
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 01230-15589171

(1) 8時40分～17時20分
161,070円～161,070円

有期雇用派遣 不問 03010-17879771
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～198,000円

正社員 18歳～64歳 03010-17919871
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～198,000円

正社員 18歳～64歳 03010-17920171
普通自動車免許一種

(自家用車使用可能な方) (1) 9時00分～18時00分
220,000円～390,000円

正社員 不問 03020- 1677171

(1) 8時00分～17時15分
120,937円～120,937円

正社員以外 不問 03030- 3131071

(1) 8時00分～17時00分
136,512円～136,512円

正社員以外 18歳以上 03030- 3134571
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

正社員以外 不問 03030- 3137871
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

正社員以外 不問 03030- 3138271
看護師

(1) 8時30分～17時30分
207,360円～224,640円

正社員以外 不問 03030- 3140371
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時30分
150,000円～160,000円

正社員以外 不問 03030- 3141671
普通自動車免許一種

建設機械施工技士２級 (1) 8時00分～17時00分
300,000円～800,000円 (2) 7時30分～16時30分

(3) 7時00分～16時00分

正社員 不問 07010-11457771
普通自動車免許一種

土木施工管理技士1級又
は

(1) 8時00分～17時00分
土木施工管理技士2級 300,000円～800,000円 (2) 7時30分～16時30分

(3) 7時00分～16時00分

正社員 不問 07010-11458871
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

土木施工管理技士１級 (1) 8時30分～17時15分
雇用期間の定めなし 210,000円～320,000円

正社員 59歳以下 03010-17825071
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時30分～17時15分

145,000円～250,000円

正社員 30歳以下 03010-17826371
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時00分
139,800円～180,000円

正社員 不問 03020- 1667271
管理栄養士 変形（１ヶ月単位）
又は栄養士 (1) 8時30分～17時00分

普通自動車免許一種 161,000円～161,000円 (2) 8時00分～12時00分
(通勤用)

正社員 59歳以下 03030- 3124371
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時00分
136,700円～170,000円

正社員 64歳以下 03030- 3125671
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時30分
160,000円～480,000円 (2)17時30分～ 8時30分

正社員 40歳以下 03030- 3126571
1

     （7月31日時点の内容です）

　　７月２５日　から　７月３１日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　８月１０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
事業所名
求人番号

重機オペレーター（岩手県
下閉伊郡岩泉町）

2人

復興関連工事に伴う重機オペレーター業務全般。
現場への直行・直帰可。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

重機オペレーター経験３年
以上


岩手県下閉伊郡岩泉町

一般事務（宮古市）

1人

派遣先事業所において下記の業務を行っていただ
きます。電柱等の管理に関わる各種書類作成、郵
送・電話応対(地権者様の確認等)・専用端末操
作・その他、付随する業務及び指示された業務。

岩手県盛岡市盛岡駅西通２
丁目９－１　マリオス　１
５Ｆ

マンパワーグルー
プ　株式会社　盛
岡支店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上） Ｗｏｒｄ：基本操作　　Ｅ
ｘｃｅｌ：基本操作

岩手県宮古市

交通誘導員（宮古市ほか）

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、他

交通誘導員（宮古市ほか）

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、他

コンサルティング営業
【損保・生保の営業】

1人

損害保険（自動車保険・火災保険等）および生命
保険のコンサルティング営業。保有契約の継続手
続きならびに新たな客先への損害保険及び生命保
険の提案・販売を行って頂きます。担当エリア
は、釜石市・大槌町・山田町・宮古市。車両は、

岩手県釜石市中妻町２－
２－１１　山一ビル　３
階

株式会社　東海日
動パートナーズ東
北　釜石支社雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

寝具洗濯品の配置および発
注業務

1人

請負先施設内において、寝具類（シーツ、布団・
枕カバー、パジャマ等）の使用済品の回収と、洗
濯品の配置および発注業務、その他付随する業務
を行っていただきます。２人体制で行います。

