
車両系基礎工事用運転
車両系整地掘削用運転 (1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 207,000円～276,000円

正社員 不問 01010-27875971
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時30分～17時15分

123,828円～142,392円

正社員以外 不問 03030- 3090971
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時30分
140,000円～170,000円

正社員 45歳以下 03030- 3093371
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
120,600円～136,680円 (2) 8時30分～12時00分

正社員以外 不問 03030- 3094671

(1) 8時30分～17時15分
122,800円～142,400円

正社員以外 不問 03030- 3096471

(1) 8時30分～17時15分
123,828円～142,392円

正社員以外 不問 03030- 3097771
普通自動車免許一種

介護福祉士又は (1) 8時30分～17時30分
介護職員初任者研修 165,000円～180,000円

正社員 64歳以下 03030- 3079571
介護職員初任者研修 変形（１ヶ月単位）
普通自動車免許一種 (1) 8時30分～17時30分

124,416円～146,880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- 3080871
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時00分
143,360円～152,760円

正社員 64歳以下 03030- 3081271

(1) 8時30分～17時15分
128,940円～149,520円

正社員以外 不問 03030- 3082971
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

170,250円～229,000円

正社員以外 不問 03030- 3084071
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

170,250円～229,000円

正社員以外 不問 03030- 3085371
中型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
138,260円～138,260円

正社員以外 不問 03030- 3086671
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

142,600円～142,600円

正社員以外 不問 03030- 3087571
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

231,000円～231,000円

正社員以外 不問 20110- 4396171
大型自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 207,000円～253,000円

正社員 不問 01230-14965971
美容師 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～17時45分
140,000円～180,000円

正社員 59歳以上 03030- 3076071
移動式クレーン運転士

(1) 8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 230,000円～345,000円

正社員 69歳以下 03050- 4628071
大型自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 184,000円～230,000円

正社員 69歳以下 03050- 4629371
1

移動式クレーンオペレー
ター（宮古営業所）

2人

移動式クレーンを使用し各現場での資材、機械な
どのつり上げ作業。建設現場でのクレーン操作業
務。管理者の指示に従って資材の運搬等の作業を
して頂きます。

一関市城内１０８－２ 一般財団法人　建
設工事共同企業体
Ｔ・Ｂ・Ｉ

２５ｔ、５０ｔクレーン経
験者

岩手県宮古市

大型ダンプ運転手（宮古営
業所）

5人

建設工事用資材や関連部材の荷積み、積み降ろし
の配送業務全般。土木工事現場、建設工事現場に
てダンプによる土砂、砕石、砂利等の運搬業務に
従事します。その他付随する業務。

一関市城内１０８－２ 一般財団法人　建
設工事共同企業体
Ｔ・Ｂ・Ｉ

経験者 岩手県宮古市

美容師

1人

理・美容クイック・クリア末広町店において理・
美容業全般に従事していただきます。注文に応じ
て、シャンプー、カット、顔剃り、カラー、パー
マ等行います。施術に必要な材料等の整理や、そ
の他付随する業務を行っていただきます。

岩手県宮古市南町１１番
２０号

株式会社　クイッ
ク

雇用期間の定めなし

理美容経験者 岩手県宮古市

大型ダンプ運転手（岩手県
下閉伊郡）

2人

土木工事現場にて大型ダンプの運転等を行ってい
ただきます。
＊週４０時間勤務

北海道札幌市豊平区平岸
４条７丁目１１番７号

株式会社　ジェイ
エムシー

大型ダンプ運転経験３年以
上

岩手県下閉伊郡岩泉町

復興土木工事作業員（岩手
県宮古市）

10人

【震災復興工事作業員の業務】河川の堤防、海岸
の堤防・防波堤・岸壁の復旧、道路の復旧、道路
整備、盛土、インフラ整備などの復旧事業。指定
された復興工事の作業・土木、建設における機械
運転・機械ではできない部分の手元作業など。仕

