宮古市栄町３－３ 株式会社 ハナエ
５ キャトル宮古２階
（ヘアサロン Ｈ
ＡＮＡＥ）
岩手県宮古市

普通自動車免許一種
(通勤用）

交替制あり

185,000円～250,000円

165,000円～165,000円

03030- 2129571
岩手県宮古市田老字小堀 しあわせ乳業 株
内１９－１５
式会社

又は 6時00分～17時00分の
岩手県宮古市
間の8時間
変形（１ヶ月単位）
宮城県仙台市若林区大和
(1) 9時45分～19時00分
町２丁目１－３４

03030- 2130871
東北テレメディア
開発 株式会社

岩手県宮古市、他

普通自動車免許一種

変形（１ヶ月単位）
(1)12時00分～22時00分

250,000円～350,000円

04010-30789071
宮城県富谷市成田９丁目 株式会社 カルラ
２－９
岩手県宮古市、他

普通自動車免許一種

変形（１年単位）
(1) 9時00分～18時00分

163,000円～225,000円
パソコン操作（ワード・エ
クセル）

普通自動車免許一種
(通勤用）
介護福祉士

変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分
175,160円～175,160円 (2) 9時00分～18時00分
(3)10時00分～19時00分

04011- 2257771
岩手県盛岡市菜園２－１ 株式会社 ヒロ
－９
キャリアスタッフ
ケアスタッフサー
ビス
岩手県宮古市、他
03010-11259771
岩手県下閉伊郡山田町山 社会福祉法人 正
田１６－９－１０
受会 特別養護老
人ホーム平安荘
岩手県下閉伊郡山田町

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
124,400円～170,600円 (2) 9時00分～18時00分
(3)15時00分～ 0時00分

03030- 2061171
岩手県宮古市保久田６番 特定非営利活動法
８号 ふれあい館 内
人 ふれあいス
テーションあい
岩手県宮古市

普通自動車免許一種
(通勤用）

変形（１年単位）
(1) 7時00分～16時00分
129,375円～138,000円 (2)13時00分～22時00分

03030- 2066471
岩手県宮古市田老字向新 株式会社 グリー
田１４８
ンピア三陸みやこ
岩手県宮古市

普通自動車免許一種
(通勤用）

変形（１年単位）
(1) 7時00分～16時00分
130,000円～160,000円 (2)13時00分～22時00分

03030- 2069271
岩手県宮古市田老字向新 株式会社 グリー
田１４８
ンピア三陸みやこ
岩手県宮古市

普通自動車免許一種

変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

138,600円～184,800円

03030- 2070071
岩手県宮古市八木沢第５ 有限会社 ニコニ
地割７０番地１
コ警備保障
岩手県宮古市

普通自動車免許一種
看護師又は准看護士

普通自動車免許一種
看護師又は
准看護師

変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～16時00分
185,300円～285,000円 (2) 8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分
変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～16時00分
186,800円～193,800円 (2) 8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

03030- 2076871
岩手県宮古市川井２－２ 社会福祉法人 川
４－３
井心生会
岩手県宮古市

03030- 2077271
岩手県宮古市川井２－２ 社会福祉法人 川
４－３
井心生会
岩手県宮古市

大型自動車免許一種

変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

184,800円～207,900円
経験１年以上

普通自動車免許一種
(通勤用）

03030- 2078971
岩手県下閉伊郡田野畑村 株式会社 岩手企
真木沢８６－１５
業

岩手県下閉伊郡田野畑村、他

変形（１ヶ月単位）
(1)11時00分～20時00分
150,000円～200,000円 (2)13時00分～22時00分

03030- 2080671
岩手県宮古市茂市８－５ 株式会社 新里産
３
業開発公社
岩手県宮古市

普通自動車免許一種
土木工事現場での施工管理
経験５年以上
380,000円～450,000円
Word·Excel使用経験
AutoCAD使用経験

変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

03030- 2081571

宮城県仙台市宮城野区宮城 十勝技術開発 株
野２丁目１４－１１ アー 式会社 東北営業
バンコート２０７
所

岩手県宮古市

04010-30446771
2

フライス・ＳＧ・ＰＧのオ
ペレーター／経験者
雇用期間の定めなし

1人

正社員
介護員「介護」
雇用期間の定めあり（4ヶ月
以上）

1人

正社員以外
経理事務
雇用期間の定めなし
正社員
足場組立作業員および土木
作業員「建設」
雇用期間の定めなし
正社員
外構工（一般作業員）「建
設」
雇用期間の定めなし

