
(1) 8時30分～17時15分
129,890円～137,740円

正社員 不問 03010-10226191

(1) 8時30分～17時15分
131,460円～152,040円

正社員以外 不問 03030- 1534091

(1) 8時30分～18時00分
140,000円～140,000円 (2) 8時30分～12時00分

正社員 不問 03030- 1537991
土木施工管理技士２級 変形（１年単位）
普通自動車免許ＡＴ (1) 8時00分～17時00分

228,000円～300,000円

正社員 64歳以下 03030- 1538491
介護職員初任者研修

(1) 8時15分～17時15分
140,500円～146,500円

正社員以外 不問 03030- 1539791
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時15分
125,868円～144,432円 (2)13時00分～21時45分

正社員以外 不問 03030- 1543391
大型自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
188,000円～235,000円

正社員 不問 44010-11751091

(1) 8時00分～17時00分
188,000円～305,500円

正社員 不問 44010-11753691

(1)10時00分～19時00分
184,800円～184,800円

有期雇用派遣 不問 03010-10044791
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

土木施工管理技士２級 (1) 8時00分～17時00分
226,000円～293,800円

正社員 不問 03030- 1521791
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

土木施工管理技士１級 (1) 8時00分～17時00分
271,200円～339,000円

正社員 不問 03030- 1522891
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

自動車整備士（３級） (1) 8時30分～17時30分
130,000円～200,000円

正社員 不問 03030- 1523291
看護師又は
准看護師 (1) 8時30分～18時00分

200,000円～260,000円 (2) 8時30分～12時30分

正社員 64歳以下 03030- 1524591
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1) 8時30分～17時15分
157,200円～172,400円 (2) 7時00分～15時45分

(3) 9時45分～18時30分

正社員以外 不問 03030- 1530891
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1) 8時30分～17時15分
157,200円～171,400円 (2) 9時45分～18時30分

正社員以外 不問 03030- 1531291

(1) 8時30分～17時15分
128,330円～148,420円

正社員以外 不問 03030- 1532591
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時15分
131,460円～152,040円

正社員以外 不問 03030- 1533191
中型自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 7時45分～16時45分
286,000円～330,000円

正社員 64歳以下 04010-26669791

1

一般土木作業員［下閥伊郡
山田町］

2人

一般土木
道路でのＵ字溝、ボックスカルバート等の設置作
業等

＊主な現場：岩手県下閉伊郡山田町

宮城県岩沼市下野郷字西
北谷地１７－２

三木建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

土木工事経験者 岩手県下閉伊郡山田町

事務補助（期限付臨時職
員）／宮古保健福祉環境セ

1人

宮古保健福祉環境センターにおいて職員の指示の
もと下記の業務を行います。
・センター内スタッフの事務補助に関すること
・来客者に対する窓口対応
・文書収受、及び発送業務等

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）

ワード・エクセル等のパソ
コン操作ができること

岩手県宮古市

事務補助／県税室（臨時職
員）

1人

宮古地域振興センター県税室の勤務となります。
・パソコンを使用した電算入力事務
・申請書等の受付及び審査事務、整理事務の補助
・来室者の受付補助
・当室への文書の収受事務、発送事務作業、保管

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）

パソコン操作（ワード、エ
クセル）できる方

岩手県宮古市

生活支援員／グループホー
ム（障がい者）「ちふな」

1人

・健康管理、入浴、家事、余暇、通院、相談援助
などの日常
　生活支援
・パソコンを使用しての業務報告など
＊グループホーム利用者（障がい者・約３０名）

岩手県宮古市松山第８地
割１９－１

社会福祉法人　岩
手県社会福祉事業
団　松山荘雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
簡単なパソコン操作（文書

入力程度）
岩手県宮古市

生活指導員／松山荘

1人

・入浴介助、排泄介助、通院介助、作業活動、就
労支援
・健康・趣味活動、奉仕活動などの各種支援
・パソコンを使用しての業務報告など


岩手県宮古市松山第８地
割１９－１

社会福祉法人　岩
手県社会福祉事業
団　松山荘雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
簡単なパソコン操作（文書

