
１,２級建築施工管理技士
あれば尚可 (1)8時00分～17時00分

3人 451,100円～531,100円

正社員 64歳以下 04010-43238121

(1)8時00分～17時00分
3人 362,000円～571,800円

正社員 64歳以下 04010-43247021

(1)8時00分～17時00分
1人 135,000円～155,000円

正社員 40歳以下 03030- 2381021
看護師 変形（1ヶ月単位）
准看護師 (1)8時30分～17時30分

1人 いずれか 181,000円～273,000円

正社員 59歳以下 03030- 2383821
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

1人 155,000円～178,000円 (2)7時00分～16時00分
(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030- 2384221
看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時20分～17時20分
1人 197,100円～257,000円 (2)16時30分～0時30分

(3)0時30分～9時30分

正社員 59歳以下 03030- 2387321
薬剤師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時20分～17時20分
1人 220,000円～277,200円

正社員 59歳以下 03030- 2388621
准看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時20分～17時20分
1人 169,700円～230,500円 (2)16時30分～0時30分

(3)0時30分～9時30分

正社員 59歳以下 03030- 2389921
普通自動車免許一種

理学療法士 (1)8時30分～17時30分
2人 作業療法士 236,635円～294,351円

正社員 64歳以下 未経験者も歓迎します 13040-78415121
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
1人 170,400円～233,800円

正社員 59歳以下 03010-16337821
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時45分

1人 173,600円～208,320円

正社員 59歳以下 03010-16349421
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時45分

2人 173,600円～208,320円

正社員以外 59歳以下 03010-16350921
普通自動車免許一種

(1)9時20分～18時15分
1人 172,400円～208,700円

正社員 40歳以下 03010-16357421
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

車両系建設機械運転技能 (1)8時00分～17時00分
2人 あれば尚可 161,000円～207,000円

正社員 不問 03030- 2370621
変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分

1人 157,100円～169,500円 (2)9時30分～18時30分
(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030- 2373021
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
1人 230,000円～230,000円

正社員 64歳以下 03030- 2375821
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
1人 250,000円～320,000円

正社員 64歳以下 03030- 2376221
車両系建設機械運転技能 変形（1年単位）
砂利採取業務主任者 (1)8時00分～17時00分

1人 採石業務管理者,あれば尚可 230,000円～280,000円
普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 03030- 2377521
1

砂利・砂プラント管理者 砂利・砂生産に関する管理業務　・生産計画の作成
・生産の指示　・人員管理　・品質管理　・備品の
管理　・原料、製品の出入庫に関する管理　・機械
設備の管理　・保守点検に関する支援

岩手県宮古市上鼻２丁目６
番７５号

株式会社　伊藤礦業
所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

居宅管理者 居宅介護事務所において下記の業務に従事していた
だきます。
・利用者様の暮らしをサポート　・プラン作成業務
・各種届出、手続き等の管理者業務　・その他付随
する業務

岩手県宮古市新町２－６ 介護サービス　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護支援専門員
（ケアマネージャー）

パソコン
（ワード・エクセル）
基本操作のできる方

PC操作(Word,Excel)、生産管理業
務の経験（砂利採取業以外も可）

介護支援専門員 居宅介護事務所において下記の業務に従事していた
だきます。
・利用者様の暮らしをサポート　・プラン作成業務
・その他付随する業務

岩手県宮古市新町２－６ 介護サービス　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職／特別養護老人ホー
ム

・施設利用者（特養・短期入所者）への介護サービ
スの提供（食事、入浴、排せつ、レクリエーション
等）・採用後おおむね３ヶ月間は日勤のみの勤務※
現在、特養５０名・短期２０名の施設利用者がお
り、介護職員２４名体制でお世話をしています。

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第４
地割１－２０

社会福祉法人　若竹
会　サンホームみや
こ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

介護支援専門員
（ケアマネージャー）

パソコン
（ワード・エクセル）
基本操作のできる方

土木作業員 当社において土木建設工事の作業全般に従事してい
ただきます。※未経験の方の応募可。※免許・資格
は採用後必要に応じて取得可。費用は会社負担。※
土木施工管理技士の資格がある方尚可。

