ハローワーク 宮古

令和３年１２月１６日発行

宮古公共職業安定所

（12月10日時点の内容です）

１２月６日 から

１２月１０日 までに受理した求人です。

＜次回発行日は１２月２３日です＞

◎ 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。
職種・雇用期間・雇用形態

求人数

看護師又は准看護師
1人
雇用期間の定めなし
正社員
運転手（建設資材・食料
品）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
介護職員（グループホー
ム）／有資格者
1人
雇用期間の定めなし
正社員
水産加工員
1人
雇用期間の定めなし
正社員以外
機械施工管理（経験者）
2人
雇用期間の定めなし
正社員
建築施工図の修正や数量計
算（室内作業／現場以外）
3人
雇用期間の定めなし
正社員
土木設計の補助・修正業務
（道路／河川／施設／上下
水道他）
雇用期間の定めなし

2人

正社員
工事管理補助（電気設備分
野）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
現場監督（建築分野）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
事務および現場業務
2人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）
正社員以外
警備員・交通誘導警備員
（正社員／宮古）
5人
雇用期間の定めなし
正社員
建築・土木作業員
1人
雇用期間の定めなし
正社員
道路情報連絡業務
1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）
正社員以外
（まるまつ宮古店）店長・
店長候補
1人
雇用期間の定めなし
正社員
訪問介護職員
1人
雇用期間の定めなし
正社員
介護職員／小本
1人
雇用期間の定めなし
正社員
介護員
2人
雇用期間の定めなし
正社員
看護助手
2人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）
有期雇用派遣労働者

仕事の内容
年
齢

必要な免許資格
必要な経験など

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。
59歳以下
○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、フォークリフトや
手作業による積み降ろし・配送コース：田野畑村・
岩泉町コース、山田町コース、川井地区コース○３
ｔ冷凍車による食料品（冷凍・チルド品）の配送。
64歳以下
以下の業務を行っていただきます。
・認知症グループホーム利用者（９名）の食事の世
話 ・簡単な身体介助等の介護サービス ・調理、
施設清掃、洗濯等の日常生活のお世話 ・利用者さ
んの通院に同行（社用車使用）等
59歳以下
主に生イカの加工業務を行います。・イカの生処理
作業（皮むき、腹割り等）・刺身作り工程での計量
や盛り付け ・パック・包装や箱詰め作業 加工品
は冷凍商品として出荷されます＊マイカー通勤につ
いては要相談となります＊未経験者歓迎いたします
64歳以下
各地方自治体等に於いて発注者側の業務をお手伝い
頂きます。
・現場の調査点検確認や資料の精査作成～提出
・工事監督や打ち合わせ、同書類の作成
・写真撮影やファイリング
64歳以下
建築図の修正や、施工図面の修正作業を行って頂き
ます 設計図面の原稿を作成するものではありませ
ん。キャド操作が主な業務ですが、数量拾いや数量
計算はエクセルを使用します。上記に関連した資料
の作成やまとめ作業など。＊資格手当があります。
64歳以下
主に土木の公共構造物などの工事における設計図面
の修正作業や数量計算、資料整理などの補助業務で
す。設計図面の原稿を作成するものではありませ
ん。キャド操作が主な業務ですが、数量拾いや数量
計算はエクセルを使用します。
64歳以下
※未経験・ブランクのある方も歓迎します！電気設
備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 ・現場での
安全管理 ・ミーティング
59歳以下
マンション・商業施設・工場等 様々な現場での建
築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！
59歳以下
当組合は総務、共済、指導、購買、販売、自営があ
ります。主に下記の業務があります。・一般事務、
共済の手続き、船の登録・許可にかかる事務 ・ガ
ソリンスタンドでの販売、船への給油 ・うにや鮑
など水揚げに関する現場作業等
不問
警備・主に交通誘導業務を行います。・各種電話工
事や建設工事に伴い道路において歩行者や一般車
両、工事車両が安全に通行できるように誘導を行い
ます。・イベント会場や駐車場、お祭り等において
人や車両の誘導を行います。
18歳～64歳
◆公共工事、一般工事に係る建築・土木作業
＊住宅（新築・リフォーム）、事務所、工場、店舗
等の基礎工事に係る型枠工事（鋼製型枠）、鉄筋工
事、土工工事、コンクリート工事、左官工事等