1人

2人

2人

正社員
営業スタッフ
雇用期間の定めなし

2人

正社員
歯科技工士
雇用期間の定めなし

1人

正社員
美容師
雇用期間の定めなし
正社員
建設作業員「建設」／経験
者
雇用期間の定めなし

2人

1人

正社員
建設作業員「建設」
雇用期間の定めなし
正社員
重機オペレーター（経験
者）「建設」《急募》
雇用期間の定めなし
正社員
土木作業員「建設」《急
募》
雇用期間の定めなし
正社員
工事監督支援業務（技術補
助・７／１～）「建設」
雇用期間の定めあり（4ヶ月
以上）

1人

1人

3人

1人

正社員以外
技能補助（公用車運転手）
雇用期間の定めあり（4ヶ月
以上）
正社員以外
土木作業員／経験者「建
設」
雇用期間の定めなし

1人

5人

正社員
土木作業員「建設」
雇用期間の定めなし

5人

正社員
乗組員／１９トン近海船
雇用期間の定めなし
正社員
重機オペレーター「建設」
【宿舎あり】
雇用期間の定めなし

1人

2人

正社員
左官「建設」
雇用期間の定めあり（4ヶ月
以上）
正社員以外
大型ダンプ運転手【宿舎あ
り】
雇用期間の定めなし

1人

2人

正社員
重機オペレーター
雇用期間の定めあり（4ヶ月
以上）
正社員以外

1人

金型部品加工に従事していただきます。フライ
ス・ＳＧ（研磨機）・ＰＧ（プロファイル研削
盤）などの工作機械を操作し、金型部品の精密な
仕上げ加工を行っていただきます。生涯通用の技
術を身につける事ができます。フライス盤操作や
64歳以下
介護員６名で施設利用者１５名の介護を行いま
す。利用者の送迎、健康管理、食事介助、排泄介
助、入浴介助、レクリエーションの企画・運営が
主な仕事になります。介護業務経験・資格が無い
方でも相談に応じます。６ヶ月勤務したのち、正
不問
主に製品製作に関わる材料等の支払い業務、手形
作成等を行います。支払業務は専用端末があり、
事務所内での操作で銀行等の来店はありません。
その他社員の保険手続き、電話、来客対応となり
ます。経験者の方は尚可。
59歳以下
各建設現場において、足場の組立、解体作業、基
礎工事、土木作業に従事して頂きます。主な現場
は山田町、宮古市などの沿岸地域となります。建
設経験者、足場組立作業主任者等有資格者を優
遇。
不問
エクステリア工事全般に従事して頂きます。お客
様の自宅など指定の場所に出向き、ブロック工
事、フェンス設置及び組立やカーポート、テラ
ス、バルコニー、物置などの組立を行います。
40歳以下
全メーカーの新車、中古車販売及び車検・点検の
誘客、損害保険の販売、各種部品の販売、ご購入
いただいたお客さまへのアフターフォロー、その
他自動車に関わる営業全般に従事していただきま
す。経験の有無は問いませんが、営業経験があれ
不問
歯科技工業務全般。義歯、硬レ（差し歯）、クラ
ウン・ブリッジ作業【必要な経験・資格につい
て】１か２に該当する方。１）歯科技工士の資格
をお持ちの方。２）無資格だが業務経験のある
方。
不問
当店舗にてシャンプー、ブロー、ワインディン
グ、カットなど美容業務全般を行っていただきま
す。その他に電話応対、店舗清掃などもありま
す。Ｕターン希望者も歓迎いたします。経験者優
遇いたします。
不問
現場における外構工事業務全般を行います。ブ
ロック工事、型枠工事、左官工事、テラス・ベラ
ンダ・車庫・物置などの工事を行います。出勤は
会社へ集合し各現場に社用車（主に２トントラッ
ク）で乗合にて向かいます。
不問
現場における外構工事業務全般を行います。ブ
ロック工事、型枠工事、左官工事、テラス・ベラ