岩手県宮古市長町１丁目
９－１７

リアス環境管理
株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 岩手県宮古市

コンビニ販売員≪急募≫

1人

コンビニエンス業務全般。お客様への対応・レジ
業務、入荷商品の仕分け、商品の品出し・陳列、
フライヤー調理、店内外の清掃、ゴミ等の片付け
などを行います。２人体制での業務となります。
土日祝日も勤務できる方。

岩手県宮古市保久田８－
１６

有限会社　三寿

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

技能補助（公用車運転手）

1人

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

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字松橋２４－３

沿岸広域振興局
土木部　岩泉土木
センター雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

道路パトロール車の運転手
（技能補助）

1人

県が管理する道路（国道・県道・主要地方道）の
道路パトロールの運転業務に従事していただきま
す。主な運転範囲は岩泉町、田野畑村にて主に道
路監視業務及び軽維持作業、車両運転、パソコン
での日誌作成等となります。業務内容により時間

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字松橋２４－３

沿岸広域振興局
土木部　岩泉土木
センター雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

看護師／さくらつつみ「看
護」

1人

小規模多機能センターさくらつつみにおいて看護
業務に従事していただきます。入所利用者（約１
５名程度）のバイタルチェック、配薬、処方薬の
塗布、緊急時の対応などを行います。自動車免許
（ＡＴ限定可）があれば尚可ですが、なくても応

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

現場事務

1人

現場事務所において、パソコン操作（エクセル、
ワード）をし工事関係資料を作成します。その他
電話来客対応、事務所内清掃（トイレ含む）、自
家用車を使用し書類提出など外出用務もありま
す。（交通費代支給あり）

岩手県宮古市崎山第６地
割２９－１

東急建設株式会社
国道４５号宮古北
地区道路工事事務
所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン操作（エクセル・
ワード）

岩手県宮古市

建設機械施工技術者

3人

土木工事における施工管理や現場監督を行ってい
ただきます。上位会社、下請け会社とのやり取
り・小口現金の管理・パソコンによる書類作成
（ワード・エクセル使用）・現場作業にかかる業
務全般。社用車又は自家用車使用となります。

福島県福島市北矢野目字
舘６２－４

株式会社泰伸建設
工業　福島営業所

雇用期間の定めなし
現場代理経験のある方

パソコン（エクセル・メー
ル）操作 岩手県宮古市、他

土木技術者（宮古営業所）
「建設」

1人

区画線、標識、防護柵、土木工事の管理及び監督
を担当していただきます。国土交通省、県、市町
村等の公共工事が中心となります。現場は久慈市
から陸前高田市となります。

岩手県滝沢市木賊川４０
９－３

協積産業　株式会
社

パソコン操作(エクセル) 岩手県宮古市、他

土木施工管理技士

3人

土木工事における施工管理や現場監督を行ってい
ただきます。上位会社、下請け会社とのやり取
り・小口現金の管理・パソコンによる書類作成
（ワード・エクセル使用）・現場作業にかかる業
務全般。社用車又は自家用車使用となります。

福島県福島市北矢野目字
舘６２－４

株式会社泰伸建設
工業　福島営業所

雇用期間の定めなし
現場代理経験のある方

パソコン（エクセル・メー
ル）操作 岩手県宮古市、他

区画線・交通安全施設作業
（宮古営業所）「建設」

1人

国土交通省、県、市町村より請負契約をした道路
工事作業。区画線工事（使用材料が２０ｋｇ程度
の重さで、一日に５～６回程度の移動がありま
す）・土木施工作業・移動等での運転・久慈市～
陸前高田市での作業があります。営業所に集合

岩手県滝沢市木賊川４０
９－３

協積産業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

福祉用具専門相談員「福
祉」

2人

社会福祉協議会等を訪問して、ケアマネージャー
と共に介護保険利用者様への適切な福祉用具の提
案を行います。福祉用品（ベッドやポータブルト
イレ等、介護用品等のレンタルや販売を行いま
す。売契約後、据え付け、メンテナンス又、使わ

岩手県上閉伊郡大槌町小
鎚２１－６１－１

南部屋産業　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町、他

管理栄養士・栄養士

1人

利用者の栄養管理業務となります。主に高齢者約
１００名の栄養ケアマネジメント、パソコンを使
用し献立作成、食材発注業務等を行います。また
調理スタッフ６名と共に調理業務も行っていただ
きます。事前見学可能ですのでご相談下さい。