看護師
准看護師
いずれか

不問
〇道路情報連絡業務日誌の日々の記録 〇業務処理
の日々の記録 ・道路情報の収集、処理と情報提供
装置操作及び記録 ・対象施設（気象情報等・ＣＣ
ＴＶ設備・自専道遮断機）の監視、操作及び記録
・状態監視に伴う点検、復旧操作及び消耗品補給
18歳以上
・入社後、店舗業務からスタートし、接客・調理の
基本作業を覚えます。・店舗業務をマスターした
後、店舗の指導と運営に関わる店長として仕事をし
ていきます。☆店長経験後は、複数店舗の管理、指
導と運営をします。
64歳以下
利用者様宅での訪問介護サービス業務を行いま
す。・ケアプランに合わせた食事・移動・入浴・排
泄等の介助 ・掃除・洗濯・調理・食器洗い等の日
常生活援助など全般的な業務○業務によるガソリン
代は、当社規定により支給します。
64歳以下
グループホーム又は小規模多機能施設での介護業務
に従事し、主に下記の仕事をしていただきます。・
利用者の方の日常生活支援 ・介護（食事、入浴、
排せつ介助等）となります＊６０歳以上の方の応
募、歓迎します。
64歳以下
利用者の方のデイサービス介護全般を行います。
・食事、入浴、排泄、レクレーション等の介助 ・
送迎運転業務（社用車使用）＊利用者さんが楽しい
１日を過ごせるよう業務を行っています。○資格取
得制度あり
64歳以下
派遣先の事業所において、下記の業務を行いま
す。・病院・介護施設内における看護助手・介護業
務全般 ・患者さん及び施設利用者の方々の食事・
入浴・排泄介助 ・シーツ交換、洗濯等の身の回り
の世話 ・レクリエーション ・患者さんの見守り
不問

TEL 0193－63－8609

賃

金

就業時間
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

181,000円～273,000円

フルタイム
所在地
就業場所

事業所名
求人番号

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第９ 医療法人 仁泉会
地割３９番地２７
介護老人保健施設ほ
ほえみの里
岩手県宮古市

８トン限定中型自動車免許
変形（1年単位）
中型自動車免許
(1)8時00分～17時00分
※フォークリフト運転資 158,000円～158,000円 (2)5時15分～14時15分
格についてはあれば尚可
いずれか
普通自動車免許一種
介護職員初任者研修修了

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分
143,500円～155,000円 (2)10時00分～19時00分
(3)17時00分～1時00分

03030- 3841311
岩手県宮古市西町一丁目７ 有限会社 東北物流
－３２
運輸

岩手県宮古市

03030- 3842611
岩手県下閉伊郡山田町豊間 株式会社 メイト
根第２地割１１１番地３

岩手県下閉伊郡山田町

変形（1年単位）
(1)8時15分～17時15分

03030- 3843911
岩手県宮古市長町２丁目３ 共和水産 株式会社
－１

142,649円～142,649円
岩手県宮古市

１級建設機械施工技士
２級建設機械施工技士
いずれか
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
339,700円～466,800円

キャド、エクセル、ワード、
建設業界内での経験

03030- 3844111
宮城県仙台市青葉区一番町 株式会社 クランク
２丁目２－１３ 仙建ビル
３階
岩手県宮古市、他

２級建設機械施工技士
２級建築施工管理技士
(1)8時30分～17時30分
その他の土木・測量技術 335,700円～427,500円
関係資格あれば尚可
キャド エクセル ワード 建設業
界での就労経験あれば尚可