岩手県下閉伊郡山田町荒川
第８地割５９番地３

株式会社　斉藤

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

営業職（正社員／宮古バイ
パス店）

店舗の販売課に所属し、お客様のカーライフのトー
タルサポートを担当します。
・ＳＵＢＡＲＵ車の販売　・損害保険代理店業務
・アフターサービス（点検・車検の提案、修理等へ
の対応）

岩手県盛岡市上堂３丁目７
－１０

岩手スバル自動車
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ＰＣでの基幹システムへの入
力、エクセル・ワード等使用

業務有

土木作業員／アルバイト
（宮古市）

・道路におけるセンターライン、サイドラインや横
断歩道を引いたり、店舗の駐車場ライン引き作業を
します。・また「止まれ」等の標識、ガードレー
ル、カーブミラー等の交通安全に関わる施設の設置
作業を行います・各作業現場まで車の運転をします

岩手県滝沢市木賊川４０９
－３

協積産業　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木作業員／正社員（宮古
市）

・道路におけるセンターライン、サイドラインや横
断歩道を引いたり、店舗の駐車場ライン引き作業を
します。・また「止まれ」等の標識、ガードレー
ル、カーブミラー等の交通安全に関わる施設の設置
作業を行います・各作業現場まで車の運転をします

岩手県滝沢市木賊川４０９
－３

協積産業　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

経営指導員（岩手県内） 経営指導員　・県内２５商工会の行う経営改善普及
事業等の相談及び指導　・商工会相互間の連絡調整
等　＊岩手県商工会連合会職員として採用し、勤務
先は商工会連合会、県内２５商工会への出向による
転勤あり。

岩手県盛岡市盛岡駅西通１
丁目３－８

岩手県商工会連合会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町、他

理学療法士、作業療法士／
宮古市

訪問看護ステーションからの訪問看護業務（管理者
候補・一般）※訪問看護事業所で高齢者や障がい者
（児）に対する　・リハビリテーション　・多職種
との情報共有　・地域支援事業　・介護予防事業

東京都港区六本木７－１１
－１０

一般財団法人訪問リ
ハビリテーション振
興財団

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

大学卒：２年以上民間企業等の勤
務経験を有する方、短大・専門卒：
３年以上民間企業等の勤務経験を
有する方、それ以外の方：５年以
上民間企業等の勤務経験を有す

る方

准看護師 山口病院または介護老人保健施設における診療の補
助、療養上の世話をしていただきます。・医療器具
のメンテナンスや準備、服薬管理、生活の見守り、
医師　の指示による看護業務全般・状況により洗
濯、雑務等・夜勤では、定時巡回や電話応対、食事

岩手県宮古市山口五丁目３
番２０号

社団医療法人　新和
会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

薬剤師 ・処方箋に基づく調剤業務　・その他、患者さんの
体質やアレルギー歴、服薬状況をふまえた服薬指導
・薬剤管理、薬局受付、服薬内容等のパソコン入力
操作、電話対応等

岩手県宮古市山口五丁目３
番２０号

社団医療法人　新和
会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師 ・山口病院または介護老人保健施設における診療の
補助、療養上の世話　・医療器具の準備、服薬管
理、生活の見守り　・医師の指示による看護業務全
般　・状況により雑務等あり　・夜勤では、定時巡
回や電話応対、食事の配膳等

岩手県宮古市山口五丁目３
番２０号

社団医療法人　新和
会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員 介護老人保健施設ほほえみの里にて、御利用者様に
対する介護サービスの提供・生活支援全般をお願い
いたします。

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第９
地割３９番地２７

医療法人　仁泉会
介護老人保健施設ほ
ほえみの里

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

看護師又は准看護師 当施設利用者への看護業務全般。利用者（定員／入
所者１００名）に対し、・医師の指示による医療処
置、看護、バイタルチェック、服薬管理　それらに
伴う記録や報告書作成　・健康相談　・その他付帯
する業務を行います。