ンダ・車庫・物置などの工事を行います。出勤は
会社へ集合し各現場に社用車（主に２トントラッ
ク）で乗合にて向かいます。
40歳以下
復興道路関係の公共工事、一般工事等の各現場で
の重機オペレーター業務を担当します。バック
ホー等による積み込み、整地、運搬等を行いま
す。現場へは乗合や直行直帰となります。
不問
主に公共工事などの建設現場での土木作業全般に
従事していただきます。現在は藤原、赤前地域の
道路・防波堤工事を行っています。現場へは乗合
や直行直帰となります。経験者尚可。
不問
県営建設工事に係る監督職員（正職員）の補助業
務を行うものです。なお、補助業務とは工事現場
の確認、巡回、報告等となります。事業所内にお
ける正職員の事務補助。パソコンによるデータ入
力が伴います。
不問
公用車の運転業務となります。主な運転範囲は岩
泉町、田野畑村、宮古市となります。頻度は少な
いですが盛岡市、久慈市までの運転もあります。
その他、始業前点検、タイヤ交換、運転業務の報
告をパソコンを使用し入力（走行距離等）を行っ
不問
住宅やアパートの基礎工事、足場組立、工作物等
解体工事、土砂等の掘削、盛り上げ工事などに従
事していただきます。現場は宮古市、山田町、釜
石市となり、直行直帰となりますが、通勤車がな
い方は乗合も相談可能です。
不問
住宅やアパートの基礎工事、足場組立、工作物等
解体工事、土砂等の掘削、盛り上げ工事などに従
事していただきます。現場は宮古市、山田町、釜
石市となり、直行直帰となりますが、通勤車がな
い方は乗合も相談可能です。
不問
乗組員として大目流し網漁に従事してもらいま
す。主に三陸沖合いでカジキ漁を行います。出航
から帰航まで４日～５日間のサイクルでの操業と
なります。網入れ：１５時～１７時、網上げ：２
３時～７時位まで※上記時間以外は休憩時間とな
30歳以下
釜石・宮古地区の主に復旧・復興工事現場おける
重機オペレーターとして、整地作業・土砂等の積
込及び運搬作業・掘削作業などを行っていただき
ます。重機オペレーター以外の付随作業を行って
いただく場合があります。
59歳以下
現場における左官業務（壁塗り、タイル張り等）
や、そのほか付随する業務を行ないます。朝、会
社に出勤してから現場まで行きます。現場が遠方
の場合は、その時の状況により宿泊する可能性が
ありますが、基本は日帰りとなります。詳細につ
不問
大型ダンプ運転による、下記の業務を担当して頂
きます。１０ｔダンプを運転し、県南地域の各現
場を往復して土砂等の運搬をしていただきます。
大型自動車免許を有している事が応募の条件とな
りますが大型ダンプの運転経験は問いません。未
59歳以下
重機オペレーター業務全般。土木。建築現場での
重機及び車両運転、他。バックホー、ミニショベ
ル、タイヤローラー、タイヤショベル、グレー
ダーなどの建設重機を操作し、建設現場工事をす
る仕事になります（整地・積込・掘削など）
59歳以下

普通自動車免許一種
(通勤用）

変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

150,000円～180,000円

富士精

岩手県下閉伊郡山田町

経験者

普通自動車免許一種
介護職員初任者研修

岩手県宮古市津軽石１０ 株式会社
－１６１－１
工

変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分
123,200円～169,000円 (2)15時00分～ 0時00分
(3) 0時00分～ 9時00分

