
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
(1)8時55分～17時55分

155,000円～190,000円

正社員以外 30歳以下 03010- 6906701
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
140,000円～280,000円

正社員 不問 03030-  973601
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
140,000円～200,000円

正社員 不問 03030-  974901
変形（1ヶ月単位）
(1)8時15分～17時30分

137,600円～137,600円

正社員以外 不問 03030-  975101
大型自動車免許 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
187,050円～187,050円

正社員以外 不問 03030-  976401
中型自動車免許 変形（1年単位）

小型移動式クレーン (1)8時00分～17時30分
普通自動車免許一種 210,000円～230,000円

玉掛技能者あれば尚可

正社員 64歳以下 03030-  979201
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
180,000円～235,000円

正社員 59歳以下 03030-  980001
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-  829801
１級土木施工管理技士
２級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

いずれか 361,100円～550,400円
普通自動車免許一種

正社員 69歳以下 04010-16630601
１級土木施工管理技士
２級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

いずれか 361,100円～550,400円
普通自動車免許一種

正社員以外 不問 04010-16657901
普通自動車免許ＡＴ

(1)5時30分～8時00分
280,000円～300,000円 (2)16時00分～20時00分

正社員 不問 27080- 8161801
１級土木施工管理技士 変形（1年単位）
普通自動車免許一種 (1)8時00分～17時00分

207,000円～310,000円

正社員 不問 03010- 6793101
中型自動車免許 変形（1年単位）

危険物取扱者（丙種） (1)8時30分～17時30分
液化石油ガス設備士 164,000円～190,000円

あれば尚可
普通自動車免許一種

正社員 35歳以下 03010- 6826701
中型自動車免許 変形（1年単位）

液化石油ガス設備士 (1)8時30分～17時30分
あれば尚可 164,000円～190,000円

普通自動車免許一種

正社員 35歳以下 03010- 6828201
第1,2,3種電気主任技術者

いずれか (1)8時30分～17時20分
普通自動車免許一種 209,200円～285,000円

正社員 64歳以下 03010- 6857901
普通自動車免許一種

(1)8時00分～16時45分
155,000円～155,000円

有期雇用派遣労働者 不問 03010- 6527901
交替制（シフト制）
(1)8時30分～17時30分

162,000円～162,000円 (2)20時00分～5時00分

有期雇用派遣労働者 18歳以上 03010- 6529401

(1)15時00分～21時00分
114,660円～114,660円

正社員 不問 03030-  955001

1

ホール係及び調理補助

1人

蛇の目本店（寿司店）にてホール係を募集しま
す。
○ご来店のお客様の案内、注文受け（端末機使
用）
○料理や飲み物の配膳

岩手県宮古市栄町２－８ 有限会社　蛇の目
本店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

プレスオペレーター（山田
町）

2人

派遣先の事業所において、次の作業を行います。
・原材料のセット
・製品の梱包
・サンプル素材の回収
・その他、上記に付随する業務及び指示された業

岩手県盛岡市向中野３丁
目１８番２０号　２Ｆ
アクエリアスビル

株式会社　エムア
ンドエム　盛岡営
業所雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

肥料製造（宮古市）

2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。
・肥料を製造する業務
・出荷補助、１０～１５ｋｇの肥料の積み上げ業
務

岩手県盛岡市向中野３丁
目１８番２０号　２Ｆ
アクエリアスビル

株式会社　エムア
ンドエム　盛岡営
業所雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

岩手県宮古市

自家用電気工作物の保安業
務（県内９事業所）

2人

自家用電気工作物の保安業務（契約事業場の保守
点検・試験）を行う。
＊自家用電気工作物の工事維持・運用に係る実務
を４年以上経験していること。資格取得前の経験
は１／２に換算（８年）。実務経験の証明取得が

