
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
各種整備資格あれば尚可 (1)8時00分～17時00分

1人 144,500円～300,000円

正社員 64歳以下 03030- 1644211
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)7時30分～16時30分
1人 180,000円～250,000円

正社員 不問 03030- 1647011
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

各種整備資格あれば尚可 (1)8時00分～17時00分
1人 144,500円～300,000円

整備経験のある方

正社員 64歳以下 あれば尚可 03030- 1649611
大型自動車免許 変形（1年単位）

車両系建設機械運転技能者 (1)8時00分～17時00分
1人 小型移動式クレーン 144,500円～300,000円

玉掛け等の資格
あれば尚可

正社員 64歳以下 03030- 1651211
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

介護職員初任者研修修了者 (1)8時30分～17時30分
1人 介護福祉士 142,000円～152,000円 (2)9時30分～18時30分

あれば尚可 (3)17時00分～9時00分

正社員 64歳以下 03030- 1654011
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 144,500円～300,000円

正社員 64歳以下 営業経験あれば尚可 03030- 1655311
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
危険物取扱者（丙種） (1)8時00分～17時00分

1人 危険物丙種以上 150,150円～173,250円

正社員 40歳以下 03030- 1636211
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時50分

1人 137,500円～137,500円

正社員 59歳以下 03030- 1637511
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

2人 138,132円～138,132円

正社員以外 64歳以下 03030- 1638411
変形（1年単位）

1人 155,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030- 1640911
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～16時30分
1人 151,800円～209,000円

正社員 64歳以下 03030- 1623611
普通自動車免許一種

(1)7時30分～17時00分
1人 161,700円～161,700円

正社員 40歳以下 03030- 1626711
介護福祉士 変形（1ヶ月単位）
あれば尚可 (1)8時15分～17時15分

1人 142,000円～182,000円 (2)7時00分～16時00分
(3)10時00分～19時00分

正社員 59歳以下 03030- 1629511
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)9時00分～18時00分
1人 174,660円～240,690円

正社員 59歳以下 営業経験あれば尚可 03030- 1631611
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～17時30分
1人 191,700円～255,600円

足場の組立・解体の経験

正社員 59歳以下 あれば尚可 03030- 1633111
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

車両系建設機械運転技能者 (1)8時00分～17時00分
1人 あれば尚可 150,000円～230,000円

正社員 不問 土木作業経験者あれば尚可 03100- 1271811
１級土木施工管理技士 変形（1ヶ月単位）
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 200,000円～280,000円
普通自動車免許一種

正社員 不問 03100- 1272211
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 141,050円～217,000円

正社員 不問 03100- 1264511
1

事業所名
求人番号

整備業務：機材センター レンタル用建設機械及び車両等の点検整備を行いま
す。
○バックホー、ダンプ、ユニック車、発電機等々、
多様な職種の建設機械・車両の点検業務や、それに
伴う整備

岩手県宮古市板屋１丁目２
－７

株式会社　イブキ産
業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

（5月24日時点の内容です）

５月１７日　から　　５月２４日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は６月３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

整備経験のある方
あれば尚可

商品管理及び運搬の補助作
業

商品の整理・管理及び運搬の補助作業を行います。
○海産物の選別・管理及び大船渡～久慈の各浜より
海産物を２ｔトラックにて田老工場への運搬作業

岩手県宮古市田老字西向山
１６－１

株式会社　神野商店
田老工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

５トン限定
準中型自動車免許

上記以上／準中型免許は
Ｈ２９．３．１２以降

免許取得の方

運転手：岩泉 レンタル用建設機械器具の配達に従事していただき
ます。　　　　
・８ｔ平ボデータイプのトラックの運転
・有資格者の方は建設重機、小型移動式クレーン
（ユニック）の操作があり

岩手県宮古市板屋１丁目２
－７

株式会社　イブキ産
業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

整備業務：岩泉 レンタル用建設機械及び車両等の点検整備を行いま
す。
○バックホー、ダンプ、ユニック車、発電機等々、
多様な職種の建設機械・車両の点検業務や、それに
伴う整備