03030- 2083771
岩手県宮古市実田一丁目 有限会社 ライフ
７番２８号
ネットワーク
岩手県宮古市

普通自動車免許一種
(通勤用）

変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

130,000円～150,000円

03030- 2084871
岩手県下閉伊郡岩泉町小 岩手アライ 株式
本字長内２６
会社
岩手県下閉伊郡岩泉町

普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可）

(1) 8時00分～17時00分

174,750円～256,300円

03030- 2085271
岩手県下閉伊郡山田町織 北成興業 株式会
笠第１２地割３－７２
社
岩手県下閉伊郡山田町、他

普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可）

変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

129,600円～216,000円

03030- 2088071
岩手県宮古市津軽石１０ 有限会社 タテシ
－２０１－１１
タ
岩手県宮古市

普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可）

(1)10時00分～19時00分

150,000円～250,000円

03030- 2089371
岩手県宮古市板屋２丁目 ライトニング
１－１
岩手県宮古市

普通自動車免許一種
(1) 8時30分～18時00分

160,000円～300,000円 (2) 8時30分～12時30分

03030- 2090571
岩手県下閉伊郡山田町北 マリンデンタル株
浜町１０４－４
式会社
岩手県下閉伊郡山田町

美容師

変形（１ヶ月単位）
(1) 9時00分～18時00分
140,000円～400,000円 (2)10時00分～19時00分

普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可）

(1) 8時00分～17時00分

141,050円～173,600円
土木・エクステリア工事経
験者

03030- 2091471
岩手県宮古市和見町７番 有限会社 プレス
２２号
テージ（美容室
ＰＲＥＳＴＩＧ
Ｅ）
岩手県宮古市
03030- 2092771
岩手県下閉伊郡山田町豊 ヤマト興建 株式
間根１８－２２２－６
会社
岩手県下閉伊郡山田町

普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可）

(1) 8時00分～17時00分

141,050円～173,600円

03030- 2093871
岩手県下閉伊郡山田町豊 ヤマト興建 株式
間根１８－２２２－６
会社
岩手県下閉伊郡山田町

普通自動車免許一種
車両系整地掘削用運転

(1) 8時00分～17時00分

190,800円～318,000円

03030- 2094271
岩手県宮古市西ヶ丘２丁 藤左官
目７－８
岩手県宮古市

経験者

普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分

180,200円～318,000円

03030- 2095971
岩手県宮古市西ヶ丘２丁 藤左官
目７－８
岩手県宮古市

普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可）
土木施工管理技士２級

(1) 8時30分～17時15分

159,080円～228,575円

建設業従事経験又は公共事業
発注機関の工事監督経験
PC操作(Word·Excel)

03030- 2096171
岩手県下閉伊郡岩泉町岩 沿岸広域振興局
泉字松橋２４－３
土木部 岩泉土木
センター
岩手県下閉伊郡岩泉町

普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可）

(1) 8時30分～17時15分

153,340円～267,730円

03030- 2097071
岩手県下閉伊郡岩泉町岩 沿岸広域振興局
泉字松橋２４－３
土木部 岩泉土木
センター
岩手県下閉伊郡岩泉町

普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分

140,000円～280,000円
建設業で働いた経験がある
方

03030- 2098371
岩手県宮古市南町１１－ 飯岡興業 株式会
１８田川ビル２Ｆ－Ｅ
社
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

140,000円～140,000円

03030- 2102371
岩手県宮古市南町１１－ 飯岡興業 株式会
１８田川ビル２Ｆ－Ｅ
社
岩手県宮古市、他

(1) 8時00分～17時00分

150,000円～250,000円

03030- 2103671
岩手県下閉伊郡山田町織 第十五 菊丸
笠１１－２１４－４
岩手県下閉伊郡山田町

車両系整地掘削用運転
普通自動車免許一種

変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

172,500円～240,000円

03030- 2104571
岩手県大船渡市日頃市町 株式会社 新沼組
字上宿１３－１
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