長野県佐久市猿久保７４
１－４　秋山ビル１階

有限会社　大井エ
ンジニアリング

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

現場作業員（短期）《急
募》

5人

サンマの箱積み作業を行います。選別されて流れ
てきた箱を分けて並べる簡単な作業となります。
体力に自信がある方お待ちしています。雇用期間
は１１月末日までを予定していますが、漁の状況
により変動する場合があります。アットホームで

岩手県宮古市藤原一丁目
６－３４

有限会社　坂栄商
店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

運転手兼現場作業員（短
期）《急募》

1人

魚市場から当社工場までの運転運搬、およびサン
マの箱積み作業をしていただきます。４トン車で
の運搬となります。簡単な仕事ですが力仕事にな
ります。雇用期間終了は１１月末日までを予定し
ていますが、漁の状況により変動する場合があり

岩手県宮古市藤原一丁目
６－３４

有限会社　坂栄商
店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

工場作業員／宮古市

2人

新設した飼料工場において、飼料製造業務に従事
します。廃棄物や原料の積み下ろし、専用機械の
操作、袋詰め、搬出などを行っていただきます。
また、工場内外の清掃も行います。大型自動車免
許やフォークリフト技能資格あれば尚可。

岩手県宮古市田老字西向
山１０－２

株式会社丸才　宮
古営業所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

トラック運転手／宮古市

1人

トラックを運転し、釜石市～宮古市間の水産加工
工場やスーパーでの廃棄物を回収し、当社工場ま
で運搬をしていただきます。大型自動車免許や、
フォークリフト技能資格があれば尚可。


岩手県宮古市田老字西向
山１０－２

株式会社丸才　宮
古営業所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

一般事務補助／宮古土木セ
ンター

1人

宮古土木センターにおいて、職員の指示のもと、
パソコン（ワード・エクセル）を使用してのデー
タ入力作業、各種書類のコピー作業、郵便物の発
送・収受、電話・来客対応等となります。雇用期
間満了後はプラス６ヶ月の雇用期間で更新の可能

岩手県宮古市五月町１番
２０号　宮古地区合同庁
舎内

岩手県沿岸広域振
興局

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作できる方

岩手県宮古市

介護員「介護」

1人

当センター利用者の方のデイサービス介護全般を
行います。食事、入浴、排泄、レクレーション等
の介助、送迎運転業務（社用車使用）もありま
す。利用者さんが楽しい１日を過ごせるよう業務
を行っています。資格取得制度あり。

岩手県下閉伊郡岩泉町浅
内字下栗畑８０の６

株式会社クオール
（デイサービスす
ずらん）雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

介護員／えくぼ「介護」

1人

当法人が運営する「グループホームえくぼ」にお
いて、利用者の食事の介助、入浴の介助、排泄の
介助などや、レクレーション活動の企画・運営な
どの業務に携わっていただきます。また、施設車
での送迎をしていただきます。月２２日位の勤務

岩手県宮古市長根４－１
３－１

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

デイサービス介護職員（介
護福祉士）「介護」

1人

デイサービスの介護業務を行います。デイサービ
スの利用者おおよそ３０名の介護業務（入浴、食
事、排泄介助等の身体介護）、レクリエーション
の実施、ワンボックス車での送迎業務、簡単なパ
ソコン入力、その他清掃業務があります。介護施

岩手県宮古市山口５丁目
８番２号

株式会社　かがや
きライフ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務補助員／福祉課（臨時
職員）

1人

宮古市役所福祉課に勤務となります。主な業務は
来客対応、電話対応を中心とし、資料整理等の事
務補助、パソコンを使用したデータ入力、書類作
成、その他庶務等の職員補助業務となります。

岩手県宮古市新川町２－
１

宮古市役所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作のできる方

岩手県宮古市

事務補助／林務室（期限付
臨時職員）

1人

林務室において、一般事務補助としてデータ入
力・資料整理・郵便物の発送・電話・来客対応等
を行っていただきます。主にパソコンを使用した
業務となりますので、入力作業が容易に出来る方
を希望します。