04010-66679911
宮城県仙台市青葉区一番町 株式会社 クランク
２丁目２－１３ 仙建ビル
３階
岩手県宮古市、他

(1)8時30分～17時30分
330,700円～427,500円
キャド、エクセル、ワード、
建設業界での就労経験

04010-66749311
宮城県仙台市青葉区一番町 株式会社 クランク
２丁目２－１３ 仙建ビル
３階
岩手県宮古市、他

普通自動車免許一種
(1)8時00分～17時00分
249,400円～466,275円

04010-66765011
宮城県仙台市青葉区本町２ 株式会社 オンサイ
丁目１０－３３
ト
第２日本オフィスビル７階
岩手県宮古市、他

ＰＣ基本操作

普通自動車免許一種
(1)8時00分～17時00分
342,560円～556,855円

04010-66849911
宮城県仙台市青葉区本町２ 株式会社 オンサイ
丁目１０－３３
ト
第２日本オフィスビル７階
岩手県宮古市、他

施工管理経験：５年以上

普通自動車免許一種
(1)8時30分～17時00分

04010-66862411
岩手県下閉伊郡岩泉町小本 小本浜漁業協同組合
字家の向２２１－１

140,000円～180,000円
簡単なパソコン操作
（ワード・エクセル
基本操作）

岩手県下閉伊郡岩泉町

交通誘導警備業務検定１級
交通誘導警備業務検定２級
(1)8時00分～17時00分
あれば尚可
151,200円～189,000円 (2)21時00分～6時00分

03030- 3834611
岩手県宮古市西ケ丘２丁目 トータルセキュリ
１２番１号
ティー 株式会社

岩手県宮古市

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
(1)8時00分～17時00分
あれば尚可
234,000円～280,800円

03030- 3837711
岩手県九戸郡野田村大字野 広内コンクリート工
田１９地割１３７
業 株式会社

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

土木経験者

２級土木施工管理技士
変形（1ヶ月単位）
土木学会二級土木技術者
(1)8時30分～17時30分
以上もしくはＲＣＣＭ取 196,970円～214,505円 (2)16時30分～1時30分
得
(3)0時30分～9時30分
文書作成及び写真の添付等で
きる方

03100- 2989911
宮城県仙台市青葉区八幡１ みちのくコンサルタ
丁目４－１６
ント 株式会社

岩手県宮古市

普通自動車免許一種

変形（1ヶ月単位）

04010-66497211
宮城県富谷市成田９丁目２ 株式会社 カルラ
－９

220,000円～300,000円
レストランサービス・接客業
を経験の方は優遇します

介護職員初任者研修修了
介護福祉士
ホームヘルパー２級
148,500円～163,600円
いずれか
普通自動車免許一種
介護職員初任者研修修了
あれば尚可

又は6時00分～22時00分
の間の8時間程度
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

岩手県宮古市

04011- 3917111
岩手県宮古市八木沢第５地 合同会社ライフサ
割８５番地１
ポート・ゆうゆう

岩手県宮古市

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分
148,000円～156,970円 (2)10時00分～19時00分
(3)6時00分～15時00分

03030- 3826611
岩手県宮古市向町２番３４ 有限会社 介護施設
号
あお空

岩手県下閉伊郡岩泉町

普通自動車免許ＡＴ

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分
166,040円～216,800円

03030- 3829711
岩手県下閉伊郡岩泉町浅内 株式会社クオール
字下栗畑８０地割６
（デイサービスすず
らん）
岩手県下閉伊郡岩泉町

介護福祉士
交替制あり
介護職員初任者研修修了
(1)8時20分～17時20分
あれば尚可
168,000円～184,800円 (2)16時30分～0時30分
(3)0時30分～9時30分

03030- 3832011
岩手県宮古市実田１丁目６ 有限会社 メンテナ
番６号
ンス宮古 Ｍスタッ
フ
岩手県宮古市

03030- 3810911

1

介護員
2人
雇用期間の定めなし
正社員
職業指導員兼生活支援員
3人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
歯科衛生士
1人
雇用期間の定めなし
正社員
保育士（任期付職員）
2人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
看護補助員
1人
雇用期間の定めなし
正社員
アスベスト除去作業員
2人
雇用期間の定めなし
正社員
一般事務（総務及び経理補
助）
1人
雇用期間の定めなし