入力程度）
岩手県宮古市

看護師又は准看護師「看
護」

1人

外科・内科を主体とした外来業務に従事していた
だきます。
・診察介助、採血、点滴、血圧測定等
・検査・電気治療の介助又は実施
・レントゲン撮影時の介助

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

自動車整備士

1人

整備工場に持ち込まれる自動車についての整備全
般に従事していただきます。
・一般整備、車検整備
・故障個所や部品交換
・車両の引き取りおよび納車、洗車

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中家２０

有限会社　新生自
動車整備工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

土木施工管理／１級「建
設」

1人

復興関連の公共建築工事を請負っています。以下
の業務を行っていただきます。
・施工管理、工程管理、安全管理等
・パソコンを使用し、写真管理・書類作成等
・その他付随する業務

岩手県下閉伊郡山田町織
笠第１６地割３番地３１

株式会社　宇野ビ
ルド

雇用期間の定めなし

施工管理 岩手県下閉伊郡山田町

土木施工管理／２級「建
設」

2人

復興関連の公共建築工事を請負っています。以下
の業務を行っていただきます。
・請負現場の施工管理、現場監督
・状況に応じて現場作業
・その他付随する業務

岩手県下閉伊郡山田町織
笠第１６地割３番地３１

株式会社　宇野ビ
ルド

雇用期間の定めなし

施工管理 岩手県下閉伊郡山田町

販売（宮古市）

1人

派遣先事業所にて下記の業務を行って頂きます。
【通信機器の会社で接客販売業務のお仕事です】
・商品の説明
・契約案内
・商品、在庫管理

岩手県盛岡市盛岡駅西通
２丁目９－１　マリオス
１５Ｆ

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

月未満）

岩手県宮古市

土木作業員

15人

一般土木作業全般
・生コン打設
・重機オペレーター
・枠組み
・大型ダンプの運転

大分県大分市大字松岡５
１６２番地の１

幸大株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

大型ダンプ運転手（大分本
社または岩手支店）

2人

「セイエイ開発　本社（大分市松岡）または岩手
支店（岩手市宮古市藤の川）」にて、大型ダンプ
（１０ｔ）運転手業務

作業現場や災害復旧現場にて、土や砕石の運搬を

大分県大分市大字松岡５
１６２番地の１

セイエイ開発

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

事務補助員／市民交流セン
ター（期限付臨時職員）

1人

市民交流センターに勤務となります
・貸室利用申請受付、貸室利用者対応、館内展示
物の管理
・書類作成、整理、印刷製本、パソコンデータ入
力

岩手県宮古市宮町一丁目
１－３０

宮古市役所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） PC操作ができること

（ワード・エクセル・パ
ワーポイント） 岩手県宮古市

介護員／清寿荘デイサービ
スセンター「介護」

1人

デイサービス利用者おおよそ２５名の方々の日常
介護業務
・食事介助や入浴介助、排泄介助、レクリエー
ション補助な　ど　　　　　　　　　　　
・約８名の介護員で行っております

岩手県宮古市小山田２丁
目９番２０号

社会福祉法人　宮
古市社会福祉協議
会雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

土木現場代理人「建設」

2人

土木技術者として、当社請負現場に係る業務に従
事します。
・公共工事、土木工事の施工計画立案
・作業現場での工程管理


岩手県宮古市田の神一丁
目２－３７

株式会社　佐々木
建設

雇用期間の定めなし

土木現場代理人経験 岩手県宮古市

歯科助手

1人

当院において歯科助手業務に従事します。
・歯科医師の診療補助
・治療器具のセッティング
・使用済み器具の洗浄
・その他関連する業務を行っていただきます。

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根２－１０５－１

留理歯科医院

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

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、事務補助業務を行っ
ていただきます。
・パソコン（ワード・エクセル）を使用しての
データ入力
・各種書類のコピー　　　