岩手県宮古市五月町１番
２０号　宮古地区合同庁
舎内

岩手県沿岸広域振
興局

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作

岩手県宮古市

配送スタッフ≪急募≫

1人

お得意先である病院、診療所、調剤薬局等の医療
機関への医薬品の配送を行って頂きます。フット
ワークが大事な仕事であり、身体を動かす事が好
きな方にお勧めです。使用車両は軽自動車又は普
通車バンタイプ(ＡＴ限定可)、エリアは主に宮古

岩手県宮古市宮町三丁目
９－１４

株式会社　小田島
宮古支店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市、他

生活支援員／ワークハウス
アトリエＳＵＮ≪急募≫

1人

知的・精神障がい者の就労継続支援施設で、菓子
製造・手芸品製作・清掃作業等の作業補助及び職
場規律等の指導を行い、社会的自立を支援する仕
事です。生産活動の作業補助は主に菓子製造とな
ります。又、利用者の日々の様子をパソコンに記

岩手県宮古市保久田３－
２１

特定非営利活動法
人　宮古地区いき
いきワーキングセ
ンター

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード・エ
クセル）できる方

岩手県宮古市

事務補助員／江繋地域振興
センター(期限付臨時職員)

1人

江繋地域振興センターに勤務となります。主な仕
事の内容は、書類整理やパソコンデータ入力、来
客への応対等、センター事業の企画・実施業務と
なります。その他に庶務等職員補助業務がありま
す。地域づくりに関心のある方希望。

岩手県宮古市新川町２－
１

宮古市役所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作ができること

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

重機オペレーター（岩手県
岩泉町）

2人

復興関連工事に伴う重機オペレーター業務全般 札幌市中央区南４条西１
０丁目１０１０番３

エヌ・エス工業

重機オペレーター経験３年
以上

岩手県下閉伊郡岩泉町

     （7月24日時点の内容です）

　　７月１８日　から　７月２４日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　８月３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

◎ 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。       ◎ 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。 

TEL 0193－63－8609 

ハローワーク 宮古 

宮古公共職業安定所 

◎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。 フルタイム ◎ 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。       ◎ 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。 

TEL 0193－63－8609 

ハローワーク 宮古 

宮古公共職業安定所 

◎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。 フルタイム 

平成２９年７月２７日発行  



大型自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 184,000円～230,000円

正社員 69歳以下 03050- 4632771
移動式クレーン運転士
大型自動車免許一種 (1) 8時00分～17時00分

230,000円～345,000円

正社員 69歳以下 03050- 4633871
土木施工管理技士１級 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
350,000円～450,000円

正社員以外 不問 04010-47826071
交通誘導２級資格 変形（１年単位）

普通自動車免許一種 (1)20時00分～ 5時00分
220,000円～275,000円

正社員 18歳～64歳 03010-17189071
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1)20時00分～ 5時00分
206,250円～247,500円

正社員 18歳～64歳 03010-17190471
玉掛技能者 変形（１年単位）

(必須) (1) 8時00分～17時00分
普通自動車免許一種 233,000円～279,600円

正社員 不問 03011-  529071
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
186,400円～233,000円

正社員 39歳以下 03011-  530471
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時30分
130,000円～200,000円

正社員 64歳以下 03030- 3070471

(1) 8時30分～17時30分
150,000円～300,000円

普通自動車免許一種
(通勤用）

正社員 64歳以下 03030- 3071771
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

玉掛技能者 (1) 8時00分～17時00分
移動式クレーン運転士 264,000円～352,000円

正社員 64歳以下 01230-15255771
普通自動車免許一種

(ＡＴ限定不可・必須) (1) 8時00分～17時00分
149,500円～275,000円 (2) 8時00分～10時30分

正社員 不問 02080- 2177171
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時30分～17時15分

150,000円～150,000円

正社員以外 不問 03010-17558071
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時30分～17時15分

150,000円～150,000円

正社員以外 不問 03010-17559371

(1) 8時30分～17時15分
124,028円～143,824円

正社員以外 不問 03030- 3098871
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時15分
135,000円～135,000円