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第９
地割３９番地２７

医療法人　仁泉会
介護老人保健施設ほ
ほえみの里

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

縫製 当工場において下記の業務に従事していただきま
す。毛皮の縫製作業　・裁断　・ミシン　・ネーリ
ング（＊）・型入れ　・まとめミシン　・裏地取付
等　＊ネーリングとは…毛皮を台に伸ばしながら貼
りつける作業

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字合の山１２－２

アイファー株式会社

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（宅地開発工
事など）

〇土木施工管理（宅地開発工事など）〇
主に土木工事（宅地開発造成）の施工管理になりま
す。安全・工程・品質の管理を複数人にて実施しま
す。

宮城県仙台市青葉区一番町
２丁目２－１３　仙建ビル
３階

株式会社クランク
建設技術事業部

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

事業所名
求人番号

建築技術者（コンサルティ
ング業務）経験者

・各官公庁（国交省、農政局、防衛省、市町村）発
注による施工監理業務、並びにネクスコ発注による
高速道路等における施工監理及び点検業務等。

宮城県仙台市青葉区一番町
２丁目２－１３　仙建ビル
３階

株式会社クランク
建設技術事業部

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

ワード、エクセル等基本操作、建設
業界内での施工管理経験やコンサ
ル会社での経験またはそれに類似
する経験をお持ちの方が対象です

ワード、エクセル等基本操作、
建設業界内での施工管理経験
やコンサル会社での経験また
はそれに類似する経験をお持

ちの方が対象です

（7月15日時点の内容です）

７月１１日　から　　７月１５日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は７月２８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

◎ 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。

令和４年７月２１日発行

TEL 0193－63－8609

ハローワーク 宮古

宮古公共職業安定所

フルタイム



普通自動車免許ＡＴ
(1)8時30分～17時30分

1人 158,000円～285,200円

正社員 不問 03030- 2379321
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時45分～18時00分
1人 179,000円～231,000円 (2)10時45分～20時00分

(3)12時00分～21時15分

正社員 35歳以下 15070- 8411121
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時45分～18時00分
1人 179,000円～231,000円 (2)10時45分～20時00分

(3)12時00分～21時15分

正社員 35歳以下 15070- 8415221
中型自動車免許 変形（1年単位）

車両系建設機械運転技能 (1)8時00分～17時00分
1人 あれば尚可 167,250円～200,700円

正社員 59歳以下 建設業で働いた経験 03030- 2355621
変形（1年単位）

1人 185,000円～250,000円

正社員以外 不問 土木作業経験あれば尚可 03030- 2359721
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
２級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

1人 １級土木施工管理技士 180,000円～300,000円 (2)8時00分～16時30分
あれば尚可

正社員 64歳以下 03030- 2360521
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
中型自動車免許 (1)8時00分～17時00分

2人 ８トン限定中型自動車免許 196,917円～231,667円 (2)8時00分～16時30分
あれば尚可

正社員 64歳以下 03030- 2361421
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

車両系建設機械運転技能 (1)8時00分～17時00分
2人 大型自動車免許 196,917円～231,667円 (2)8時00分～16時30分

大型特殊自動車免許
あれば尚可

正社員 64歳以下 重機運転作業、土木作業 03030- 2362321
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

車両系建設機械運転技能 (1)8時00分～17時00分
2人 あれば尚可 196,917円～231,667円 (2)8時00分～16時30分

正社員 64歳以下 舗装作業経験 03030- 2363621
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時00分
1人 141,700円～188,500円 (2)8時30分～12時00分

正社員 64歳以下 03030- 2365121
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時30分
2人 143,934円～143,934円

正社員以外 不問 パソコンの基本操作 03030- 2367721
看護師 交替制あり
助産師 (1)8時30分～17時15分

1人 いずれか 176,100円～250,200円 (2)16時30分～1時15分
(3)0時30分～9時15分

正社員以外 不問 03030- 2369221

(1)8時00分～17時00分
3人 244,000円～322,600円

正社員 64歳以下 04010-42640921
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
大型自動車第二種免許 (1)0時00分～23時59分

1人 大型自動車免許 163,300円～182,500円
あれば尚可

正社員 63歳以下 03010-16183921
介護福祉士 変形（1ヶ月単位）

(1)7時30分～16時30分
2人 155,040円～204,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