220,000円～242,000円
左官経験者

03080- 1935871
岩手県久慈市大川目町１ 株式会社 中田工
４－５０－７
業
岩手県宮古市、他

大型自動車免許一種

変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

195,500円～240,000円

03100- 1344271
岩手県大船渡市日頃市町 株式会社 新沼組
字上宿１３－１
岩手県宮古市、他

普通自動車免許一種
車両系整地掘削用運転

変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

197,490円～227,000円
経験者

03080- 1937971
岩手県久慈市山形町川井 蒲野建設 株式会
９－３２－２
社
岩手県宮古市、他

03100- 1337171
3

運転手
雇用期間の定めあり（4ヶ月
以上）
正社員以外
普通作業員「建設」
【宿舎あり】
雇用期間の定めなし

1人

3人

正社員
重機オペレーター「建設」
雇用期間の定めなし

3人

正社員以外
フロント職（宮古）
雇用期間の定めなし

1人

正社員
技術職（宮古）
雇用期間の定めなし

1人

正社員
業務全般（宮古営業所）
雇用期間の定めなし

2人

正社員
溶接工（見習い）
雇用期間の定めなし

1人

正社員
レストランフロアー
雇用期間の定めあり（4ヶ月
以上）

2人

正社員以外
調理補助
雇用期間の定めあり（4ヶ月
以上）

2人

正社員以外
接客販売員
雇用期間の定めあり（4ヶ月
以上）
正社員以外
現場管理及び施工管理、安
全管理者［宮古市］
雇用期間の定めあり（4ヶ月
以上）
正社員以外
林業
雇用期間の定めあり（4ヶ月
以上）
正社員以外
【急募】セールスドライ
バー職 宮古市（長期）
雇用期間の定めあり（4ヶ月
未満）
正社員以外
薬剤師（宮古中央店／調
剤）
雇用期間の定めなし
正社員
（パ）調剤薬剤師（宮古中
央店）
雇用期間の定めあり（4ヶ月
未満）
正社員以外
登録販売者（宮古市、紫波
町、盛岡市）
雇用期間の定めなし

1人

5人

2人

59歳以下
調剤薬局における調剤業務全般、第１類医薬品販
売業務に従事していただきます。

1人

1人

1人

1人

正社員
水産加工員
雇用期間の定めなし

3人

正社員
販売
雇用期間の定めあり（4ヶ月
未満）
正社員以外
介護支援専門員「介護」

1人

雇用期間の定めなし

1人

正社員

不問
ドラッグストアにおける医薬品・日用品等の接客
販売、商品管理などの業務全般に従事していただ
きます。登録販売者の資格を有する者に限る。
59歳以下
病院窓口での受付、会計等の業務となります。パ
ソコンを使用し、紹介状等の入力作業、患者さん
の呼び出し、院内清掃等を行います。患者さんに
配慮出来る方希望します。医療事務スタッフは他
２名おり、レセプト入力は予定しておりません。
不問
医療事務に係る業務を行っていただきます。受付
窓口での患者様との対応（受付・精算等）・電話
対応・パソコン入力業務・その他付随する業務。
59歳以下
一般住宅から公共施設改修工事に関する塗装工事
を行っていただきます。現場は岩手県央から沿岸
エリアとなります。未経験の方でもやる気があれ
ば丁寧に指導します。高所作業もありますので体
力に自信のある方を希望します。塗装・防水・左
不問
水揚げされた鮮魚や冷凍している魚の加工、箱詰
め作業となります。加工処理は切り身、開き、衣
を付けての冷凍加工など様々です。時期により取
り扱う魚が異なります。未経験の方は箱詰めや簡
単な加工作業から始めて頂きます。
59歳以下
店内においてスポーツ用品の販売を行っていただ
きます。お客様の対応、商品説明、レジ業務、電
話対応。また商品陳列や補充、品出し、伝票入
力、清掃なども行っていただきます。
不問
グループホームよろこびにおいて、介護支援専門
員業務を行っていただきます。アセスメントの実
施、介護予防サービス、支援計画書（ケアプラ
ン）の作成、担当者会議の開催、モニタリング、
評価、認定調査等、入所者への介護（付添等も含
59歳以下