正社員以外 不問 03030- 3099271

(1) 9時30分～19時00分
140,000円～140,000円 (2) 9時30分～14時00分

正社員 35歳以下 03030- 3101471
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

138,600円～173,250円

正社員以外 不問 03030- 3103871
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

127,050円～161,700円

正社員 59歳以下 03030- 3104271
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 7時30分～16時30分

180,000円～250,000円

正社員 40歳以下 03030- 3106171
普通自動車免許一種

(通勤用） (1) 8時30分～17時00分
130,000円～130,000円

正社員以外 不問 03030- 3107071
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(通勤用） (1) 8時30分～17時30分
160,000円～200,000円

正社員 61歳以下 03030- 3109671
2

プラスチック成形品の測定

1人

主に電子部品用のプラスチック成形品（製品）の
測定業務となります。製品を工場顕微鏡で測定、
顕微鏡や目視で製品の検査を行っていただきま
す。安定した品質を供給していただく慎重な作業
となりますが、分かりやすく丁寧に指導します。

岩手県宮古市大字崎鍬ヶ
崎第９地割３０番地

モルデック株式会
社　宮古工場

雇用期間の定めなし

工場顕微鏡使用経験者 岩手県宮古市

事務≪急募≫

1人

主に灯油や軽油など石油製品販売に係る事務を行
います。パソコンを使用しての作業（主に専用ソ
フトへの入力、書類作成）、電話応対による商品
の発注・受注等、その他来客対応等の業務となり
ます。

岩手県宮古市港町２－２
２

カメイ物流サービ
ス株式会社　宮古
営業所雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
パソコン基本（ワード・エ

クセル）操作
岩手県宮古市

商品管理及び運搬の補助作
業

1人

商品の整理・管理及び運搬の補助作業。海産物の
選別・管理及び大船渡～久慈の各浜より海産物を
２ｔトラックにて田老工場への運搬作業を行って
いただきます。最初は補助作業から行っていただ
きます。

宮古市田老字西向山１６
－１

株式会社　神野商
店　田老工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

配達員（１）

1人

商品（発砲スチロールや段ボール製品、その他包
装資材等）の配達業務をお願いします。主に宮
古・下閉伊地区の取引先への配達となります。２
ｔ車または軽トラックを運転します。

岩手県宮古市神林２番６
号

宮古魚凾株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

配達員（２）

1人

商品（発砲スチロールや段ボール製品、その他包
装資材等）の配達業務をお願いします。主に宮
古・下閉伊地区の取引先への配達となります。２
ｔ車または軽トラックを運転します。状況により
雇用期間が延長になる場合があります。

岩手県宮古市神林２番６
号

宮古魚凾株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市、他

歯科衛生業務及び受付事務

1人

当医院において、歯科衛生業務と受付事務に従事
していただきます。歯科衛生業務は歯科器具の準
備、片付け、消毒、医師の指示において治療の補
助を行います。。受付事務では患者さんの受付、
電話対応、予約管理、会計業務、院内清掃等行い

岩手県宮古市小山田２丁
目７－６９

伊藤歯科医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

職業訓練指導員（ＯＡ系）

1人

離職者等の支援事業などとして行われるＯＡ系の
講座の実施計画と講座における受講者の指導を
行っていただきます。また、それらに関連する事
務処理業務に従事していただきます。パソコン操
作（アクセス出来れば尚可）に精通している方か

岩手県宮古市長町二丁目
６－１

職業訓練法人宮古
職業訓練協会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

ＭＯＳ(ＭＣＡＳ)ワー
ド、エクセル上級程度

事務補助

1人

宮古教育事務所において、事務補助業務に従事し
ていただきます。パソコンを使用してのデータの
入力、資料の作成を行っていただくほか、来客の
応対、電話の応対等を行っていただきます。

岩手県宮古市五月町１－
２０　宮古合同庁舎内

宮古教育事務所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） パソコン基本操作（ワー

ド・エクセル）
岩手県宮古市

車両運行管理員（三陸国道
宮古維持出張所）

1人

請負先事業所である三陸国道宮古維持出張所にお
いて、下記の業務を行っていただきます。職員を
乗せての車の運転及び車の維持管理に努める業
務。その他、付随する業務及び指示された業務。