正社員以外 64歳以下 03030- 2339621
看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時15分～17時00分
2人 194,100円～260,300円 (2)16時00分～22時00分

(3)21時30分～8時30分

正社員 59歳以下 03030- 2342821
准看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時15分～17時00分
2人 166,700円～239,200円 (2)16時00分～22時00分

(3)21時30分～8時30分

正社員 59歳以下 03030- 2343221
作業療法士

(1)8時30分～17時15分
1人 210,000円～230,000円

作業療法業務経験

正社員 59歳以下 あれば尚可 03030- 2344521
１級土木施工管理技士 変形（1年単位）
２級土木施工管理技士 (1)7時45分～17時00分

1人 いずれか 228,000円～261,000円
普通自動車免許一種

正社員 69歳以下 03030- 2345421
普通自動車免許一種 交替制あり

(1)7時00分～15時45分
1人 144,100円～156,240円 (2)9時45分～18時30分

正社員以外 不問 03030- 2346321

2

世話人 グループホームにおいて、入居者１９名の生活支援
業務を行っていただきます。・知的、精神障がいが
ある入居者への食事作り、通院介助、買い物　支援
等　・上記に付随する業務　・外出の際は社用車を
使用していただきます。

岩手県宮古市田老字西向山
１２１－６

社会福祉法人　翔友
みやこライフステー
ション

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

土木施工管理技士 各種土木工事、施工管理、監督の仕事　・現場の施
工管理全般・申請書類及び現場管理に係る書類作
成・各関係機関への申請手続き・安全管理等　○業
務ではパソコンを使用します。○社用車（マニュア
ル車）を使用します。現場は主に岩泉町内です。

岩手県下閉伊郡岩泉町小本
字中野５２

工藤建設　株式会社

雇用期間の定めなし
パソコン操作（ワード・
エクセル）可能な方

岩手県下閉伊郡岩泉町

作業療法士 入院、通院中（精神障害、認知症）の患者様への作
業療法業務（デイケアを含む）が主な業務になりま
す。患者様の社会生活復帰に必要な訓練、指導・電
子カルテ使用にての報告者作成等。

岩手県宮古市板屋１丁目６
番地３６

医療法人財団　正清
会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

准看護師 当病院に入院されている患者様への看護業務全般を
幅広く担当していただきます。・入院から退院まで
の看護を責任を持って行って頂きます。〈具体的な
患者様へのサポート〉・服薬のお手伝い・ＡＤＬ向
上に向けたサポート

岩手県宮古市板屋１丁目６
番地３６

医療法人財団　正清
会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師 当病院に入院されている患者様への看護業務全般を
幅広く担当していただきます。・入院から退院まで
の看護を責任を持って行って頂きます。〈具体的な
患者様へのサポート〉・服薬のお手伝い・ＡＤＬ向
上に向けたサポート

岩手県宮古市板屋１丁目６
番地３６

医療法人財団　正清
会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護福祉士／日勤 入院患者（１病棟４０名位）の介助支援を行いま
す。・食事、入浴、トイレなどの介助　＊各病棟に
は１０～１５名の介護士がおります。リハビリテー
ション病棟では、他の職種と共働で患者さんの身体
機能障害からの回復を図ります。

岩手県宮古市保久田８番３
７

特定医療法人　弘慈
会　宮古第一病院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

バス運転士（宮古営業所） 乗合バス、貸切バスの運行による旅客輸送（５５人
乗大型）
大型自動車２種免許を取得されている方歓迎しま
す。支度金２０万円を支給します。

岩手県盛岡市厨川１－１７
－１８

岩手県北自動車　株
式会社

雇用期間の定めなし
バスやトラックでの
仕事の経験あれば尚可

又は0時00分～23時59分
の間の7時間程度

岩手県宮古市

建築施工管理補助（経験３
年以内）

〇建築施工管理補助（経験３年以内）〇・民間発注
のマンション、商業施設、病院等の構造物（ＲＣ
造）工場等（Ｓ造）の現場管理補助業務です。・施
主との打合わせ、安全管理、施工図作成・修正業
務、設計、施工業務等の補助を行っていただきます

