
介護福祉士
普通自動車免許ＡＴ (1) 8時00分～17時00分

160,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03030- 3632091
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時15分
156,005円～209,920円

正社員以外 不問 03030- 3634691
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
201,600円～336,000円

正社員 不問 03100- 2769191
１級土木施工管理技士 変形（１年単位）

又は (1) 8時00分～17時00分
２級土木施工管理技士 250,000円～420,000円
普通自動車免許一種

正社員 不問 03100- 2771991
1,2級土木施工管理技士
普通自動車免許ＡＴ (1) 8時30分～17時30分

300,000円～400,000円
雇用期間の定めなし

正社員 不問 27010-69474491
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
242,550円～242,550円

正社員 64歳以下 03030- 3620891

(1) 8時15分～16時45分
131,460円～152,040円

正社員以外 不問 03030- 3622591
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時30分
169,500円～180,400円

正社員 64歳以下 03030- 3624091
介護職員初任者研修
普通自動車免許ＡＴ (1) 8時00分～17時00分

150,000円～150,000円

正社員 64歳以下 03030- 3625391
介護福祉士

普通自動車免許ＡＴ (1) 8時30分～17時00分
173,000円～173,000円

正社員以外 不問 03030- 3628491
普通自動車免許ＡＴ

(1)15時00分～23時00分
134,400円～142,800円 (2)16時00分～22時00分

正社員 18歳以上 03030- 3629791
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

又は (1) 8時00分～17時00分
原動機付自転車免許 189,000円～217,000円

あれば尚可

正社員以外 65歳以上 04020- 8469891
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

又は (1) 8時00分～17時00分
原動機付自転車免許 200,500円～329,700円

あれば尚可

正社員 18歳～64歳 04020- 8470191
普通自動車免許ＡＴ

(1)10時00分～19時00分
138,240円～138,240円

正社員以外 不問 03030- 3612891

150,000円～200,000円

正社員以外 18歳以上 03030- 3613291
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分
160,360円～168,800円

正社員以外 不問 03030- 3588991
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時15分～17時00分

139,200円～139,200円 (2)11時00分～19時45分

正社員以外 不問 03030- 3589491
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1) 8時30分～17時30分
136,512円～164,160円 (2)11時00分～20時00分

(3) 6時30分～15時30分

正社員以外 不問 03030- 3590291

1

介護員／さくらつつみ「介
護」

1人

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
※６０歳以上の方の応募、歓迎します。

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

     （10月11日時点の内容です）

　　１０月７日　から　１０月１１日　までに受理した求人です。　　　 ＜次回発行日は　１０月２４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

生活相談員

1人

デイサービス利用者の生活相談業務と介護業務に
従事していただきます。
・利用者の相談、家族、関係機関との相談
・食事、入浴、排泄介助、レクリエーション等の
介助

岩手県宮古市松山第８地
割７１番５

株式会社　福寿草

雇用期間の定めなし

介護福祉士又は生活相談員
としての経験

岩手県宮古市

技能補助（公用車運転手）
兼　県有施設調査員

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。

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

一般作業員（土木・解体）
　　　　　　　「建設」

3人

◆土木工事・解体作業工事における作業全般
【主な仕事内容】
・一般的な土木作業、解体作業
　（有資格の方には、重機等の操作あり）
・資材運搬、片づけ、清掃等

岩手県九戸郡野田村大字
野田第２７地割１６０－
１

株式会社　さくら
綜合企画

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木技術者（建設コンサ
ル）「盛岡市、宮古市、陸
前高田市」 3人

国土交通省、各自治体及びＮＥＸＣＯ発注の支援
業務
（監督支援・資料作成・積算・ＣＭ）に従事し、
下記の業務を執り行います。
・工事の施工管理全般（施工・品質・出来形・工