岩手県宮古市板屋１丁目２
－７

株式会社　イブキ産
業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

営業 建設機械の販売、レンタルの営業（主に得意先）に
従事していただきます。
・レンタル機械の配達回収・移動には社用車を使用
○初めての方でも指導いたしますのでご応募下さ
い。

岩手県宮古市板屋１丁目２
－７

株式会社　イブキ産
業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

介護員または介護補助員 「グループホームひなた」において、介護業務全般
に従事していただきます。
・食事・入浴・排泄の支援
・見守り、介助、レクリエーション
・病院受診時の同行等

岩手県宮古市津軽石第１３
地割２０８番地１６０

株式会社　風和璃

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

外観検査・仕上げ（三陸工
場）

当社三陸工場において、下記の業務を行っていただ
きます。
・工業製品に使用されるゴムパッキンの汚れ、形状
等の外観を検査する業務　・目視でパッキンの選別
を行い、カッターやハサミでバリを取り、仕上げる

岩手県下閉伊郡山田町大沢
第４地割２０－１４０

ツインスターテクノ
ロジー株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町
定形フォーマットへの

数字入力

燃料配達員 営業二課に配属され、灯油・軽油の燃料配達業務に
従事して頂きます。
・市内の個人宅、契約事業所等の注文に合わせた配
達
・その他付随する業務

岩手県宮古市茂市第９地割
３－６

株式会社　角登商店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

レジ正社員（沿岸エリア） レジ正社員として、下記の業務に従事していただき
ます。
（１）レジ精算業務
（２）サービスカウンター業務
（３）レジ周りの消耗品補充やかご整理

岩手県下閉伊郡山田町山田
５－４１－１

株式会社　キクコウ
ストア　山田イン
ター店

雇用期間の定めなし
又は8時00分～22時15分
の間の8時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

水産加工員 ・魚類の加工食品
・スケソウダラ、サバ等の前浜魚の処理作業
・イカの冷凍食品加工　・秋サケの加工
・選別ラインに沿った製造　・梱包作業
未経験の方でも丁寧に指導します。

岩手県宮古市日立浜町８番
２３号

株式会社　おがよし

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

現場作業員 墓石建立工事をはじめ、墓石工事に関する様々な工
事を行います。
・土砂の掘削、ブロック積み、よう壁工事、テラセ
ル積
・墓石の設置

岩手県宮古市山口三丁目１
０－１９

株式会社　伊藤石材

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

簡単なタブレット入力
（既存様式への入力）

森林林業の現場業務 森林林業の現場業務を担当していただきます。
・森林の造成、保育、間伐、立木伐採
・林業機械の運転操作等
・その他林業に関する現場業務全般
○未経験者歓迎します。初めての方でも研修を受け

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

岩手県宮古市

営業／宮古 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
＊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

岩手県宮古市

足場の組立て等
作業主任者あれば尚可

介護員 小規模多機能ホームあすも・グループホームあすも
において下記の業務を行っていただきます。
・入浴、排せつ、調理業務、食事等の介護
・その他の日常生活上の支援
・レクリエーションや機能訓練

岩手県宮古市田の神２丁目
４－２８

小規模多機能ホーム
あすも　グループ
ホームあすも

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木作業員 ◆舗装、改良、修繕、造成、下水道設置等の付随業
務をしていただきます。※田野畑村内、久慈管内の
現場になります。※朝会社へ出勤後、会社の車で各
現場へ移動します。※型枠大工の経験者、車両系の
免許を持っている方は優遇いたします。

岩手県九戸郡野田村大字野
田第３２地割１５２

有限会社　新山組

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村、他

パソコン入力（ワード、エクセ
ル）できる方、経験者

足場作業員／宮古 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

岩手県宮古市

営業（山田営業所） ◆山田営業所にて、建物解体、産業廃棄物処分契約
等の営業業務を行っていただきます。
＊営業エリヤは岩手県内および近郊（社用使用）
＊資料の準備、見積書の作成等
＊その他、上記に付随する業務