ワード、エクセル等
基本操作、建設業界内での施

工管理経験やコンサル
会社での経験またはそれに類
似する経験をお持ちの方が対

象です

宮城県仙台市青葉区一番町
２丁目２－１３　仙建ビル
３階

株式会社クランク
建設技術事業部

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

看護師又は助産師１（会計
年度任用職員）

当院内において看護業務又は助産師業務全般を行っ
て頂きます。○２交替制、または３交替制による勤
務となり、夜間勤務が可能な方を募集　・主に入院
病棟での業務　・状況により外来対応あり　・その
他付随する業務

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第１
地割１１番地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

一般事務 一般事務に従事していただきます。
・電話による問い合わせ対応
・パソコンを使用したデータ入力、資料作成
・銀行等外出用務の場合は社用車（セダン）使用
・その他、付随する業務

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第２地割１３－６

近物レックス　株式
会社　宮古営業所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

一般事務及び付随する現場
業務

［一般事務］・清算、請求事務、伝票記票、伝票記
帳、書類作成（ＰＣ操作）、電話来客応対等
［現場業務］・山林調査、測量補助、現場案内立会
い・その他付随する業務　＊移動は公用車使用（軽
自動車）。

岩手県宮古市舘合町３番３
号

宮古地方森林組合

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

舗装作業員 当社請負の工事現場において、舗装工事に従事しま
す。・主に道路工事に係わる舗装作業　・レーキン
及び重機操作　・付随する土木作業　・自宅から直
行直帰となります　○主な現場は岩泉・田野畑地区

岩手県下閉伊郡田野畑村日
蔭５７－４


熊谷建設　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

・一般土木作業に従事　・トラック運転業務（重機
等の回送作業）・有資格者の方は重機（バック
ホー）の運転作業業務　資格がない方は土木作業で
の応募も可、入社後取得をしていただきます。取得
費用は会社負担です。

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第１４地割ー３２

株式会社　阿部組

雇用期間の定めなし

重機等運転手 当社請負の工事現場においてバックホウ等の重機運
転を行います。・主に道路工事に係わる土砂の掘
削、運搬　・工事に伴う土木作業　・自宅から直行
直帰となります　○主な現場は岩泉・田野畑地区

岩手県下閉伊郡田野畑村日
蔭５７－４


熊谷建設　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

土木作業員 当社請負の工事現場において、土木作業全般に従事
します。・主に道路工事に係わる土砂の掘削、資材
運搬などを行います。・免許により軽トラ～４ｔダ
ンプを使用します。・自宅から直行直帰となりま
す。○主な現場は岩泉・田野畑地区

岩手県下閉伊郡田野畑村日
蔭５７－４


熊谷建設　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

現場土木技術員 当社請負の公共工事現場に伴う現場施工管理業務と
なります。業務内容は、経験に応じて決定します。
測量、写真撮影など、その他補助業務付随業務も含
みます。○主な現場は岩泉・田野畑地区

岩手県下閉伊郡田野畑村日
蔭５７－４


熊谷建設　株式会社

雇用期間の定めなし
現場管理、一般的な基本
操作（ワード・エクセル）

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

ゴルフ場コース管理員 ゴルフ場のコースの維持・管理業務を行っていただ
きます。・芝の刈込み　・落葉、枯草等の撤去　・
上記に付随する業務　＊ほとんどの作業は機械等を
使用。土木作業経験ある方歓迎。

岩手県宮古市崎山第４地割
８６－３

株式会社　宮古カン
トリークラブ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は7時00分～17時00分

の間の7時間程度
岩手県宮古市

岩手県宮古市、他

塗装工 主に一般住宅の屋根、外壁塗装や公共施設改修工事
等に従事します。＊高圧洗浄機を使用し屋根、壁等
の洗浄（高所作業）＊窓ガラス養生作業＊刷毛、
ローラーを用いた屋根・外壁塗装＊コーキング打ち
替え、木部塗装、鉄骨塗装など