リハビリデイホームあすも 介護多機能ホームあす
介護福祉士
もにおいて下記の業務を行っていただきます。・入
あれば尚可
浴、排せつ、調理業務、食事等の介護 ・その他の
142,000円～182,000円
日常生活上の支援 ・レクリエーションや機能訓練
簡単なタブレット入力
○未経験の方応募可能です。
（既存様式への入力）
59歳以下
施設利用者の方々に同行し、以下の作業に対する業
普通自動車免許一種
務に従事していただきます。【施設内就労】・くる
み細工、ゼリーキャンドル作製、ガラス製品のカッ
145,000円～160,000円
ティング作業【施設外就労】・建設会社でのパイプ
塗装 ・農園での収穫、種蒔き ・保育施設の清掃
不問
・口腔衛生指導 ・診療介助、診療補助 ・治療器
歯科衛生士
具の殺菌・消毒、院内の清掃 付随する業務及び医
師から指示された業務全般に従事していただきま
167,000円～187,000円
す。
※歯科衛生士経験あれば尚可
不問
山田町立船越保育園での保育業務となります。
保育士
・乳幼児の保育業務（クラス担任）。
Ｒ４．３．３１までに保
・定員数４５名となります。
育士資格取得見込みの方 151,900円～294,100円

変形（1ヶ月単位）
(1)8時15分～17時15分
(2)7時00分～16時00分
(3)10時00分～19時00分

岩手県宮古市

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分
(2)7時30分～16時30分
(3)8時30分～12時30分

2人
雇用期間の定めなし
正社員
プラスチック成形機オペ
レーター
1人
雇用期間の定めなし
正社員
発電維持・運搬作業（ボイ
ラー管理）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
幼稚園教諭
1人
雇用期間の定めなし
正社員
訪問介護
1人
雇用期間の定めなし
正社員
交通誘導警備員（正社員）
5人
雇用期間の定めなし
正社員
技術員／みやこリサイクル
センター
1人
雇用期間の定めなし
正社員
ガソリンスタンド販売員・
ＬＰガス業務
1人
雇用期間の定めなし
正社員
一般事務
1人
雇用期間の定めなし
正社員
管理栄養士

(1)8時30分～18時30分

1人
雇用期間の定めなし
正社員
保育・学童補助員
1人
雇用期間の定めなし
正社員
路線ドライバー
1人
雇用期間の定めなし
正社員
リフォームアドバイザー／
宮古支店
3人
雇用期間の定めなし
正社員