岩手県久慈市長内町第３７
地割１２－８

有限会社　陸中商会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

現場管理 ◆土木工事現場監督業務全般
・発注者との協議、調整
・現場の施工管理、工程管理、安全管理
・工事関係資料の作成、ＰＣ入力業務
・作業員への指示等付随する業務

岩手県九戸郡野田村大字野
田第３２地割１５２

有限会社　新山組

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村、他

◎ 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３年５月２７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



交替制あり
(1)8時30分～17時30分

1人 156,209円～156,209円 (2)16時00分～1時00分
(3)0時00分～9時00分

有期雇用派遣労働者 不問 03010-10632811

(1)8時00分～17時15分
5人 167,200円～167,200円

有期雇用派遣労働者 不問 03010-10647611
小学校教諭免許(専修・１種・２種)

中学校教諭免許（専修・１種・２種) (1)8時15分～16時45分
1人 高等学校教諭免許(専修・１種) 209,976円～344,656円

正社員以外 不問 いずれか 03010-10652411
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30分

3人 350,000円～480,000円

国交省発注土木工事の

正社員 59歳以下 施行管理の経験あれば尚可 04010-26440511

(1)8時00分～17時00分
1人 200,000円～200,000円

有期雇用派遣労働者 不問 03010-10528111
２級ボイラー技士 変形（1年単位）

車両系建設機械運転技能者 (1)8時00分～18時30分
1人 あれば尚可 146,520円～146,520円 (2)21時30分～8時00分

正社員以外 18歳～59歳 03030- 1618711
フォークリフト 変形（1年単位）

あれば尚可 (1)8時00分～16時30分
5人 149,569円～149,569円 (2)16時30分～1時00分

(3)23時30分～8時00分

正社員以外 18歳～59歳 03030- 1619811
大型自動車免許

(1)8時00分～17時00分
1人 147,000円～189,000円

正社員 64歳以下 03030- 1622311
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 249,400円～490,620円

正社員 59歳以下 ＰＣ基本操作 04010-26203711
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 342,560円～556,855円

正社員 59歳以下 施工管理経験：５年以上 04010-26233011
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)9時20分～18時30分
2人 160,000円～230,000円

正社員 59歳以下 03010-10460011

(1)8時40分～17時20分
1人 153,340円～153,340円

有期雇用派遣労働者 不問 ＰＣ操作経験 03010-10479311
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時36分～17時00分
1人 160,000円～180,000円

正社員 40歳以下 03010-10488611
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～17時30分
1人 138,000円～158,000円

サービス業、接客経験

正社員以外 不問 あれば尚可 03020-  892411
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)7時50分～16時50分
1人 138,070円～141,850円

正社員 35歳以下 03030- 1607611
変形（1ヶ月単位）
(1)8時20分～17時20分

1人 147,400円～147,400円

正社員 59歳以下 03030- 1612411
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
二級自動車整備士 (1)9時00分～17時30分

3人 あれば尚可 160,000円～200,000円

自動車整備業務経験

正社員 59歳以下 あれば尚可 03030- 1614311
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)9時00分～17時30分
1人 160,000円～200,000円

正社員 35歳以下 エクセル・ワード等 03030- 1615611

(1)8時30分～17時30分
1人 135,136円～197,760円

正社員以外 59歳以下 03030- 1616911
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時00分
1人 151,500円～151,500円

パソコン基本操作

正社員以外 不問 Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ 03030- 1617111

2

金融共済事務 金融共済部門に勤務していただきます。
・窓口業務（預金・為替・送金・税金支払い等対
応、口座開設・解約、共済等各種加入・変更手続
き、端末オペレーション業務）
・電話対応、来客対応

岩手県宮古市光岸地４番４
０号

宮古漁業協同組合

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

検査手直し作業 リール（直径６０ｃｍ）に巻き取られた製品（精密
電子部品）をほどいて、顕微鏡を使いながら傷や曲
がりが無いかどうかを見たり、ブラシで汚れを取り
除いたり、手直しをしたりする作業です。＊細かい
作業となります。