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

事業所名
求人番号

医療事務（岩泉町）

1人

請負先の医療機関にて以下の医事業務全般を行い
ます。

【受付窓口と受付周辺のお仕事です】
　◇カルテの出し入れ、カルテの搬送

岩手県盛岡市盛岡駅西通
２－９－１　マリオスビ
ル　１２Ｆ

株式会社　ニチイ
学館　盛岡支店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

     （4月12日時点の内容です）

　　４月８日　から　４月１２日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　４月２５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３１年４月１８日発行  



変形（１年単位）
(1) 8時50分～18時10分

135,708円～135,708円 (2)11時00分～20時20分

正社員以外 59歳以下 01230- 8399691
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時00分

145,000円～145,000円

正社員以外 不問 02020- 6094591
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時15分～17時15分
150,000円～170,000円

正社員 59歳以下 03030- 1508191
電気工事士（第１種） 変形（１年単位）
電気工事士（第２種） (1) 8時00分～17時00分

いずれか 207,900円～231,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03030- 1509091
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

動力車操縦者（鉄道） (1) 8時30分～17時30分
危険物取扱者（乙種） 160,000円～160,000円

いずれか

正社員 59歳以下 03030- 1517091
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 6時30分～15時30分
155,000円～167,000円 (2) 8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

正社員 不問 05020- 1910891

(1) 8時00分～17時00分
240,000円～300,000円

正社員以外 不問 02050- 1077891

(1) 6時30分～15時30分
140,000円～150,000円 (2) 7時00分～16時00分

(3) 8時00分～17時00分

正社員 59歳以下 03030- 1501691
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
162,400円～232,000円

正社員 59歳以下 03030- 1502991
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
140,400円～140,400円 (2) 3時00分～12時00分

正社員以外 18歳以上 03030- 1504791
中型一種（８ｔ限定）
フォークリフト技能者 (1) 8時00分～17時00分

202,560円～202,560円

正社員 59歳以下 03030- 1506291

(1) 8時00分～17時00分
204,000円～216,000円 (2) 8時00分～16時20分

正社員 不問 03030- 1507591
中型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
168,000円～193,200円

有期雇用派遣 不問 04010-25886891
変形（１年単位）
(1) 9時45分～19時00分

170,000円～200,000円

正社員 35歳以下 04010-25904991
交替制あり
(1) 7時00分～16時00分

175,000円～250,700円 (2)12時00分～21時00分
(3)15時00分～ 0時00分

正社員 35歳以下 13040-49454091
交替制あり

145,000円～260,000円

正社員 45歳以下 03010- 9655191
普通自動車免許ＡＴ フレックス

(1)10時00分～17時00分
220,000円～240,000円 (2)14時00分～19時00分

正社員 44歳以下 03010- 9670591
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 9時30分～19時00分
160,000円～184,000円

正社員 59歳以下 03010- 9730491
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～345,000円

正社員 64歳以下 03030- 1482491
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 7時00分～16時00分
128,428円～148,320円 (2) 8時30分～17時30分

(3)16時00分～ 9時00分

正社員以外 不問 03030- 1483791

2

（パ）販売員（岩手県下閉
伊郡）

1人

商品販売、陳列、発注業務、本部への諸届け業務
などを行っていただきます。

＊就業時間（１）・（２）のシフト制勤務
＊勤務時間応相談

北海道札幌市厚別区厚別
中央３条２丁目１－４０
マルシンビル

株式会社　ホー
マックニコット

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

一般事務【宮古市】

1人

・伝票処理（起票、入力）及び電話応対
・来客応対、コンピュータ入力、在庫確認
・営業サポート事務
・郵便物処理
・その他庶務関係　など

青森県八戸市北インター
工業団地４丁目２番７号

東北容器工業株式
会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

事務経験者
パソコン操作（ワード・エ

クセル）ができる方

一般事務兼現地調査員

1人

・地域安全活動
・共済募集事業事務
・経理関係
・パソコンを使用し（ワード、エクセル等）文書
作成や定型　フォームへの入力

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字太田１９番地

一般社団法人　岩
手県交通安全協会
下閉伊郡北支部雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード・エ
クセル）