ば尚可
59歳以下
組立オペレーション業務 主にスマートフォンや電
変形（1年単位）
子機器向けコネクターの自動組立機操作です。立ち
(1)8時00分～17時00分
仕事ですので体力が必要です。工程としては１．部
136,500円～139,500円 (2)11時00分～20時00分
品を機械へセット ２．タッチパネル操作による稼
(3)20時00分～5時00分
働 ３．コネクターの出来上がりを顕微鏡等で検査
18歳～64歳
プラスチック成形機のオペレーター業務を行いま
交替制あり
す。・射出成形機への金型の取付 ・機械操作、材
(1)8時30分～17時30分
料供給 ・生産品の状況確認
134,644円～164,000円 (2)13時00分～22時00分
※未経験の方でも指導しますので応募お待ちしてお
(3)23時00分～8時00分
ります
18歳～59歳
木質バイオマス発電所内において
車両系建設機械運転技能
変形（1年単位）
・機械への燃料の投入作業 ・構内での木材の運搬
あれば尚可
(1)8時00分～20時00分
作業 ・バックホー、ローダー等の運転 ・装置の ※資格が無い場合も相談 160,000円～250,000円 (2)20時00分～8時00分
運転、操作、点検、保守等の業務 ○ボイラー運転
に応じます。
ボイラー運転経験
経験があれば尚可
あれば尚可
18歳～64歳
認定こども園宮古泉幼稚園での勤務となります。～
幼稚園教諭免許
変形（1年単位）
クラス補助、預かり保育の担当をしていただきます （専修・１種・２種）
(1)7時30分～16時30分
～（クラス園児数は２５名、預かり保育園児数は１
保育士
200,000円～203,120円 (2)9時00分～18時00分
００名程度です）・通常保育時間（１４：００ま
いずれか
(3)9時30分～18時30分
で）クラスごとの活動になります。
64歳以下
訪問介護サービス提供業務全般を担当していただき
普通自動車免許ＡＴ
交替制あり
ます。
介護福祉士
(1)9時00分～18時00分
・利用者へのサービス提供 ・食事、入浴、排せつ
165,000円～165,000円 (2)8時30分～17時30分
の介助 ・炊事、掃除、洗濯といった日常生活の手
(3)8時00分～17時00分
助け等 ・その他付随する業務
64歳以下
宮古・下閉伊地域の交通誘導警備に従事していただ
普通自動車免許一種
変形（1年単位）
きます。
(1)8時00分～17時00分
・主な現場は建設現場、工事現場 ・現場へは直行
150,150円～207,900円
直帰または乗合 ・社用車の貸与も可能 ＊自家用
車使用の方はガソリン支給となります。
18歳～45歳
宮古広域行政組合よりリサイクル施設運転管理業務
普通自動車免許一種
を受託し資源物保管庫等の運転業務を行っていま
フォークリフト
(1)8時30分～17時30分
す。・分別回収された、缶ペットボトル等の再生資 車両系建設機械運転技能 150,000円～170,000円
源物の処理作業 ・持込される缶、ペットボトル、
あれば尚可
段ボール等の受取、選別、圧縮、作業
ワード・エクセル操作
59歳以下
○販売業務 給油、洗車、オイル、タイヤ交換等。
普通自動車免許一種
変形（1年単位）
○ＬＰガス業務 ＬＰガスの配送（宮古市内）、検
(1)7時00分～16時00分
針、配管工事等。＊資格取得により、基本給のベー
150,000円～176,000円 (2)8時00分～17時00分
スアップがあります。１資格につき、テキスト・講
(3)12時00分～21時00分
習代を含む初回受験費用を会社が負担いたします。
45歳以下
・一般事務業務 タイムカードの整理、帳簿記帳等
普通自動車免許一種
・電話応対 ・原材料（原皮）の入荷、出荷管理
(1)8時00分～17時00分
・仕上製品の出荷管理 ・工場残庫品の管理 ・外
140,000円～160,000円
出用務は自家用車使用 ・その他付随する業務
パソコン操作

64歳以下
重茂児童館での保育や学童業務に従事していただき
ます。・日中活動における保育全般 ・園内の清
掃、環境整備など付帯する業務 ＊２歳から就学前
までの幼児（４０人程度）の保育業務 ＊学童保育
（小１～小６）の業務
64歳以下
１０ｔ車を使用して、食品・製品等雑貨を宮古営業
所より盛岡支店に回送する業務となります。・集配
物の積み降ろし作業は手積みもあり ・パレット等
積載の荷物はフォークリフトを使用して作業＊大型
運転手、フォークリフト経験者は尚可
59歳以下
チラシやイベント等を通じてご依頼いただくお客様
に対して住宅リフォームのアドバイスや提案を行う
仕事です＊ショールーム完備！お客様は会社が集め
ます＊既存客やご依頼いただくお客様へ対しての営
業ですから飛び込み等無理な営業活動はありません
59歳以下