岩手県盛岡市向中野２丁
目１４番２１号

一般財団法人　東
北電気保安協会
岩手事業本部雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

電気主任技術者の資格を有
し４年以上の保安に関する

実務経験があること

営業（宮古支店）

2人

＊ＬＰガスの販売（検針、集金、配送等）
＊灯油の販売（宮古近隣地域、ＭＴ車による）
＊ガス器具等、付帯設備器具の販売
＊配管設備工事
＊顧客先消費設備機器点検調査等の業務がありま

岩手県盛岡市内丸１４－
４

泉金物産　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

設備工事（宮古支店）「建
設」

2人

・ガス器具等、付帯設備器具の取付工事
・配管設備工事、水道設備工事
＊工事対象は一般家庭からアパート・マンショ
ン、ビル等も含みます。　　　　　　　　　　
＊作業習得期間中は資格を有する従業員と同行し

岩手県盛岡市内丸１４－
４

泉金物産　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

現場巡視・安全管理業務
（宮古営業所）

1人

宮古営業所において下記の業務を行っていただき
ます。
＊所長として採用になります。
・沿岸工事現場における現場巡視、安全管理業
務、現場のサポート

岩手県盛岡市上堂４丁目
１１－８

昭栄建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

寮の管理・賄い（津軽石
寮）　（岩手県宮古市）

2人

○管理業務
・入退寮の把握
・簡単な事務処理
○調理業務
・朝夕の食事提供

大阪府堺市堺区出島海岸
通２丁３番２４号

青雲産業　株式会
社

雇用期間の定めなし

調理経験者 岩手県宮古市

土木技術者（コンサルティ
ング業務）

2人

・各官公庁（国交省・農政局・防衛省・県）発注
による土木工事等の施工管理業務・高速道路にお
ける土木現場管理業務です。
・施工業者との打ち合わせ、検査立会い等の補助
業務の他、ＰＣ・ＣＡＤを使用した資料作成及び

宮城県仙台市宮城野区榴
岡３丁目１０－７　サン
ライン第６６ビル２Ｆ

株式会社　クリエ
イトワークス　建
設事業部雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
建設現場での実務経験３年

以上
岩手県宮古市、他

土木技術者（コンサルティ
ング業務）

2人

・各官公庁（国交省・農政局・防衛省・県）発注
による土木工事等の施工管理業務・高速道路にお
ける土木現場管理業務です。
・施工業者との打ち合わせ、検査立会い等の補助
業務の他、ＰＣ・ＣＡＤを使用した資料作成及び

宮城県仙台市宮城野区榴
岡３丁目１０－７　サン
ライン第６６ビル２Ｆ

株式会社　クリエ
イトワークス　建
設事業部雇用期間の定めなし

建設現場での実務経験
３年以上

岩手県宮古市、他

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

溶接工（宮古工場）

1人

弊社工場内での各種プラント機器の溶接作業及び
製缶作業に従事して頂きます。
・鋼材等を取り扱うため力仕事等あり
・業務に慣れて来たら、将来は工場内で製作した
製缶品の据え付け作業等で社用車（有資格により

岩手県宮古市小山田１丁
目７

五菱工業　株式会
社　宮古作業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

配送運転手

2人

住宅用建材の配送業務を行います。
・配送車は４ｔ車（小型移動式クレーン付）
・積込み、荷下ろし作業
・エリアは岩手県内全体、場合によって福島県県
北方面あり

岩手県宮古市実田１丁目
５番１３号

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

生コン車運転手

1人

生コン車の運転をしていただきます。
・現場は宮古市内または山田町内がメイン
・生コン車未経験の方は、研修を予定しており、
経験者が同乗いたします


岩手県宮古市大字津軽石
第１０地割字向川原３５
－３７

岩手三八五流通株
式会社　宮古支店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

大型運転経験 岩手県宮古市

クリンクルー（崎鍬ヶ崎）
１（請）

1人

請負先施設内において、以下の業務を行っていた
だきます。
・掃除機・モップ・ホーキ・タオル等を使って廊
下、階段、各部屋（病室含む）等の掃除、ゴミの
回収を行います