大阪市中央区谷町２－３
－２　森居幸ビル９Ｆ

株式会社　ファイ
ンテクノ

発注者支援業務等の実務経
験

土木施工管理業務の実務経
験 岩手県宮古市、他

土木施工管理技士
　　　　　　　「建設」

2人

◆測量及び施工管理業務
【主な仕事内容】
・国道工事、護岸工事、砂防工事に係る施工管
理、工程管理安全管理
・発注者との打ち合わせ、日程調整等

岩手県九戸郡野田村大字
野田第２７地割１６０－
１

株式会社　さくら
綜合企画

雇用期間の定めなし

経験あれば尚可 岩手県宮古市、他

土木作業員および重機オペ
レーター「建設」

2人

各工事現場において土木作業に従事します。
・道路工事や解体工事の現場が多く、主に山田町
内・宮古市内の現場となります。
・資格のある方は主に重機を使った作業となりま
すが、現場の状況により人力での現場作業も行い

岩手県下閉伊郡山田町長
崎２－５－１８

有限会社　藤沢組

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

学校事務補助

1人

特別支援学校の事務室において下記の業務に従事
していただきます。
・窓口対応（来客対応）
・電話取り次ぎ
・学校事務全般（職員の給与、旅費支給事務、人

岩手県宮古市大字崎山第
５地割８８番地

岩手県立宮古恵風
支援学校

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

一般事務／正社員

1人

当社において下記の業務を行っていただきます。
・一般事務
・請求書、その他資料等作成
・来客、電話応対
・外出用務（銀行・役場・宮古市内）

岩手県下閉伊郡岩泉町浅
内字下栗畑６８－１１

株式会社　岩泉き
のこ産業

雇用期間の定めなし

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作できる方

岩手県下閉伊郡岩泉町

介護職員「介護」

1人

小規模デイサービス利用者の介護を行っていただ
きます。
・主に食事・入浴介助、レクリエーション活動等
をおこないます。
・送迎業務（主に宮古市内の送迎となり、軽自動

岩手県宮古市田鎖３－８ 株式会社　みやこ
ケアセンターみや
こ雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

サービス提供責任者　「介
護」

1人

「訪問介護」サービス提供責任者として従事して
いただきます。
・訪問介護計画の作成
・シフト調整・作成
・利用者宅を訪問し食事・入浴・排泄などの介助

岩手県宮古市千徳町５－
３７

株式会社ＪＡ　ラ
イフサポート宮古
介護センター雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

厨房、ホール係

2人

当店舗において下記の業務を行っていただきま
す。
・ホールでのお客様からのオーダー取り
・ホールでの料理等の提供
・厨房での簡単な調理

岩手県下閉伊郡山田町大
沢１－４１－１０

宅石　美穂子

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

（臨）綜合警備業務【岩手
県宮古市】（６５歳以上）

13人

交通誘導、駐車場警備、列車見張り等の仕事で
す。
＊安全誘導業務です。
＊研修を７日間、本社（石巻市）にておこないま
す。

宮城県石巻市双葉町１番
１９号

ＡＳＰ　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

綜合警備業務【岩手県宮古
市】

13人

交通誘導、駐車場警備、列車見張り等の仕事で
す。
＊安全誘導業務です。
＊研修を７日間、本社（石巻市）にておこないま
す。

宮城県石巻市双葉町１番
１９号

ＡＳＰ　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

一般・経理事務

1人

当ＮＰＯ法人において、下記の業務を行っていた
だきます。
・キャンプ場、宿泊者等利用者の人数集計
・診療所給食数集計データ入力、報告書作成
・検便検査依頼

岩手県宮古市鈴久名４－
５－４

特定非営利活動法
人かわい元気社

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード・エ
クセル）

岩手県宮古市

販売員

2人

コンビニエンスストアのスタッフ
○レジでのお会計・接客
○商品の品出し・陳列・検品・補充
○揚げ物等の簡単な調理・販売
○店舗内外の清掃・ゴミの片付け

岩手県宮古市田老３丁目
３番１０号

ファミリーマート
宮古田老三丁目店

雇用期間の定めなし

又は22時00分～ 8時00分の
間の8時間

岩手県宮古市

業務員

1人

当社構内において下記の業務を行っていただきま
す。
・商品の仕分け作業
・ドライバーの荷扱いフォロー
・在庫チェック

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根２－１３－６

近物レックス　株
式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

看護助手「看護」

2人

当病院において、下記の業務を行っていただきま
す。
・看護職員の指導のもと、病棟の環境整備
・入院患者さんの日常生活に関わる補助業務
・寝具交換、入浴介助、食事介助、着替え介助等