岩手県下閉伊郡山田町山
田１６－９－１０

社会福祉法人　正
受会　特別養護老
人ホーム平安荘雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

購買及び経理事務

1人

購買業務。林業資材等を組合員、一般客に対する
接客・販売等。経理事務業務。一般事務及び給与
計算等の経理事務を担当。パソコンを使った書類
作成、データ入力。その他、来客・電話対応等付
随する業務、社用車を使った銀行業務等もして頂

岩手県下閉伊郡田野畑村
羅賀２５１－１

田野畑村森林組合

雇用期間の定めなし

パソコン（ワード・エクセ
ル）のできる方

岩手県下閉伊郡田野畑村

総合職

1人

総務業務（労務管理・経理関係・環境整備）、医
療事務業務（受付窓口、レセプト作成、病棟ク
ラーク事務等）、薬剤業務（薬剤師の補助。処方
箋にもとづき薬仕訳、処方箋管理、接客等）、病
棟業務（病棟スタッフの補助。ベットメイキン

岩手県宮古市保久田８－
３７

特定医療法人　弘
慈会　宮古第一病
院雇用期間の定めなし

パソコン操作が出来る方 岩手県宮古市

◎ 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８月３日発行  



普通自動車免許一種 変形（１年単位）
(通勤用) (1) 8時00分～17時30分

150,000円～200,000円

正社員 64歳以下 03030- 3127471
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
小型移動式クレーン (1) 8時00分～17時30分

玉掛技能者 210,000円～230,000円

正社員 64歳以下 03030- 3128771
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
（ＡＴ限定不可) (1) 7時00分～16時00分

雇用期間の定めなし 146,940円～201,450円 (2) 8時00分～17時00分
(3)11時00分～20時00分

正社員 64歳以下 03030- 3129871

(1) 8時30分～17時15分
132,153円～132,153円

正社員以外 不問 03030- 3120271

(1) 8時30分～17時15分
123,816円～172,056円

正社員以外 不問 03030- 3122171
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(通勤用) (1) 8時30分～17時30分
121,200円～121,200円

正社員以外 不問 03030- 3123071
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

265,400円～265,400円

正社員 不問 05010-14616071
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
132,000円～165,000円

正社員以外 不問 03030- 3111871
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

150,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030- 3112271
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可) (1) 8時00分～17時00分

149,500円～230,000円

正社員 不問 03030- 3113971
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可) (1) 8時00分～17時00分

184,000円～230,000円

正社員 不問 03030- 3114171
変形（１年単位）
(1) 7時30分～16時45分

雇用期間の定めなし 129,000円～129,000円

正社員以外 64歳以下 03030- 3116371
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～16時30分
190,000円～190,000円

正社員 59歳以下 03030- 3117671
保育士 変形（１ヶ月単位）

(1) 7時30分～16時00分
153,800円～165,000円 (2) 8時30分～17時00分

(3)10時00分～19時00分
正社員以外 不問 03030- 3119471

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

235,000円～282,000円

正社員 不問 03100- 2013471
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～16時45分
122,008円～122,008円

正社員以外 不問 03030- 3145871
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～16時45分
122,008円～122,008円

正社員以外 不問 03030- 3146271
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(必須) (1) 8時30分～17時30分
160,000円～160,000円

正社員 59歳以下 03030- 3148171
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可) (1) 7時30分～16時30分

200,200円～242,000円

正社員 59歳以下 03030- 3149071
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可) (1) 9時00分～17時00分

119,000円～124,000円 (2) 9時00分～15時00分

正社員 26歳以下 03030- 3150471

(1) 9時30分～18時30分
125,550円～125,550円 (2)10時30分～19時30分

正社員以外 不問 03030- 3151771
2

木材加工（製造）≪急募≫

1人

製造部にて、住宅木材の加工を中心に、製造に関
する業務を担当していただきます。主に壁の枠組
みの製造作業となります。木工機械に手作業で木
材を並べ、機械を使って釘打ちや、カット、梱包
を行います。未経験の方でも一から指導します。