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
月未満）

岩手県宮古市

土木作業員「建設」

3人

各現場において下記の仕事を行います。
・住宅やアパートの基礎工事、足場組立
・工作物等解体工事
・土砂等の掘削、盛り上げ工事等に従事していた
だきます。

岩手県宮古市近内６－３
－６

飯岡興業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木作業員／経験者「建
設」

3人

各現場において下記の仕事を行います。
・住宅やアパートの基礎工事、足場組立
・工作物等解体工事
・土砂等の掘削、盛り上げ工事等に従事していた
だきます。

岩手県宮古市近内６－３
－６

飯岡興業　株式会
社

雇用期間の定めなし

建設業で働いた経験がある
方

岩手県宮古市、他

事業所名
求人番号

一般事務（宮古市）

1人

当社宮古営業所において下記の業務を行っていた
だきます。
・電話応対、来客応対
・パソコン造作（ワード、エクセル）（入金、出
金処理）

岩手県紫波郡矢巾町流通
センター南３丁目１０－
１０

トヨタＬ＆Ｆ岩手
株式会社

雇用期間の定めなし

ＰＣ操作（ワード、エクセ
ル）

岩手県宮古市

     （3月23日時点の内容です）

　　３月１６日　から　３月２３日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　４月２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 

令和２年３月２６日発行  



普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

145,000円～168,000円 (2)9時00分～18時00分
(3)7時00分～16時00分

正社員 64歳以下 03030-  958901

(1)8時30分～17時15分
131,500円～168,900円

正社員以外 不問 03030-  959101
介護福祉士 変形（1ヶ月単位）

(1)7時30分～16時30分
154,000円～210,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

正社員 64歳以下 03030-  961201
社会福祉士
介護福祉士 (1)8時00分～16時45分

精神保健福祉士 143,000円～157,000円
いずれか

普通自動車免許一種
正社員 64歳以下 03030-  962501

普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

150,000円～150,000円

正社員 59歳以下 03030-  963001
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

中型自動車免許あれば尚可 (1)8時00分～17時30分
255,600円～255,600円

正社員 59歳以下 03030-  964301
普通自動車免許一種

(1)9時00分～18時00分
250,000円～350,000円

正社員 59歳以下 03030-  967101
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

足場の組立て等作業主任者 (1)8時00分～17時30分
あれば尚可 191,700円～255,600円

正社員 59歳以下 03030-  968401
変形（1ヶ月単位）
(1)5時45分～14時30分

142,300円～142,300円 (2)7時15分～16時00分
(3)10時15分～19時00分

正社員以外 不問 03030-  969701
普通自動車免許一種
三級自動車整備士 (1)9時00分～18時00分

あれば尚可 160,000円～250,000円

正社員 不問 03030-  972301
管理栄養士 変形（1ヶ月単位）
栄養士 (1)8時30分～17時15分
いずれか 150,187円～207,733円

正社員以外 不問 03030-  947001

(1)8時00分～17時00分
250,000円～250,000円

正社員 不問 03030-  950401
普通自動車免許ＡＴ 交替制（シフト制）

200,000円～240,000円

正社員 不問 03030-  951701
看護師
准看護師 (1)8時00分～17時00分
いずれか 200,000円～250,000円 (2)9時00分～18時00分

普通自動車免許ＡＴ

正社員 59歳以下 03030-  939001
看護師
准看護師 (1)8時30分～17時15分
いずれか 163,100円～192,200円

正社員以外 不問 03030-  941101
普通自動車免許一種 交替制（シフト制）

(1)6時00分～16時00分
195,000円～230,000円

正社員 不問 03030-  942401
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時00分

133,313円～143,438円 (2)9時00分～17時30分
(3)9時30分～18時00分

正社員以外 不問 03030-  943701
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時00分
133,313円～143,438円 (2)9時00分～17時30分