岩手県宮古市板屋一丁目
６－３６

医療法人財団　正
清会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

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 

令和元年１０月１７日発行  



(1) 8時00分～17時00分
138,240円～138,240円

正社員以外 不問 03030- 3591591
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
161,700円～300,300円

正社員 不問 03030- 3592191
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
161,700円～300,300円

正社員 不問 03030- 3593091
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
167,600円～280,000円

正社員 64歳以下 03030- 3594391
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
200,000円～270,000円

正社員 64歳以下 03030- 3595691
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
146,000円～210,000円

正社員 44歳以下 03030- 3596991
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

トリマー (1) 9時00分～17時45分
136,000円～150,000円

正社員 59歳以下 03030- 3598791
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

146,000円～220,000円

正社員 64歳以下 03030- 3600991
交替制あり
(1) 8時30分～17時30分

129,560円～164,000円 (2)20時30分～ 5時30分

正社員 18歳～59歳 03030- 3602791
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時15分
123,181円～142,683円

正社員以外 不問 03030- 3607091
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

介護支援専門員 (1) 7時00分～16時00分
185,680円～185,680円 (2) 9時00分～18時00分

(3)10時30分～19時30分

正社員以外 不問 03030- 3609691
２級土木施工管理技士 変形（１年単位）
１級土木施工管理技士 (1) 8時00分～17時00分
普通自動車免許一種 256,700円～410,200円

正社員 59歳以下 03100- 2725591
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
158,900円～181,600円

正社員以外 不問 03100- 2729691
大型自動車免許 変形（１ヶ月単位）

215,000円～250,000円

正社員 59歳以下 04010-67234091
変形（１ヶ月単位）

215,000円～250,000円

正社員 59歳以下 04010-67236691
大型自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
250,000円～350,000円

正社員 不問 02030-11348691
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
214,000円～229,000円

正社員 64歳以下 03010-24157491
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 9時00分～17時30分
177,000円～222,000円

正社員 59歳以下 03010-24174791
2級ジーゼル自動車整備 変形（１年単位）
普通自動車免許一種 (1) 9時00分～17時30分

159,000円～204,000円

正社員 59歳以下 03010-24175891
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
土木施工管理技士 (1) 8時00分～17時00分

323,400円～323,400円

正社員 不問 03030- 3570691

2

土木施工管理技士／１「建
設」

1人

大手、民営建設現場にて、土木施工管理を行って
いただきます。
・現場に常駐していただき、品質・工程・施行・
原価管理等
・経験の無い方は世話役として経験を積んでいた

岩手県宮古市根市第６地
割７番地１

有限会社　伊藤総
業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

自動車整備士（自動車電
機）

2人

トラックやバスの一般整備及び車検整備業務を行
います。
・三菱自動車のトラック、バス等の整備業務とな
ります。
・車検業務もあります。

岩手県滝沢市大釜中道３
８－２

岩手三菱ふそう自
動車販売　株式会
社雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

営業

2人

当社において、大型・中型・小型トラック及びバ
スの新車販売等の営業業務を行っていただきま
す。
・見積り作成からお客様との商談、受注、販売、
納車、アフターセールス等の活動

岩手県滝沢市大釜中道３
８－２

岩手三菱ふそう自
動車販売　株式会
社雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

フューネラルディレクター
（宮古典礼会館）

2人

典礼会館にてお迎えから内容のお打合せまで、心
に寄り添うご提案を行なって頂きます。具体的に
は、ご連絡の受付、儀式内容のご提案、通夜・葬
儀の運営、アフターフォロー等になります。故人
様・ご遺族様についてのヒアリングを行ない、故