岩手県宮古市実田１丁目
５－１３

株式会社　ヤマウ
チ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ガソリンスタンド販売員
（岩泉ＳＳ）

1人

ガソリンスタンド店において、給油業務、応対
サービス、簡単な自動車整備、配達等の諸業務に
従事していただきます。アルバイト（短時間）の
勤務についても相談に応じます。

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－１４２－１２

株式会社　サカモ
ト

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

配送運転手≪急募≫

1人

小型移動式クレーン（ユニック）４ｔ車を運転
し、住宅用建材の配送を行っていただきます。配
送エリアは岩手県内全体、場合によって宮城県県
北方面があります。宮城県県北方面への配送の際
は、早朝からの勤務で日帰りとなります。帰社の

岩手県宮古市実田１丁目
５－１３

株式会社　ヤマウ
チ

雇用期間の定めなし

小型移動式クレーン操作 岩手県宮古市、他

一般事務補助（臨時職員）
／事務局

1人

大学の事務局における一般事務補助。受付、教
務、研究支援、学生支援、就職支援、企画、総
務、経理等。その他学校行事補助を行っていただ
きます。図書館業務補助に担当替えとなる場合が
あり。

岩手県宮古市河南一丁目
５番１

岩手県立大学　宮
古短期大学部

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

パソコン操作（ワード・エ
クセル・メール等）のでき

る方（必須）

事務補助員（医療クラー
ク）

1人

医師の事務作業補助の業務全般を行っていただき
ます。診断書などの文書作成補助、診療記録への
代行入力、医療の質の向上に資する事務作業等の
業務を行います。各種資料作成などにはパソコン
を使用します。医療秘書の資格、病院勤務経験が

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎１
－１１－２６

岩手県立　宮古病
院

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

パソコン操作（ワード・エ
クセル）
事務経験

事務職

1人

主に介護事務に関わる事務を行っていただきま
す。職員の指示のもと、パソコンを使用しての
データ入力や資料作成、帳票等の整理などを行っ
ていただきます。その他電話対応や来客対応など
もあります。

岩手県下閉伊郡田野畑村
田野畑１２０－１８

社会福祉法人　寿
生会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン操作（ワード・エ
クセル）

岩手県下閉伊郡田野畑村

一般土木

2人

一般土木作業・港湾工事の仕事です。護岸工事
（パラペット等）・ブロック製作（型枠のボルト
締め等）２９年１２月（予定）までは、県外岩手
県（宮古市）にて高速道路工事に従事していただ
きます。それ以降は他の現場（東北６県）での勤

秋田県秋田市金足追分字
海老穴１４０

有限会社　高桑土
木

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

一般事務

1人

フェリーターミナル建設工事現場の当社現場事務
所において、パソコンを使った各種書類の作成、
整理等をしていただきます。その他来客・電話応
対、事務所の清掃業務があります。

岩手県宮古市新町２－１
３

株式会社　村山電
機商会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） パソコン操作（ワード、エ

クセル等）が出来る方
岩手県宮古市

電気工事士「建設」

1人

市内の住宅や店舗、工場など屋内外の電気設備配
線工事に従事していただきます。室内配線や照明
器具の取付、配線工事等になります。現場へは社
用車使用となります。資格がない方は採用後、電
気工事士の資格取得を目指していただきます。

岩手県宮古市新町２－１
３

株式会社　村山電
機商会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

配管作業員（見習い可）
「建設」

1人

市内等の現場にて、個人住宅の配管工事作業に従
事していただきます。水道管やガス管などの管
（鋼管や塩ビ管など）の取付、給排水設備、ガス
設備、空調設備を行います。体力に自信のある
方、応募をお待ちしています。車両系建設機械

岩手県宮古市金浜２－２
－８

株式会社　Ｋ設備

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

クリンクルー（板屋）

2人

請負先施設内において清掃業務に従事していただ
きます。主にフロアモップ掛けなど清掃全般とな
ります。トイレ掃除あり。３人体制での作業にな
り、現場へは原則直行直帰となります。