岩手県下閉伊郡岩泉町

電気工事士「建設」

1人

電気工事に従事していただきます。
・道路照明、防犯照明工事
・一般家庭電気配線工事（ＴＶ、エアコン設置
等）
個人宅や公共工事の仕事を行っております。

岩手県下閉伊郡岩泉町中
里字中里２５－２

武田電設

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

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

介護員
「介護」

2人

＊グループホーム（２ユニット）１８名の入居者
の方々の介
　護業務全般に従事していただきます。

　・食事、入浴、排泄、散歩、活動等の介助

秋田県能代市浅内字中山
９２番地

株式会社　ラ・サ
ルーテ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

型枠大工

2人

◇河川工事現場の型枠業務全般に従事していただ
きます。
　・型枠組立、コンクリート打設、解体作業
　・その他付随する業務


青森県上北郡六ヶ所村大
字倉内字笹崎１０２６－
３

アイナイ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 経験者尚可

　


岩手県宮古市

鮮魚・加工品販売／正社員

1人

宮古市魚菜市場内の店舗において、鮮魚・加工品
の店頭販売を行います。
・商品陳列、品出し
・レジ操作、袋詰め
・店舗内清掃

岩手県宮古市近内２丁目
８－８

有限会社　後藤商
店

雇用期間の定めなし

又は 6時30分～17時00分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

土木作業員「建設」

1人

土木作業全般に従事していただきます。
・一般住宅から公共工事の土木工事を行います。
・小型ダンプなどの運転もあります。
・現場へは、出社後に社用車に乗り合いにて移動
します。

岩手県下閉伊郡山田町飯
岡６－１６－８

上野建設　有限会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

牛乳製造

1人

当公社の牛乳加工場において、牛乳加工等の作業
を担当
・生乳の殺菌、充填
・使用した機器の洗浄
・牛乳、乳製品等の出荷業務

岩手県下閉伊郡田野畑村
尾肝要３９－１

一般社団法人　田
野畑村産業開発公
社雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡田野畑村

運転手

1人

・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
・配送は、田野畑村・岩泉町コース、山田町コー
ス、川井地
　区コース