岩手県久慈市山形町川井 蒲野建設
９－３２－２
社

株式会

岩手県宮古市、他

経験者

普通自動車免許一種

変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

165,000円～200,000円

03100- 1338071
岩手県大船渡市日頃市町 株式会社 新沼組
字上宿１３－１
岩手県宮古市、他

普通自動車免許一種
車両系整地掘削用運転

変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

180,180円～207,900円
土木工事経験者

03080- 1936271
岩手県久慈市夏井町鳥谷 株式会社 正栄
８－５０－５

岩手県下閉伊郡田野畑村、他

普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可）

変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時00分

220,000円～255,000円

03100- 1345971
東京都港区芝大門１－７ 株式会社 カナモ
－７
ト

岩手県下閉伊郡山田町、他

ＰＣ操作

普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可）

変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時00分

170,000円～200,000円

13040-55668271
東京都港区芝大門１－７ 株式会社 カナモ
－７
ト
岩手県下閉伊郡山田町、他

普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可）

(1) 8時15分～17時15分

160,000円～200,000円

13040-55669971
岩手県盛岡市中野２丁目 株式会社 三ツ星
１５－１
商会
岩手県宮古市、他

普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可）

変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

145,000円～178,000円

03010-11860571
岩手県宮古市刈屋１４－ 有限会社 岩手工
１０－２
機
岩手県宮古市

普通自動車免許一種
(通勤用）

変形（１年単位）

131,062円～145,042円

03030- 2154471
岩手県宮古市大字崎山４ 株式会社 宮古カ
－８６－３
ントリークラブ

又は 7時00分～17時00分の
岩手県宮古市
間の7時間程度
変形（１年単位）
岩手県宮古市大字崎山４

普通自動車免許一種

－８６－３

131,062円～145,042円
又は 7時00分～17時00分の
間の7時間程度

普通自動車免許一種

133,056円～133,056円
又は10時00分～20時00分の
間の8時間程度

普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分
235,200円～326,530円 (2) 8時30分～17時30分

03030- 2159171
株式会社 宮古カ
ントリークラブ

岩手県宮古市

03030- 2160671
岩手県宮古市長町１－８ 株式会社チヨダ
－１
東京靴流通セン
ター宮古店
岩手県宮古市

03030- 2163771
宮城県仙台市宮城野区日 株式会社 アイム
の出町１丁目２－１
ワン
岩手県宮古市

普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分

200,000円～350,000円

04010-31471471
栃木県那須塩原市黒磯３ 株式会社 フォ
２－２５あづさハイツ
レックス
パート２－６０５
岩手県宮古市

中型一種（８ｔ限定）
（ＡＴ限定不可）

変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

140,000円～210,000円

09120- 2169271
東京都江東区新砂２－１ 佐川急便株式会社
－１７
岩手県宮古市

薬剤師

薬剤師

2人

正社員
塗装工（見習い可）
雇用期間の定めなし

不問
杉・赤松・雑木等を伐採し、伐倒した木を素材生
産します。森林で木を伐採します。市場・製紙工
場・合板工場に出荷するために決められた大きさ
に切断します。クローラー（キャタピラ）に乗せ
て運ぶこともあります。宿泊施設を用意していま
不問
担当エリアの集配・集金・営業（ルート中心）等
。ＭＴ車使用（ワンボックス、２～４ｔ車）入社
後約３ヶ月は準社員（契約社員）となり、独り立
ち後に正社員として労働契約を締結します。正社
員登用後の総支給額は２０万円～３４万円程度で
不問
調剤薬局において、調剤業務全般に従事していた
だきます。