(3)9時30分～18時00分

正社員以外 不問 03030-  944801
交替制（シフト制）
(1)6時15分～15時15分

152,533円～152,533円 (2)6時15分～13時45分
(3)6時15分～12時45分

正社員 不問 03030-  931601
交替制（シフト制）
(1)11時30分～20時30分

152,533円～152,533円 (2)13時00分～20時30分
(3)14時00分～20時30分

正社員 不問 03030-  932901

2

介護職員「介護」

1人

地域密着型特別養護老人ホームと併設ショートス
テイ利用者の介護を担当していただきます。
・入浴、食事、排泄、更衣、口腔ケア、レクリ
エーション、アクティビティー、看取り介護、認
知症ケア、施設内環境　整備、見守り、利用者・

岩手県下閉伊郡田野畑村
奥地１３番地

社会福祉法人　山
栄会　特別養護老
人ホーム　リアス
倶楽部

雇用期間の定めなし

又は7時00分～22時00分の
間の8時間

岩手県下閉伊郡田野畑村

医療技術助手（会計年度任
用職員）

1人

薬剤科において勤務していただきます。
・文書作成補助
・各種資料作成などにはパソコン（ワード・エク
セル）を使用します　　　　　　　　　　　
・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）

パソコン操作（ワード・エ
クセル）操作のできる方 岩手県宮古市

職業指導員兼生活支援員

1人

利用者の方（約２０名）の生活支援、作業支援を
行います。
・リサイクル回収作業、缶、古紙等の仕分け作業
・日常の生活支援
・利用者の送迎（町内でハイエースＡＴ、ＭＴあ

岩手県下閉伊郡山田町山
田第１６地割９番１０

社会福祉法人やま
だ共生会　やまだ
共生作業所雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

介護福祉士「介護」

1人

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

岩手県宮古市保久田８番
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

岩手県宮古市

事務

1人

当社事務所において下記の業務を行っていただき
ます。
・当社のＨＰの文章作成、構成、管理等（ワード
プレス使用）
・電話・来客対応

岩手県宮古市西町１丁目
７－３６

有限会社　東北ペ
イント

雇用期間の定めなし ＰＣ操作(ワード・エクセ
ル)の出来る方、ＰＣによ
る文章作成やＨＰ制作等の

経験あれば尚可 岩手県宮古市

塗装工／宮古

1人

一般住宅の屋根・外壁塗装工事を行っていただき
ます。
・ローラー・刷毛等での塗装作業
・洗浄、養生、コーキング等
＊現場移動には社用車を使用して頂きます。

岩手県宮古市西町１丁目
７－３６

有限会社　東北ペ
イント

雇用期間の定めなし

塗装工の経験 岩手県宮古市

営業／宮古

1人

一般住宅・マンション・アパート等建築物の外
壁・屋根塗装工事の営業を行っていただきます。
・チラシポスティング、契約
・ＰＣ作業（見積作成、ＨＰ等）
＊営業移動には社用車（ＭＴ車）を使用

岩手県宮古市西町１丁目
７－３６

有限会社　東北ペ
イント

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

足場作業員／宮古

2人

当社において下記の作業を行っていただきます。
・当社保有のクサビ足場を使用し、お客様宅の足
場仮払工事を行います。
・主に足場組立、解体の作業
・その他付随する業務

岩手県宮古市西町１丁目
７－３６

有限会社　東北ペ
イント

雇用期間の定めなし

足場の組立・解体の経験
あれば尚可

岩手県宮古市

生活支援員

1人

・障がいを持つ方が行う作業（調理・製菓）の支
援業務
・日報の作成等業務
※調理補助の業務を行っていただく場合もありま
す。

岩手県宮古市山口五丁目
５番１０号

社会福祉法人　若
竹会　ＳＥＬＰわ
かたけ雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
又は8時15分～17時00分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