岩手県盛岡市中央通３丁
目１番２号　盛岡第一生
命ビル　２Ｆ

株式会社　セノン
みちのく支社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

免許取得後3年以上、三陸方
面でのタクシー·役員車等旅
客業務経験1年以上・1年以内
に免許停止処分を受けていな

い者

車両運行管理員（三陸国道
事務所）

1人

請負先事業所である三陸国道事務所において、下
記の業務を行っていただきます。職員を乗せての
車の運転及び車の維持管理に努める業務。その
他、付随する業務及び指示された業務。

岩手県盛岡市中央通３丁
目１番２号　盛岡第一生
命ビル　２Ｆ

株式会社　セノン
みちのく支社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

免許取得後3年以上、三陸方
面でのタクシー·役員車等旅
客業務経験1年以上・1年以内
に免許停止処分を受けていな

い者

土木作業員

2人

主に公共工事を請け負っています。土木作業が未
経験の方でも丁寧に指導致します。土木作業全般
（舗装工事・土木・配管工事等）２ｔ車運転。見
習いでの応募可。作業服各自準備。体力を必要と
する仕事です。長期勤務出来る方歓迎します。

青森県三沢市大字三沢字
大津５８－２４３

巻工業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

重機オペレーター(北海道·
岩手県·福島県·宮城県)

10人

建設業を中心とした重機施工の重機の運転手業務
を行っていただきます。就業場所は、道内一円・
岩手県・福島県・宮城県になります。現場につい
ては相談に応じます。


北海道札幌市白石区栄通
１７丁目１７番１０号
さくらハイツ１０１号

株式会社　上原興
業

雇用期間の定めなし

建設機械オペレーター経験
者（必須）

岩手県宮古市、他

大型ダンプ運転手（宮古営
業所）

5人

建設工事用資材や関連部材の荷積み・荷降ろしの
配送業務全般。土木工事現場・建設工事現場にて
ダンプによる土砂・砕石・砂利等の運搬作業に従
事します。その他、付随する業務。

岩手県一関市弥栄字下谷
起６６－２

一般社団法人　東
北労働支援組合

経験者 岩手県宮古市

移動式クレーンオペレー
ター（宮古営業所）

2人

移動式クレーンを使用し各現場での資材・機械な
どの吊り上げ作業。建設現場でクレーン操作業
務。現在の現場は主に岩手沿岸になります。管理
者の指示に従って資材の運搬等の作業をしていた
だきます。

岩手県一関市弥栄字下谷
起６６－２

一般社団法人　東
北労働支援組合

雇用期間の定めなし

２５ｔ・５０ｔ以上のク
レーンを操作経験者

岩手県宮古市

一級土木施工管理技士［岩
手県内］

1人

現場管理・書類・図面作成。６０歳以上の方も歓
迎いたします。現場で業務を補佐するメンバーが
います。現場に出張していただける方（出張費全
額負担します）雇用開始日は平成２９年９月１日
を予定しています。

宮城県仙台市太白区中田
６丁目１４－１２

日本バイメックス
株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

砂防ダム施工経験者 岩手県下閉伊郡岩泉町、他

交通誘導員（有資格者）
（宮古市）

5人

交通誘導員業務全般。各工事現場での歩行者の安
全確保、一般車両の誘導及び工事現場内への工事
車両の入出誘導業務になります。未経験者歓迎。
ベテランによる新人教育でサポートします。業務
拡大中で忙しいですが明るく楽しい職場です。

岩手県盛岡市津志田２７
地割１－３　平松ビル１
階

株式会社　東北セ
キュリティーサー
ビス　盛岡営業所雇用期間の定めなし

交通誘導経験 岩手県宮古市

交通誘導員（宮古市）

5人

交通誘導員業務全般。各工事現場での歩行者の安
全確保、一般車両の誘導及び工事現場内への工事
車両の入出誘導業務になります。未経験者歓迎。
ベテランによる新人教育でサポートします。業務
拡大中で忙しいですが明るく楽しい職場です。