03030- 3812711
岩手県宮古市田老三王１丁 山本歯科医院
目１－３－２

岩手県宮古市

交替制あり
(1)7時30分～16時15分
(2)8時00分～16時45分
(3)8時30分～17時15分
又は9時15分～18時00分
の間の7時間以上
不問
外来や病棟において看護補助業務に従事します
ホームヘルパー２級
変形（1ヶ月単位）
・消耗品及び備品の整理や、シーツ交換及び洗濯等 介護職員初任者研修修了
(1)8時30分～17時30分
の看護にかかる付帯業務全般 ・身体介護（清拭、
あれば尚可
172,800円～221,800円 (2)7時30分～16時30分
入浴介助） ・診療補助（検査等）を行っていただ
きます
40歳以下
当社において下記の業務に従事していただきま
８トン限定中型自動車免許
変形（1年単位）
す。・建物の解体、解体の前処理、超高圧水や剥離
石綿作業主任者
(1)8時00分～17時00分
剤等を使用して石綿除去作業 ・超高圧水での煙突
大型自動車免許
186,400円～396,100円
の石綿等の除去作業 ＊現場は岩手県内を中心に青 運転免許はＡＴ限定不可
土木作業経験（解体等含む）
森・秋田・宮城の現場になります。
あれば尚可
18歳～64歳
・ＰＣによる給排水設備工事に関する書類作成
普通自動車免許一種
・月次決算事務（会計ソフト使用）・請求書作成
建設業経理士２級
(1)8時30分～16時30分
・銀行・集金業務（社用車使用）
あれば尚可
116,200円～140,000円
・各官公署提出書類作成（建設業関連書類含む） ワード、エクセル、Ｊｗｃａ

59歳以下
病院における管理栄養士業務全般を担当していただ
きます。＊病棟栄養管理、給食管理（栄養管理計画
書作成、食事変更、献立チェック、調理指導、病棟
訪問、事務処理など）＊その他付随する業務

03030- 3811111
岩手県下閉伊郡山田町飯岡 株式会社 ジョブ・
第７地割１１番地
パートナー

岩手県下閉伊郡山田町

ｄ、基礎的な経理の知識あれ

正社員
自動機オペレーター

岩手県宮古市大通３丁目６ リハビリデイホーム
番５１号
あすも 介護多機能
ホーム あすも

（ワード・エクセル・
メール）

03030- 3814211
岩手県下閉伊郡山田町八幡 山田町役場
町３－２０

岩手県下閉伊郡山田町

03030- 3815511
岩手県宮古市大通一丁目３ 後藤泌尿器科皮膚科
－２４
医院

岩手県宮古市

03030- 3816411
岩手県下閉伊郡山田町飯岡 陸中スキット 株式
第２地割１１４番地２
会社

岩手県下閉伊郡山田町

03030- 3817011
岩手県宮古市山口一丁目２ 有限会社 中沢設備
－３０

岩手県宮古市

03030- 3818311
岩手県下閉伊郡田野畑村奥 有限会社 菊地電子
地向６９番地【郵送先は別 工業
住所】
岩手県宮古市

03030- 3819611
岩手県宮古市板屋３－１１ 株式会社 エム・ア
－１５
イ・エス東北工場

岩手県宮古市

03030- 3820811
岩手県宮古市川井第６地割 株式会社 ウッティ
３５
かわい

岩手県宮古市

03030- 3821211
岩手県宮古市上鼻２－６－ 学校法人 宮古泉学
６
園

岩手県宮古市
岩手県宮古市新町２－６

03030- 3822511
介護サービス 株式
会社

岩手県宮古市

03030- 3824011
岩手県宮古市金浜第４地割 有限会社 ニコニコ
６３番地１
警備保障

岩手県宮古市、他

03030- 3799111
岩手県宮古市保久田３－２ 特定非営利活動法人
１
宮古地区いきいき
ワーキングセンター
岩手県宮古市

03030- 3800311
岩手県宮古市築地２丁目１ 株式会社 菊長商店
－４

岩手県宮古市

03030- 3801611
岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉 アイファー株式会社
字合の山１２－２