岩手県宮古市西町一丁目
７－３２

有限会社　東北物
流運輸

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

造林・伐採作業員

1人

造林作業に従事します。
・チェンソーや刈り払機使用し地拵、植付、下刈
作業
・５名で作業
・現場へは会社から乗合で出発または直行直帰と

下閉伊郡山田町豊間根第
２地割５８番地１８

宮古地区国有林材
生産協同組合

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

チェーンソーと刈払機
安全講習の修了者

（派）運搬［宮古市］

1人

大手建機レンタル会社の営業所にて
主なお仕事は、レンタル商品の運搬をしていただ
きます。
また、付帯する場内移動や付帯する軽作業も行っ
ていただきます。

宮城県仙台市青葉区本町
１丁目１２－３０　太陽
生命仙台駅北ビル９階

株式会社　スタッ
フ・アクティオ
東北支店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

ａｕショップスタッフ［宮
古市］

1人

　ａｕショップ店内業務全般

・商品説明
・新規申込、機種変更に関わる手続き
・各種料金プラン案内

宮城県仙台市若林区沖野
２丁目５－５

東北テレメディア
開発　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

接客・販売／全国勤務可能
正社員／マリンコープ宮古

1人

＊モスバーガー店舗での店舗業務

・開店準備、接客、調理、レジ、閉店準備業務な
ど。　　　
・将来的には、店長として経営的な視点に立って

東京都品川区大崎２－１
－１　ＴｈｉｎｋＰａｒ
ｋ Ｔｏｗｅｒ３階

株式会社　モスス
トアカンパニー
（モスバーガー）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

総合職教師（宮古駅前校）

1人

小・中・高校生・既卒生・各種資格試験受験者等
への完全個別指導（家庭教師・完全個別講師）

・教師管理、生徒管理の補助
※指導学年・教科は相談に応じます。

岩手県盛岡市開運橋通５
－６　第五菱和ビル２Ｆ

株式会社　ＫＡＴ
ＥＫＹＯ秋田・岩
手雇用期間の定めなし

又は13時00分～22時00分の
間の6時間程度

岩手県宮古市

総合職営業員（宮古駅前
校）

1人

◇宣伝企画・教室運営全般・家庭教師派遣・教育
相談や進　　路指導等
＊完全マンツーマン指導の小中高生の教育相談。
＊生徒の成績管理、教師の指導方法をアドバイ
ス。　　　　＊公立小中学校、私立高校、大学、

岩手県盛岡市開運橋通５
－６　第五菱和ビル２Ｆ

株式会社　ＫＡＴ
ＥＫＹＯ秋田・岩
手雇用期間の定めなし

又は 9時00分～22時00分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

商品管理及びピット作業
（岩手県内１４店舗のいず

2人

商品管理及びピット作業員として下記の業務を
行っていただきます。
・ピット作業補助
　タイヤ交換、タイヤ洗い、交換後のタイヤの袋
詰め等

岩手県盛岡市津志田町一
丁目５－２１

株式会社　ブリヂ
ストンリテール岩
手雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

電気設備現場作業員、現場
管理

1人

一般住宅、ビル、工場、官庁工事の電気設備工事
全般に従事していただきます。
・電気設備工事設計施工
・電気配線、照明器具設置取付、冷暖房器具設置
取付など

岩手県下閉伊郡山田町織
笠１１－１－４１

有限会社　沼崎電
気

雇用期間の定めなし

建設現場経験者 岩手県下閉伊郡山田町、他

介護職員／（土日祝休日）
「介護」

1人

グループホーム入所者の介護業務全般を行いま
す。
・入所者９名の身の回りの世話、食事、入浴、排
泄、リハビ　リ等の介助や見守りなど
・食事の準備や後片付け、洗濯、清掃、その他雑

岩手県宮古市中里団地４
－１１

グループホーム愛
宕の丘（有限会社
川崎タクシー）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市



普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

172,500円～195,500円

正社員 不問 03030- 1484891
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

車両系基礎工事用運転 (1) 8時00分～17時00分
184,000円～299,000円

正社員 不問 03030- 1485291
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
132,000円～140,000円

正社員 64歳以下 03030- 1487191

(1) 8時30分～17時00分
135,600円～146,900円 (2) 8時30分～12時00分

正社員以外 不問 03030- 1491891
美容師 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～17時45分
150,000円～179,000円

正社員 59歳以上 03030- 1492291
理容師 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～17時45分
173,800円～230,500円

正社員 59歳以下 03030- 1493591
調理師 変形（１ヶ月単位）

(1) 7時00分～16時00分
161,000円～161,000円 (2)10時00分～19時00分

正社員 59歳以下 03030- 1494191
中型自動車免許一種

(1) 8時30分～17時30分
180,000円～180,000円

正社員以外 不問 03030- 1495091

(1) 8時20分～16時50分
128,330円～148,420円

正社員以外 不問 03030- 1499491
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

144,000円～180,000円

正社員 64歳以下 03030- 1500391
土木施工管理技士２級

(1) 8時30分～17時30分
400,000円～550,000円

正社員 59歳以下 04010-25587591
土木施工管理技士２級
普通自動車免許ＡＴ (1) 8時30分～17時15分

300,000円～450,000円

正社員 64歳以下 13010-47172191
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時15分
280,000円～450,000円

正社員 64歳以下 13010-47299991

3

土木普通作業員「建設」

3人

・道路工事、公共工事（復旧、復興関連）土木工
事、一般住宅や公営住宅の基礎工事の現場作業
・取得免許によりトラック２ｔ車や社用車の運転
あり
・初心者の方でも体力に自信がある方を希望