変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

181,600円～249,700円

1人

正社員以外
医療事務
雇用期間の定めなし

大型自動車免許一種

1人

正社員
医療事務
雇用期間の定めあり（4ヶ月
以上）

10ｔダンプ運転手業務。現場から発生する残土の
運搬・現場内での土の運搬・採石場から、採石・
砂などを現場へ運搬・コンクリート・アスファル
ト殻の収集運搬・その他上記に付随する業務。
不問
釜石・宮古地区の主に復旧・復興公共工事現場に
おける、土地の造成及び整備工事、基礎工事、擁
壁工事、道路工事、側溝設置工事などの一般土木
作業及び付随作業を行っていただきます。
59歳以下
土木工事現場での重機運転手。バックホー等を運
転し、掘削、積込み作業。現場の状況により、土
木作業等にも従事。現場は、久慈管内及び下閉伊
郡となります。（主に久慈管内となりますが、田
野畑周辺・宮古管内となる場合もあります。）
59歳以下
受注受付。来所または電話にて注文する顧客（建
設会社等）の使用機械の確認・伝票発行等の受注
対応がメインです。在庫管理。社内システムを利
用し、機械の不足などが生じない様に在庫管理を
実施します。機械の納品手配。顧客へ納期を確認
59歳以下
機械のメンテナンス。各種機械（バックホウやブ
ルトーザ等）の出荷前／返却後の点検がメインの
仕事です。故障個所がある場合は、修理も実施し
ています。機械の荷積み、荷降ろし。顧客（建設
会社等）のトレーラーへ、クレーンを使用し荷積
59歳以下
得意先への商品管理（主に２ｔトラックを使用し
て宮古市を中心に近隣地域へ配達を行っていただ
きます。）倉庫管理（電線やケーブルなどの重量
物の運搬もしていただきます。体力、筋力が必要
な仕事です。）
35歳以下
工場や現場での溶接及び関連業務・機械の修理、
製作、据付作業・コンベアーベルトエンドレス作
業。作業に関する技術や知識を身に付けて頂きま
す。アーク・ガス溶接、小型移動式クレーン運
転、高所作業者 運転等、当社で必要な有資格者
35歳以下
ゴルフ場のレストランにおいて、ご利用のお客様
の注文、配膳、片付け、清掃等を行います。他フ
ロアースタッフは３名おります。土日祝日働ける
方希望します。雇用期間は天候状況により前後し
ます。
不問
ゴルフ場調理場において食材の仕込み、調理（ゆ
でる、炒める等）盛付を行います。メニューは定
食、麺類、おつまみなどとなっております。他５
名スタッフがあります。土日祝日働ける方希望し
ます。雇用期間は天候により変動する場合があり
不問
靴の接客販売となります。紳士靴、婦人靴、子供
靴、スニーカー等の販売及び値付け、品出し、商
品補充、レジ業務、清掃、週に２回程度、両替な
どのため自家用車での外出をお願いする場合があ
ります。正社員登用制度有り。
不問
現場管理・安全管理・施工管理・折衝
＊６ヶ月毎契約更新

登録販売者（医薬品）

13130-14504071
札幌市東区北２４条東２ 株式会社 ツルハ
０丁目１番２１号
（ツルハドラッ
グ）
岩手県宮古市
01240-10138571
交替制あり
札幌市東区北２４条東２ 株式会社 ツルハ
(1) 9時00分～16時00分
０丁目１番２１号
（ツルハドラッ
315,000円～315,000円 (2)10時00分～17時00分
グ）
又は 9時00分～17時00分の
岩手県宮古市
間の6時間程度
01240-10149871
交替制あり
札幌市東区北２４条東２ 株式会社 ツルハ
０丁目１番２１号
（ツルハドラッ
175,000円～305,000円
グ）
又は 8時30分～23時00分の
岩手県宮古市、他
間の8時間程度
01240-10171771
宮古市磯鶏沖１５番２０ 金沢内科医院
(1) 8時30分～17時30分
号
143,000円～143,000円
交替制あり
(1) 9時00分～18時00分
305,000円～550,000円 (2)10時00分～19時00分

パソコン操作（ワード・エ
クセル）

岩手県宮古市

変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分
181,600円～231,700円 (2) 8時30分～12時30分
パソコン操作（ワード・エ
クセル）可能な方

03030- 2165271
岩手県宮古市大通一丁目 後藤泌尿器科皮膚
３－２４
科医院
岩手県宮古市

普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分

160,300円～251,900円

03030- 2167171
岩手県下閉伊郡岩泉町尼 誠和コーティング
額字下汗２６－１０
株式会社
岩手県下閉伊郡岩泉町

変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

124,047円～126,472円

03030- 2168071
岩手県宮古市藤原二丁目 有限会社 佐々京
２－１７
商店
岩手県宮古市

(1) 9時30分～18時30分

125,550円～125,550円 (2)10時30分～19時30分
普通自動車免許一種
介護支援専門員

210,000円～240,000円
パソコン操作（エクセル・
ワード）可能な方

03030- 2169371
岩手県宮古市長町１丁目 株式会社 ヴィクト
リア ネクサスカン
６－２２

又は 9時30分～19時30分の
岩手県宮古市
間の6時間以上
変形（１ヶ月単位）
秋田県能代市浅内字中山
(1) 8時30分～17時30分
９２番地

岩手県下閉伊郡岩泉町

パニー
ポーツ

タケダス
宮古店

03030- 2170571
株式会社 ラ・サ
ルーテ

05020- 2290071
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