自動車整備

1人

自動車の整備全般に従事していただきます。
・車検、整備、点検、修理、カスタマイズなど
・洗車や車両の引き取り、納車等

岩手県宮古市根市第２地
割３５－９

ライトニング
サービス工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

管理栄養士・栄養士

1人

施設利用者の栄養管理業務を行います。
・栄養マネジメント業務全般、食形成・食数管
理、献立作成、発注　業務、その他管理栄養士に
付帯する業務など
・パソコンを使用した業務管理

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中家４０

社会福祉法人　恩賜
財団済生会支部岩手
県済生会　特別養護
老人ホーム　百楽苑

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

パソコン入力ができること
（ワード・エクセル）

岩手県下閉伊郡岩泉町

重機オペレーター

1人

重機オペレータ―に従事します。
・重機（バックホウ、タイヤショベル）による掘
削、整地
・ダンプ車に採石積み込み
・ガラパゴス等破砕機に採石の投入

車両系建設機械（整
地・運搬・積込用及び
掘削用）運転技能者

岩手県下閉伊郡岩泉町袰
野字赤鹿２２８番１

日建石材　株式会
社

雇用期間の定めなし

重機操作経験者 岩手県下閉伊郡岩泉町

乳牛飼育作業員

2人

当社において下記の業務を行っていただきます。
・朝、夕の搾乳補助
・搾乳に関連する各種業務（乳房洗浄、器具用具
の洗浄等）
・牛の飼育（牛床や通路等の掃除、乾牧草（飼

岩手県下閉伊郡田野畑村
大芦５２－２

株式会社　田野畑
牧場

雇用期間の定めなし

又は5時00分～21時00分の
間の8時間程度

岩手県下閉伊郡田野畑村

看護職員「看護」／有料老
人ホーム

1人

有料老人ホーム利用者の看護全般に従事、主に下
記の業務を行います。　
・バイタルチェック
・健康管理
・服薬管理

岩手県宮古市刈屋第１２
地割３番地

特定非営利活動法
人　愛福祉会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師「看護」／こども課
（会計年度任用職員）

2人

宮古市内の１０の保育所のいずれかでの勤務とな
ります。
・入所児童の健康管理（各種記録等の管理）
・ケガや感染症への対応、嘱託医・医療機関との
連携

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）

岩手県宮古市

養畜作業員、乳・乳製品製
造、営業・販売事務員

2人

【牛舎スタッフ、製造スタッフ、事務スタッフ】
牛舎スタッフ（搾乳／牛・山の管理）
製造スタッフ（ミルク／乳製品の製造・発送）
事務フタッフ（受注管理・外部対応等）

岩手県下閉伊郡　岩泉町
上有芸２８７

農業生産法人株式
会社企業農業研究
所雇用期間の定めなし

又は7時00分～17時00分の
間の8時間以上

岩手県下閉伊郡岩泉町

販売員／龍泉洞レストハウ
ス

1人

龍泉洞レストハウスにおいて、以下の業務を行っ
ていただきます。
・レジ操作
・商品の品出し
・発注作業

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字府金４８

株式会社　岩泉総
合観光

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

ホールサービス／カフェポ
ンテ

1人

「カフェポンテ」での業務となります。
・フロアにて、オーダーを取り、お客様へ料理等
配膳、レジ操作、片付けなど
・まれに町内の店舗へ食材仕入に行く場合もあり
ます。（社用車又は自家用車空き状況により）

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字府金４８

株式会社　岩泉総
合観光

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

販売員（早番シフト）

1人

販売業務を担当していただきます。
・接客、レジ、商品袋詰め、商品陳列、補充、店
舗内外の清掃等
・販売員は他に３～４名
・商品発注については、業務内容に予定しており