岩手県盛岡市津志田２７
地割１－３　平松ビル１
階

株式会社　東北セ
キュリティーサー
ビス　盛岡営業所雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

型枠大工（職人）「建設」

2人

ビル・マンション等の集合住宅の型枠工事。型枠
を作製し、現場に搬入・設置し工事を行います。
当面の現場は県内沿岸で出張作業（泊まり）とな
ります。その他、会社が指定する現場での作業。
仕事の能率を見て適宜昇給あります。

岩手県岩手郡葛巻町葛巻
第２８地割６３番地２３

株式会社　集和建
工

雇用期間の定めなし

型枠大工経験がある方（必
須）

岩手県宮古市、他

型枠大工（職人見習い）
「建設」

2人

ビル・マンション等の集合住宅の型枠工事。入社
後は現場の準備・片付け、資材運搬など型枠大工
職人の全体的なサポートをしながら、型枠加工・
取り付け作業等のノウハウを覚えていただきま
す。当面の現場は県内沿岸で出張作業（泊まり）

岩手県岩手郡葛巻町葛巻
第２８地割６３番地２３

株式会社　集和建
工

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

介護員（通所）「介護」
≪急募≫

1人

通所リハビリテーション（デイケア）の介護業務
を行います。おおよそ２０名の利用者を介護（食
事、入浴、排せつ、健康管理、自立支援、レクリ
エーション、送迎等）いたします。現在５名の介
護員で担当しています。介護職員初任者研修以上

岩手県宮古市実田２丁目
５－１０

医療法人　おかだ
外科内科クリニッ
ク雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

理学療法士·作業療法士·健
康運動指導士·柔道整復師

1人

当法人が運営するハートランド宮古リハビリテー
ションにおいて、通所リハビリを利用される方
（最大２８名への機能訓練（スタッフ２名対応）
と訪問リハビリを行います。訪問は市内となり移
動は自家用車又は社用車使用となり、柔道整復

岩手県宮古市実田２丁目
５－１０

医療法人　おかだ
外科内科クリニッ
ク雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

理学療法士・作業療法
士・健康運動指導員・
柔道整復師のいずれか



普通自動車免許一種
(通勤用） (1) 9時00分～18時00分

145,152円～145,152円

正社員以外 不問 03030- 3110771
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
350,000円～450,000円

無期雇用派遣 不問 04010-48396671

(1) 8時15分～17時15分
147,000円～147,000円

正社員以外 不問 13080-63000571

3

一般事務／宮古年金事務所
【特定業務契約職員】

1人

公的年金業務において、ＰＣ入力、書類確認・整
理、電話・窓口対応等を行う仕事です。具体的に
は次のいずれかに関する業務をお願いします。社
会保険届出の受付、審査、入力等、年金相談や照
会等の処理、記録の整備・提供等、戸別訪問によ

東京都杉並区高井戸西３
丁目５番２４号

日本年金機構

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

基本的なＰＣ操作スキル
（メール含む）必要

岩手県宮古市

(派)土木施工管理及び建築
施工管理者[岩泉町]

1人

土木・建築現場における施工管理者。宮城県・岩
手県・福島県の土木、建築工事現場での施工管理
全般を管理・監督していただきます。

宮城県仙台市泉区長命ケ
丘３丁目２７－３　オメ
ガコートビル３階

シグマ・リレイ
ション　株式会社

雇用期間の定めなし

現場監督経験５年以上 岩手県下閉伊郡岩泉町、他

土木・建築施工管理1·2
級又はそれに準ずる資
格、10年以上の経験

販売員（道の駅やまだ）

1人

道の駅において、町内特産物や日常品の販売に係
る業務全般を行います。接客、レジ操作、商品袋
詰め、陳列補充、整理、店内外清掃等を行いま
す。接客経験者が望ましい。

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－１４１

山田町特産品販売
協同組合

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町