岩手県盛岡市津志田南３
丁目１４番６５号【求人
票郵送先指定あり】

株式会社　サン
ファミリー　（愛
グループ）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

大型ダンプ運転手

2人

○建設現場において、砕石、残土、廃材合材等を
１０ｔダンプで積込、運搬して頂きます。

※主として岩手県宮古市を拠点に沿岸地域での仕
事です。

青森県弘前市大字真土字
前田１５２ー５

株式会社　光カッ
ター

雇用期間の定めなし

大型ダンプの運転経験者 岩手県宮古市、他

品質管理

1人

新規事業となる土砂再生プラントに関わる仕事に
なります。

生産した資材などの規格や基準をクリアしている
製品なのか、確認する業務となります。

宮城県仙台市青葉区本町
１丁目１３－２２　仙台
松村ビル７Ｆ

フコク資材　株式
会社

雇用期間の定めなし

又は13時00分～21時00分の
間の7時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

構内ダンプ・重機オペレー
ター

2人

新規事業となる土砂再生プラントに関わる仕事に
なります。

構内における大型ダンプ、ホイールローダーやパ
ワーショベルでの運搬業務をお任せします。

宮城県仙台市青葉区本町
１丁目１３－２２　仙台
松村ビル７Ｆ

フコク資材　株式
会社

雇用期間の定めなし

又は13時00分～21時00分の
間の7時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

重機オペレーターの経験が
ある方、大型ダンプの運転

経験がある方

土木作業員　
　　　　　　　「建設」

5人

◆土木工事現場における土木作業全般
　＊現場作業（作業手元）
　＊資材の準備、運搬等
　＊片づけ、作業支持者によるその他の付随する
作業

岩手県久慈市山形町川井
９－３２－２

蒲野建設　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

土木施工管理技士（１級）

1人

◆土木施工管理技士業務全般

　・公共土木工事現場等の施工管理業務になりま
す。
　・土木工事の施工管理、積算見積業務

岩手県久慈市山形町川井
９－３２－２

蒲野建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

介護支援専門員「介護」

1人

施設入所者数１８名（認知症の方）を対象とした
入所者のケアマネジメント業務を行います。
・介護計画の作成
・利用者対応、家族との連絡調整


岩手県下閉伊郡田野畑村
机２９９

中城興産株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡田野畑村

一般事務／いわいずみこど
も園

1人

こども園にて一般事務に従事していただきます。
・伝票処理パソコン（ワード・エクセル）を使用
・文書作成・印刷・フォームへの入力
・こども園への巡回
・電話、来客対応

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字惣畑５９－５

岩泉町役場

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

パソコン操作（ワード・エ
クセル）を使って文書作

成・印刷・フォームへの入
力ができること

プラスチック成形機オペ
レーター

1人

プラスチック成形機のオペレーター業務を行いま
す。
○成形機への金型の取付、成形条件設定・操作及
び材料供給
○製品の出来栄え確認

岩手県宮古市板屋３－１
１－１５

株式会社　エム・
アイ・エス東北工
場雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

機械加工オペレーター

1人

機械加工オペレーターに従事していただきます。
・ＮＣ旋盤、又はマシニングセンターで材料（金
属）を図面通りに加工する仕事



岩手県宮古市津軽石１６
－９－１

株式会社　コアク
ラフト

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

トリマー

1人

ペットショップ店でトリマー業務全般に従事して
いただきます。
・トリミング
・接客・電話応対
・ホテル利用ペットのお世話

岩手県宮古市上鼻二丁目
５－５

株式会社　ＤＯＧ
１ハートフル

雇用期間の定めなし

トリマー業務の経験ある方 岩手県宮古市

電気工事作業員＜見習い＞
（宮古）「建設」

1人

主に一般住宅やアパート等において、宅内配線、
配管等の工事やエアコンの取付け工事等を行う仕
事です。技術者と一緒に作業をしながら仕事を覚
えていただきます。


岩手県宮古市田の神二丁
目３－１

株式会社　旭電気
工業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業（販売）、買付

1人

○営業（販売）
　工場にて製造された鮮魚、冷凍加工商品を中央
市場や商社等に販売する業務
○買付
　三陸各市場（主に田老、宮古魚市場）より買

岩手県宮古市小山田４丁
目７－２０

株式会社　翔洋
宮古冷凍倉庫

雇用期間の定めなし

パソコン操作（エクセル）
が出来る方

岩手県宮古市

電工技術者（宮古）「建
設」

1人

主に一般住宅やアパート等の建築物での電気設備
の設計、配線、管理に従事していただきます。
＊電気工事士１種・２種をお持ちの方尚可。
＊現場経験豊富な方およびＣＡＤ操作が出来る方
優遇。