岩手県下閉伊郡山田町船
越６地割４５番地２

ワイショップ　川
村

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

販売員（遅番シフト）

1人

販売業務を担当していただきます。
・接客、レジ、商品袋詰め、商品陳列、補充、店
舗内外の清掃等
・販売員は他に３～４名
・商品発注については、業務内容に予定しており

岩手県下閉伊郡山田町船
越６地割４５番地２

ワイショップ　川
村

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町



普通自動車免許一種 変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

184,800円～277,200円

正社員 74歳以下 03030-  933101
車両系建設機械運転技能者

(1)7時00分～16時30分
432,000円～648,000円

普通自動車免許一種
正社員 64歳以下 重機車両等の修理経験 03030-  934401

社会福祉士 変形（1ヶ月単位）
介護支援専門員 (1)8時45分～17時45分
介護福祉士 134,500円～294,500円
いずれか又は
社会福祉主事

正社員 64歳以下 普通自動車免許ＡＴ 03030-  935701
変形（1年単位）

185,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030-  936801
１級建築施工管理技士 変形（1年単位）
普通自動車免許一種 (1)8時00分～17時00分

256,700円～455,600円

正社員 59歳以下 03100-  812201
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
315,800円～558,140円

正社員 59歳以下 04010-15547201
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
236,240円～433,300円

正社員 59歳以下 04010-15562801

3

土木作業員（見習い可）
「建設」

3人

主に道路の土工、側溝のすえ付け等土木作業全般
に従事。
・現場へは会社より乗合で移動
・未経験者は先輩社員の補助作業から
・土木作業経験、車両系建設機械免許があれば採

岩手県宮古市川井第８地
割７６番地

有限会社　西澤組

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

支援相談員

1人

・ふれんどりー岩泉の入所利用者と家族、行政、
医療機関との連絡調整
・在宅に利用者が復帰できるよう各種支援及び相
談業務
＊対応する入所者は８５名程度

岩手県下閉伊郡岩泉町乙
茂字上９－１２

社団医療法人　緑
川会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

機械修理工及び鍛冶工

1人

当工事現場において下記の業務を行っていただき
ます。
・トンネル工事中の坑内及び坑外にて、重機車両
等他機械類のトラブル等の対応
・保守、点検等

岩手県宮古市川井第１地
割６０－１４

吉田西豊建設株式
会社　川井出張所小型移動式クレーン、

ガス溶接作業主任者あ
れば尚可

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ゴルフ場コース管理員

2人

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

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

雇用期間の定めなし

又は7時00分～16時00分の
間の7時間程度

岩手県宮古市

建築施工管理技士（１級）

1人

◆建築施工管理技士業務全般
・公共土建築工事現場等の施工管理業務になりま
す。
・建築工事の施工管理、積算見積業務
・施工計画を作成し、工程管理、安全管理など工

岩手県久慈市山形町川井
第９地割３２番地２

蒲野建設　株式会
社

雇用期間の定めなし
建築施工管理経験者あれば
尚可、パソコンでの写真管

理経験あれば尚可 岩手県宮古市、他

土木施工管理

1人

各建設現場に伴う土木施工管理業務に従事して頂
きます。
・工事現場の写真管理、品質管理
・協力会社に対し、連絡指示、工程の進捗確認
・経験が豊富な方は施主対応、定例会対応も行っ

宮城県仙台市青葉区本町
２丁目１０－３３　第２
日本オフィスビル７階

株式会社　オンサ
イト

雇用期間の定めなし

施工管理経験１年以上 岩手県宮古市、他

施工管理補助（土木課）

1人

未経験の方でも歓迎致します。
建設現場での現場監督の補佐（土木）に従事して
頂きます。
・デジカメ等を使用した写真の管理・整理
・ＰＣを操作（エクセル・ワード）し、書類の作

宮城県仙台市青葉区本町
２丁目１０－３３　第２
日本オフィスビル７階

株式会社　オンサ
イト

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他