岩手県宮古市長町１丁目
９－１７

リアス環境管理
株式会社

岩手県宮古市

土木工事作業員「建設」

1人

宮古市内等の工事現場にて、個人住宅の基礎工事
作業が主な仕事になります。経験がない方には指
導いたします。トラック運転の他、資格のある方
には重機を使って整地を行って頂くこともありま
す。型枠工・鉄筋工経験者尚可。

岩手県宮古市金浜２－２
－８

株式会社　Ｋ設備

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

保育士「保育」

2人

園児の保育業務に従事していただきます。主に食
事、排泄、昼寝などの手伝い、行事運営等となり
ます。園児は５７名おりますが、経験年数などに
より配属するクラスを決定します。

岩手県宮古市保久田１－
５

社会福祉法人　三
宝会　宮古保育園

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 岩手県宮古市

運転手（大型）

1人

大型ダンプの運転に従事していただきます。建設
現場から出る残土や採石などを運搬する仕事にな
ります。主に宮古市内の運搬業務となります。経
験のない方でも、社内教育いたします。賃金は経
験等により決定いたします。

岩手県宮古市磯鶏二丁目
４－２３

株式会社　カクヒ
ロ陸運

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

建築・土木作業員「建設」

2人

公共工事、一般工事に係る建築・土木作業を行っ
ていただきます。住宅（新築・リフォーム）、事
務所、工場、店舗等の基礎工事に係る型枠工事、
鉄筋工事、土工工事、コンクリート工事、左官工
事。防潮堤コンクリート打設工事等。

岩手県九戸郡野田村大字
野田１９地割２０番地

広内コンクリート
工業　株式会社

雇用期間の定めなし

経験者 岩手県下閉伊郡岩泉町、他

学校校務員／山田北小学校
（期限付臨時職員）

1人

校舎内外の清掃、環境整備等、施設や設備の管理
と補修、草取り、除雪、ごみの処理、消耗品の交
換と管理、学校諸行事の準備など、校内の雑務を
担当していただきます。月に数回山田町役場まで
書類提出があり、その際自家用車を使用すること

岩手県下閉伊郡山田町八
幡町３－２０

山田町役場

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

学校校務員／大浦小学校
（期限付臨時職員）

1人

校舎内外の清掃、環境整備等、施設や設備の管理
と補修、草取り、除雪、ごみの処理、消耗品の交
換と管理、学校諸行事の準備など、校内の雑務を
担当していただきます。月に数回山田町役場まで
書類提出があり、その際自家用車を使用すること

岩手県下閉伊郡山田町八
幡町３－２０

山田町役場

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

鉄道業務員

2人

駅業務：窓口で乗車券の販売等を通じ地域の顔、
会社の顔となる接客業務です。車掌：繁忙期のイ
ベント列車、増結車両に乗務し観光案内放送等に
おいて直接お客様とかかわる仕事です。運転士：
運転士免許を取得しお客様を安全に目的地まで輸

岩手県宮古市栄町４番地 三陸鉄道　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

動力車操縦(鉄道)·危険物取
扱者(乙種)·電気工事士·消
防士·小型移動式クレーン·

玉掛技能者のいずれか

生コンクリート出荷係

1人

阿部組山田生コンにおいてお客様から注文を受
け、生コン運転手に運行の指示、運行管理に従事
していただきます。他２名の従業員がいますので
初めての方でも丁寧に指導します。経験者は優遇
いたします。

岩手県下閉伊郡山田町織
笠１４－３２

株式会社　阿部組

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

自動車整備≪急募≫

1人

自動車整備、車検、点検、板金等の補助をしても
らいます。整備士の資格をお持ちの方の場合、整
備全般を主体的に行ってもらいます。（資格者の
場合は給料面でプラスします。）

宮古市大通３丁目１－１
３

和山自動車販売株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売（平日勤務）

1人

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。祝日や年末
年始の休日について相談に応じます。

岩手県宮古市長町１丁目
６－２２

株式会社　ヴィクト
リア　ネクサスカン
パニー　タケダス
ポーツ　宮古店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 9時30分～19時30分の
間の6時間以上

岩手県宮古市