岩手県宮古市田の神一丁
目２－３７

株式会社　佐々木
建設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

重機オペレーター「建設」

3人

・主な工事は道路工事、復旧・復興関連の公共工
事、土木工事、一般住宅や公営住宅の基礎工事
・重機運転等
・現場は宮古市内、山田町、大槌町、釜石市を予
定

岩手県宮古市田の神一丁
目２－３７

株式会社　佐々木
建設

雇用期間の定めなし

車両系建設機械運転 岩手県宮古市、他

経理事務員

1人

・ドライバーの日報管理、売上計算
・出勤簿管理
・伝票整理、請求書等各種書類の作成（ＰＣ操
作）
・郵便物収受、銀行や郵便局への外出用務

岩手県宮古市鍬ケ崎上町
１－２５

マルヨシタクシー
有限会社

雇用期間の定めなし

事務経験 岩手県宮古市

一般事務

1人

総務課または業務課の事務を行っていただきま
す。　　　　
・パソコンを使用した書類作成、伝票整理、電算
入力　　　
・電話・来客対応等

岩手県下閉伊郡田野畑村
島越１０４－２

田野畑村漁業協同
組合

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）操作可能な方

岩手県下閉伊郡田野畑村

美容師

1人

美容クリア末広町店において、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
・施術に必要な材料等の整理

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

美容経験者 岩手県宮古市

理容師

1人

理容髪吉（かみよし）南町店において、理・美容
業務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
・施術に必要な材料等の整理

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

調理員

1人

利用者の食事に関する仕事を行います。
・主に高齢者約１００名分の調理
・下ごしらえ、調理、盛り付け、食器の洗浄
・その他、配膳・下膳など


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

移動店舗担当

1人

ベルフ西町から移動店舗「にこちゃん号」を釜石
市、大槌町地域へ運行し、商品販売を行います。
・商品積込み
・地域までの運行運転
・商品販売

岩手県宮古市田の神２－
２－３０

いわて生活協同組
合　ベルフ西町店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン操作（入力程度） 岩手県宮古市、他

事務補助職員

1人

・保護者から提出された申請書類の整理、保管
・ＰＣ入力通知書作成（ワード）
・集計処理（エクセル）
・職員の指示により文書作成

岩手県宮古市磯鶏三丁目
９番１号

岩手県立宮古水産
高等学校

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン操作ができること
（ワード・エクセル）

岩手県宮古市

販売員（大通）

1人

鮮魚類、加工品の店頭販売業務を行っていただき
ます。
・商品の説明、レジ業務
・袋詰め、品出し、陳列など
・接客業務をメインとした店内業務を担当

岩手県宮古市大通三丁目
６－４５

株式会社　佐々由

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

工事監督支援業務［宮古
市］

2人

国交省等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頂
きます。
現場管理及び現場の立会い打合せ等の業務。


宮城県仙台市青葉区小田
原５丁目２－５６　スタ
ジオサイキビル２階

株式会社　エム
エーシー　仙台支
店雇用期間の定めなし

岩手県宮古市
国交省発注土木工事の施工

管理経験者

現場技術業務／岩手県宮古
市

1人

・国土交通省、地方自治体発注の公共工事（土
木）で、民間
　での土木工事経験を生かして、役所側に立って
現場技術業
　務を担います。

東京都中央区八重洲１－
６－２　八重洲一丁目ビ
ル８階

ジーエヌティー
株式会社

雇用期間の定めなし

土木工事経験者（５年以
上）

岩手県宮古市

現場技術業務（補助）／岩
手県宮古市

1人

・将来、役所側に立って、現場技術業務を担う技
術者として
　自立して頂くための採用です。

・土木施工管理技士の資格を取得し、ＡｕｔｏＣ

東京都中央区八重洲１－
６－２　八重洲一丁目ビ
ル８階

ジーエヌティー
株式会社

雇用期間の定めなし

土木工事経験者（５年以
上）

岩手県宮古市