岩手県下閉伊郡山田町石峠
３－１７－４

和田工業株式会社
東北工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

販売アシスタント 日産自動車の販売アシスタントとして、営業（カー
ライフアドバイザー）の補助を行っていただきま
す。
・書類作成等の事務業務
・店舗での接客業務

岩手県宮古市実田１丁目８
－１２

株式会社　宮古日産

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

自動車整備士 自動車整備業務をお願いします。
経験とスキルに応じて担当業務をお任せします。
・定期点検および車検整備
・故障診断、オイル交換、タイヤ交換、リコール関
係作業、ナビ取付等　

岩手県宮古市実田１丁目８
－１２

株式会社　宮古日産

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

事務員 病院医事課において医療事務全般の業務です。
・パソコンを使用して、データ入力、保険請求業務
・窓口での患者対応、電話応対等不随する業務を行
います。
・医事課スタッフは１１名おります。

パソコン関連資格
（あれば尚可）

岩手県宮古市山口五丁目３
番２０号

社団医療法人　新和
会

パソコン（ワード・エクセ
ル）入力操作ができること、
医療事務経験者あれば尚可

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

セールスドライバー／正社
員

当社において下記の業務に従事して頂きます。
・宅配便の集荷及び配達
・宮古市内を２ｔ車で運転しての集配業務
＊社内規定に従い、初めは乗務見習いとして配達の
仕分け、端末操作方法、お客様との接し方などを同

岩手県宮古市長町２丁目１
－３２

ヤマト運輸　株式会
社　宮古支店５トン限定

準中型自動車免許
雇用期間の定めなし 上記以上／準中型は

Ｈ２９．３．１２以降
免許取得の方

岩手県宮古市

福祉事業：請求事務員／宮
古

宮古営業所において、福祉用具レンタルの請求事務
を主に担当していただきます。
＊利用者の情報入力やレンタル料金の入力などを国
に電子請求する業務（専用ソフトの使用方法は指導
します）

岩手県釜石市定内町３－１
０－２３

有限会社　介護リ
フォームセンター

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

営業配達及びフロント（注
文受付）＜宮古営業所＞

・整備工場等からの電話による注文の受付
・パソコン（独自ソフト）による自動車修理部品の
検索、発注の手配
・社用車による配達（宮古市内、山田町、岩泉町、
田野畑村）

岩手県盛岡市月が丘一丁目
２８番２０号

有限会社　盛岡自動
車部品

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

その他の一般事務の職業
（宮古市）

●各種データ入力、帳票管理
●各種資料作成、書類のコピー、ファイリング
●電話応対、来客応対、庶務事務

岩手県盛岡市大通３丁目３
番１０号　七十七日生盛岡
ビル　９階

パーソルテンプス
タッフカメイ株式会
社　盛岡オフィス

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

営業 ホンダ四輪車、新車、中古車の販売。お客様へホン
ダ四輪新車、中古車を販売する仕事です。また、販
売するだけでなく、日々、お客様と接触しアフター
フォローを通して、末永くお付き合いさせていただ
きます。

岩手県盛岡市上堂４丁目１
１－１６

ホンダカーズ岩手中
央　（南ホンダ自動
車　株式会社）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

現場監督（空調・衛生設備
分野）

マンション・商業施設・工場等　様々な現場での空
調・衛生設備施工管理を行っていただく仕事です。
多種多様なの物件に携わることも可能ですので、就
業環境に関してのご相談はお気軽にどうぞ。※ブラ
ンクがある方も歓迎します！

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

工事管理補助（土木分野） ※未経験・ブランクのある方も歓迎します！土木工
事での進捗管理における補助業務を行っていただき
ます。
・工事における写真撮影及び管理業務
・作業員への作業内容の伝達及び確認