岩手県下閉伊郡岩泉町

管理栄養士
(1)8時30分～17時30分

03030- 3802911
岩手県宮古市保久田８番３ 特定医療法人 弘慈
７
会 宮古第一病院

190,000円～316,000円
岩手県宮古市

ＰＣ基本操作

交替制あり
(1)8時00分～17時00分
143,100円～143,100円

03030- 3804711
岩手県宮古市西町１丁目２ 特定非営利活動法人
番１３号
ふれあいステーショ
ン・あい
岩手県宮古市

フォークリフト
大型自動車免許
大型運転手
フォークリフト経験
あれば尚可

変形（1年単位）
(1)16時00分～5時00分
211,500円～216,500円 (2)1時00分～13時00分
(3)9時00分～18時00分

03030- 3806211
岩手県宮古市津軽石第１０ 東北西濃運輸株式会
地割３５ー３７
社 宮古営業所

岩手県宮古市

普通自動車免許一種

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

岩手県奥州市水沢山崎町
２ー２

03030- 3809011
株式会社 陽だまり
工房

180,000円～339,500円
岩手県宮古市

03060- 6524111

2

リフォーム施工監督／宮古
支店
1人
雇用期間の定めなし
正社員
リフォーム施工監督／宮古
支店
1人
雇用期間の定めなし
正社員
重機オペレーター
1人
雇用期間の定めなし
正社員
理容師（宮古店）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
営業スタッフ
1人
雇用期間の定めなし
正社員
工事管理補助（建築分野）
1人
雇用期間の定めなし
正社員

リフォーム施工監督は、営業担当者がお客様から依
普通自動車免許一種
変形（1年単位）
頼を受けたリフォーム・リノベーション工事を担当
(1)8時30分～17時30分
していただきます。未経験者可です。現地の確認か
140,000円～230,000円
ら材料の選定や手配・工事の管理・引き渡しまでの
業務です。
ワード・エクセル
59歳以下
リフォーム施工監督は、営業担当者がお客様から依
普通自動車免許一種
変形（1年単位）
頼を受けたリフォーム・リノベーション工事を担当
(1)8時30分～17時30分
していただきます。未経験者可です。現地の確認か
170,000円～230,000円
ら材料の選定や手配・工事の管理・引き渡しまでの
ワード・エクセル
業務です。
住宅関連施工監督経験
59歳以下
＊建設機械のオペレーター（バックホー、ブルドー
大型自動車免許
変形（1年単位）
ザー等）＊土木工事（橋梁下部、集落排水、道路工
大型特殊自動車免許
(1)8時00分～17時00分
事に伴う作業）※主に重機操作に従事していただき 車両系建設機械運転技能 205,200円～313,200円
ますが、現場の状況により土木作業等に従事してい
バックホー運転経験者
ただくことがあります。
（１０年以上）
59歳以下
『理容・美容クイック宮古店』において、理容業務
理容師
変形（1ヶ月単位）
全般に従事していただきます。注文に応じて、カッ
(1)9時00分～18時30分
ト、シャンプー、顔そり、カラー等を行います。お
200,000円～350,000円
客様の対応や会計など、その他付随する業務を行っ
ていただきます。＊経験者希望《急募》
経験者
不問
トラックやバスの新車及び中古車の販売 ・主に事
普通自動車免許一種
変形（1ヶ月単位）
業所を訪問します・１日に５件ほどお客様のところ
(1)9時00分～17時30分
へ訪問します・既存客の訪問が中心となりますが、
190,000円～290,000円
新規開拓も行っていただきます・使用する車両は個
人の車（別途車両手当支給）又は社有車となります
40歳以下
※未経験・ブランクのある方も歓迎します！建築工
普通自動車免許一種
事での進捗管理における補助業務を行っていただき
(1)8時00分～17時00分
ます。・工事における写真撮影及び管理業務 ・作
249,400円～466,275円
業員への作業内容の伝達及び確認 ・現場での安全
管理 ・ミーティング
ＰＣ基本操作
59歳以下

岩手県奥州市水沢山崎町
２ー２

岩手県宮古市
岩手県奥州市水沢山崎町
２ー２

株式会社
工房

陽だまり

03060- 6528511
株式会社 陽だまり
工房

岩手県宮古市

03060- 6530611
岩手県久慈市長内町２４地 下舘建設 株式会社
割１６２

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

03100- 2971911
岩手県盛岡市西松園４丁目 株式会社 クォール
２６－１４

岩手県宮古市

03010-24868711
岩手県盛岡市東見前第５地 岩手日野自動車 株
割３１
式会社

岩手県宮古市、他

03010-24918011
宮城県仙台市青葉区本町２ 株式会社 オンサイ
丁目１０－３３
ト
第２日本オフィスビル７階
岩手県宮古市、他

04010-65211811
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