岩手県宮古市田の神二丁
目３－１

株式会社　旭電気
工業

雇用期間の定めなし

電気工事の経験 岩手県宮古市

土木作業員「建設」

3人

一般土木作業全般に従事していただきます。
＊現場は主に宮古市近郊
　・事業所所在地に集合し、現場までは社用車
（主にワゴン車）で乗り合いで行きます。


岩手県宮古市磯鶏３丁目
７番３４

株式会社　金子技
建

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

型枠大工「建設」

3人

型枠大工として以下の業務を行っていただきま
す。
・型枠の加工
・組立
・取付工事等

岩手県宮古市磯鶏３丁目
７番３４

株式会社　金子技
建

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理

1人

里の駅おぐにでの業務
・フードコートでの調理
・おにぎりやお菓子を作ったり、手打そばやラー
メンの麺をゆでる、薬味の準備などを行います。
・フードコートや産直コーナーでの物産の販売を

岩手県宮古市小国第１１
地割４番地

特定非営割活動法
人小国振興舎

雇用期間の定めなし

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

200,000円～300,000円

正社員 不問 03030- 3571991
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
221,760円～221,760円

正社員以外 不問 03030- 3572491

(1) 9時30分～18時30分
136,400円～136,400円 (2)10時30分～19時30分

正社員以外 不問 03030- 3575291
理容師 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～17時45分
167,300円～214,100円

正社員 59歳以下 03030- 3576591
普通自動車免許ＡＴ
２級ボイラー技士 (1) 6時50分～15時20分

183,120円～183,120円

正社員以外 不問 03030- 3577191
変形（１年単位）
(1) 7時00分～16時00分

140,000円～240,000円 (2) 8時30分～17時30分
(3)13時00分～21時00分

正社員 59歳以下 03030- 3578091
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
171,750円～206,100円

正社員 不問 03030- 3580791
変形（１年単位）
(1) 5時00分～20時00分

162,000円～162,000円

正社員以外 不問 04030- 5206291

3

調理（住み込み）〔岩手県
宮古市〕

1人

◇作業員宿舎にて調理業務に従事していただきま
す。

　４０名程度の３食の用意と付随する業務
＊寮費は無料ですが、食事代のみ自己負担となり

宮城県多賀城市笠神４丁
目３－３７

有限会社　三山食
品

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

型枠大工（見習い可）「建
設」

3人

型枠工事、擁壁工事等に従事します。
・建設工事現場での型枠組ばらしの施工
・加工場における資材の加工
・パネル製作などを行っていただきます。
○見習の方も歓迎します。

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、他

フロント業務

1人

フロント業務全般
・宿泊等の入館手続き、お客様案内、料金精算、
電話対応、顧客データ入力
・売店、喫茶の対応など
・その他付随する業務

岩手県下閉伊郡田野畑村
羅賀６０－１

株式会社　陸中た
のはた

雇用期間の定めなし

基本的なパソコン操作 岩手県下閉伊郡田野畑村

ボイラー技士兼学校技術員

1人

ボイラー技士
・校舎のボイラー操作
学校技術員
・校舎内外の簡易な修繕、環境整備、除雪作業
・職員住宅や艇庫の修繕

岩手県下閉伊郡山田町織
笠８－６－２

岩手県立山田高等
学校

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

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

販売（シフト勤務）

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。
・商品陳列、商品補充、品出し、伝票入力、清掃

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

総務事務／１

1人

総務事務　　　　
・パソコンを使用しての請求書などの各種書類作
成
・社会保険や雇用保険など各種事務手続き
・建設退職金共済組合に関する事務手続き

岩手県宮古市根市第６地
割７番地１

有限会社　伊藤総
業

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）

岩手県宮古市

土木施工管理技士／２「建
設」

1人

大手、民営建設現場にて、土木施工管理を行って
いただきます。
・現場に常駐していただき、品質・工程・施行・
原価管理等
・経験の無い方は世話役として経験を積んでいた

岩手県宮古市根市第６地
割７番地１

有限会社　伊藤総
業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市