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

運転手 大型ダンプを使用し、以下の業務を行っていただき
ます。
・アスファルト合材をプラントから積んで現場への
運搬業務
・材料、残土、産業廃棄物等の運搬業務

岩手県宮古市金浜第６地割
２１ー６６

有限会社　ジェイ・
ティ・エス　岩手営
業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

合板工（交替制あり） 合板の製造、加工業務を行います。
・単板の乾燥作業
・合板を加工機械に挿入する作業と加工作業
・難しい機械操作は行いません。最初は単材（畳く
らいの薄い板）を乾燥機に装入する作業

岩手県宮古市磯鶏２丁目３
－１

ホクヨープライウッ
ド株式会社宮古工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ボイラー工 当社宮古工場においてボイラー運転業務全般に従事
していただきます。
・ボイラーの運転業務
・燃料管理業務
・ボイラー設備の整備

岩手県宮古市磯鶏２丁目３
－１

ホクヨープライウッ
ド株式会社宮古工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

化学製品素材製造（宮古
市）

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。
・ＬＥＤなどに用いられる素材を製造します。
・原料の溶解作業
・薬品などを用いての加工業務

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

発注者支援業務［岩手県宮
古市］

・国土交通省東北地方整備局による公共工事の発注
者支援です。施工管理、工事関係資料作成、積算等
の補助業務に従事していただきます。

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

講師（宮古恵風支援学校） 特別支援学校の常勤講師として授業等生徒の指導に
あたっていただきます。
・学校生活全般にわたっての学習指導や支援
・学習教材の作成
・その他、付随する業務

岩手県盛岡市内丸１０－１ 岩手県教育委員会事
務局　教職員課

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

特別支援学校教諭免許
あれば尚可

岩手県宮古市

工場内作業（宮古市） 派遣先工場内に於いて、下記の業務を行って頂きま
す。
・建築資材の加工補助　・その他、付随する業務
※日勤と深夜勤務帯がありますが、当面は日勤で就
業していただきます。＊契約更新：３ヶ月毎

岩手県紫波郡紫波町犬渕字
南谷地３２番地３４

株式会社　Ｊ２Ｂ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

自動組み立て機オペレー
ター（宮古市）

派遣先の事業所において手作業による
自動で電子部品を組み立てる機械の操作を行いま
す。
・部材を組み立て機械にセットする。
・組み立てが終わった部品の回収

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）

自動組み立て機の操作の経験
（生産種目はこだわりませ

ん）あれば尚可 岩手県宮古市



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

2人 190,000円～250,000円

正社員 59歳以下 水道事業に関する経験・知識 03010-10362511
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
1人 168,000円～210,000円

正社員以外 不問 水道事業に関する経験・知識 03010-10363411
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)9時00分～17時30分
1人 160,000円～200,000円

正社員 40歳以下 エクセル・ワード等 03030- 1606311
交替制あり
(1)10時00分～19時00分

1人 176,000円～198,000円

正社員以外 不問 経験者優遇 13040-43319511

3

販売職（契約）／宮古市 当社ショップ「クールカレアン」にて
婦人服販売及び接客、商品管理
☆店長候補
☆２０２１年９月頃ＯＰＥＮ予定

東京都品川区西五反田２－
７－１２　五反田第一生命
ビル別館

クールカレアン株式
会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

一般事務 事務業務を担当していただきます。
○電話・接客対応
○車両登録書類準備
○売上・売掛管理
○お客様のお車の引取りおよび納車の手伝い

岩手県宮古市実田１丁目８
－１２

株式会社　宮古日産

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

配管工 ・給排水・給湯・衛生設備工事
・水道施設及び水道に関する土木工事
・配管工事
・一般住宅水道工事


岩手県盛岡市山岸４丁目９
－２７

有限会社　岩手向陽
設備

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町、他

施工管理・配管工 ・給排水・給湯・衛生設備工事
・水道施設及び水道に関する土木工事
・配管工事
・一般住宅水道工事


岩手県盛岡市山岸４丁目９
－２７

有限会社　岩手向陽
設備２級土木施工管理技士、その

他の技術関係資格あれば尚可

雇用期間の定めなし 排水設備工事責任技術者、給
水装置工事配管技能者等

岩手県下閉伊郡山田町、他