岩手県下閉伊郡岩泉町尼額
字下坪２６－１０

誠和コーティング
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

販売・店舗運営職（リー
ジョナル社員）

販売からスタートし、将来的には店長や地域マネー
ジャーとして、店舗運営の中堅幹部を目指していた
だく職種です。まずはホームセンターでの接客、販
売、売場づくり、商品管理、店長代行業務などを通
じて知識と技術を習得していただきます。

新潟県新潟市南区清水４５
０１番地１

株式会社　コメリ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

販売・店舗運営職（リー
ジョナル社員）

販売からスタートし、将来的には店長や地域マネー
ジャーとして、店舗運営の中堅幹部を目指していた
だく職種です。まずはホームセンターでの接客、販
売、売場づくり、商品管理、店長代行業務などを通
じて知識と技術を習得していただきます。

新潟県新潟市南区清水４５
０１番地１

株式会社　コメリ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

土木作業・重機オペレー
ター



１級土木施工管理技士 変形（1年単位）
２級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

1人 いずれか 300,000円～430,000円

現場管理の経験

正社員 64歳以下 あれば尚可 03030- 2347621
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
第一種電気工事士 (1)8時00分～17時00分

1人 １級電気工事施工管理技士 180,000円～280,000円
あれば尚可

正社員 不問 業務経験 03030- 2348921

(1)8時30分～17時00分
1人 135,500円～144,500円

正社員以外 不問 03030- 2350821
普通自動車免許一種
２級土木施工管理技士 (1)8時30分～17時15分

1人 あれば尚可 183,800円～230,600円

正社員以外 不問 03030- 2351221
普通自動車免許一種 交替制あり

介護福祉士 (1)8時30分～17時30分
1人 あれば尚可 140,000円～200,000円 (2)8時00分～17時00分

正社員 64歳以下 03030- 2354321
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
準中型自動車免許 (1)7時30分～16時30分

2人 あれば尚可 224,831円～224,831円

正社員 39歳以下 04010-42080521

3

土木施工管理技士 土木工事現場における監督及び現場代理人として、
現場の管理担当をしていただきます。・現場は岩泉
町・田野畑村・宮古市　・現場への移動には、社用
車もしくはマイカーを使用　＊現場管理の経験があ
れば尚可

岩手県下閉伊郡岩泉町門字
中瀬５１番地１４

株式会社　畑中組

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

電気工事士 電気工事および電気工事施工管理業務全般を行って
いただきます。・一般住宅から公共事業の電気工事
現場施工　・工事の見積・積算や、施工管理業務
・その他付随した業務　・現場は、主に宮古市　＊
有資格により、業務の内容が違ってきます。

岩手県宮古市宮町三丁目９
－８

株式会社　小野寺電
機商会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護員／千徳デイサービス
センター

千徳デイサービスセンターの利用者４０名の介護に
関する業務全般となります。・利用者の身の周りの
世話、食事、入浴、排泄、リハビリ等の介助や見守
り等　・食事の準備や後片付け　・レクリエーショ
ン業務　・洗濯、清掃、その他雑務等

岩手県宮古市千徳町５番３
７号

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

会計年度任用職員（技術補
助）

東日本大震災からの復興事業として県が実施する工
事等の管理を行う監督職員の補助業務等
・工事現場の確認、巡回、報告等　・巡回時には運
転あり　・パソコンでのデータ入力や報告書の作成


岩手県宮古市五月町１番２
０号

岩手県沿岸広域振興
局土木部宮古土木セ
ンター

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） ワード、エクセル

土木施工管理の実務経験
岩手県宮古市

介護員（通所） 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、排泄、健康管理、自立支援、レクリエー
ション、送迎等　・現在７名の介護員で担当してい
ます。

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

宅配ドライバー 生協の個人宅配配送（いわて生活協同組合様）
・セットされた食材を生協組合員様宅にお届けの仕
事　・１日６０～７０軒の配送　・車両は１．５ｔ
（ＡＴ車）の小さなトラックです

宮城県仙台市若林区六丁の
目中町２３－３８　フクイ
事務所２階

株式会社　三協運輸
サービス　東北営業
所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市
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