
準中型自動車免許 変形（1ヶ月単位）
中型自動車免許 (1)8時00分～17時00分

3人 大型自動車免許 151,032円～151,032円
あれば尚可

正社員以外 不問 03010- 4602321
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時15分
1人 147,000円～147,000円

正社員以外 不問 03010- 4476621
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時55分～17時55分
1人 155,000円～190,000円

正社員以外 不問 03010- 4490421
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 255,600円～408,600円
あれば尚可

正社員 59歳以下 03100-  505521
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 253,000円～299,000円

正社員 59歳以下 03030-  721621

(1)8時30分～17時00分
1人 150,000円～195,000円

正社員 64歳以下 03030-  722921
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

1人 140,000円～180,000円

正社員 40歳以下 03030-  724021
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

5人 178,500円～252,000円 (2)19時00分～4時00分

正社員以外 18歳以上 土木作業経験あれば尚可 03030-  725721
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)9時00分～17時45分
1人 193,023円～250,908円

正社員 59歳以下 04010-11925121
保育士 交替制あり

(1)7時20分～16時20分
1人 203,000円～270,000円 (2)7時30分～16時30分

(3)8時30分～17時30分

正社員 64歳以下 03030-  714121
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
1人 136,125円～136,125円

正社員以外 不問 03030-  716721
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 155,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030-  717821
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 149,410円～157,710円

正社員以外 18歳～64歳 03080-  634721
大型自動車免許 変形（1年単位）

大型特殊自動車免許 (1)8時00分～17時00分
1人 車両系建設機械運転技能 205,200円～313,200円

正社員 59歳以下 03100-  497621
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時00分
1人 162,180円～162,180円

有期雇用派遣労働者 不問 04010-11612221
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
1人 250,000円～350,000円

正社員以外 不問 06010- 3736321
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
1人 200,000円～300,000円

正社員 45歳以下 06010- 3738921
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
5人 200,000円～380,000円

正社員 59歳以下 14040- 3041421
1

機器メンテナンス（岩手）
／未経験者歓迎

・プール温浴施設、ホテル・旅館、老人保健施設等
の業務用ろ過装置の機器メンテナンスを行います。
＊メンテナンスエリアは隣県程度※ノルマはありま
せん。※先輩と同行して知識を増やして頂きます。
＊土曜の出勤は月１～２回程度※未経験者歓迎！

神奈川県川崎市幸区新川崎
２－６

株式会社　ショウエ
イ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町
ワード、エクセル

触れたことがあれば可

不動産営業（岩手県） ☆　当社所有物件を販売提携業者へ提供、紹介する
営業。また、不動産買取調査、物件管理業務を行う
仕事です。＊自宅から自家用車を使用して営業活動
を行います。（社用車利用制度あり）・業務連絡は
貸与スマートフォンで行います

山形県天童市中里７－４－
７２　みずほビルＡ－３０
１

曙　不動産　有限会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他
パソコン操作

スマートフォン操作

不動産営業（経験者）岩手
県

☆　岩手県の不動産売買、物件管理、不動産調査
＊自宅から自家用車を使用して営業活動を行いま
す。（社用車利用制度あり）・業務連絡は貸与ス
マートフォンで行います　・資料作成を行えるパソ
コン、インターネット環境を要します

山形県天童市中里７－４－
７２　みずほビルＡ－３０
１

曙　不動産　有限会
社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

宅地建物取引士(旧：宅地建
物取引主任者)あれば尚可
パソコン操作、スマートフォ
ン操作、不動産、建築関係経

験者

一般事務［宮古市茂市］ 建設会社での一般事務です。勤怠データの確認作業
／工事に関する契約＆注文書作成／各種データ入力
／小口現金管理／庶務／電話及び来客対応（給茶含
む）等をお願いします。備品購入等、社有車利用で
外出可能性があります。

宮城県仙台市青葉区中央４
丁目１０－３　仙台キャピ
タルタワー６階

株式会社　ＪＲ東日
本パーソネルサービ
ス　東北支店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

重機オペレーター ＊建設機械のオペレーター（バックホー、ブルドー
ザー等）＊土木工事（橋梁下部、集落排水、道路工
事に伴う作業）※主に重機操作に従事していただき
ますが、現場の状況により土木作業等に従事してい
ただくことがあります。

岩手県久慈市長内町２４地
割１６２

下舘建設　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他
バックホー運転経験者

（１０年以上）

エクセル・ワード基本操作、
エクセル・ワードを使用した

事務経験あれば尚可

鶏舎管理（山田町） 鶏の飼育及び鶏舎管理　＊生産農場で鶏の飼育、飼
料の給餌や見回り等、清掃業務等を担当していただ
きます。＊月平均５～６回宿直勤務があります。＊
深夜勤務（出荷作業）２ヵ月に４日間位あります。


岩手県大船渡市盛町字二本
枠５

株式会社　アマタケ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

正社員（精肉販売） 正社員として、下記の業務に従事していただきま
す。１）食肉加工（食材加工・盛りつけ・パッケー
ジ作業等）　２）接客業務（お客様からの注文や商
品案内など）　３）商品売場の管理（パソコンを使
用しての発注や商品の陳列業務など）

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

岩手県下閉伊郡山田町

営業事務 ・売掛管理用ＰＣ操作（専用ソフトを使用します
が、基本入力操作　ができれば対応可能です）・伝
票処理（見積書・納品書・発注書・売上伝票等）・
来客応対・電話応対など　・図面作図補助　・その
他付随する業務

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第７
地割１０－８

いずみ産業株式会社
東北宮古営業所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

保育士 当学校法人が運営する「いずみ保育園」または「分
園てってらんど」において、乳児及び幼児の保育に
関する業務全般に従事していただきます。・担任の
指示のもとでの保育業務　・０歳児から２歳児まで
の計８５名の保育を行っています。

岩手県宮古市上鼻２－６－
６

学校法人　宮古泉学
園

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

パソコン基本的操作
（ワード・エクセル）

地域営業（業務用厨房機器
の販売）

個人ごとに担当するエリアを与えられ、自分の担当
エリアのお客様（飲食店をはじめ、病院・スーパー
など）に対して快適な厨房づくりのための機器提案
を行うお仕事です。

宮城県仙台市青葉区昭和町
２－３８

ホシザキ東北　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木作業員 秋田県の工事現場において下記の業務に従事してい
ただきます。・土木作業、清掃、除雪、軽作業等
＊協力会社の宿舎あり。＊建設キャリアアップシス
テム（ＣＣＵＳ）申請が必須となるため入場までに
１週間程度かかります。カード所持者尚可。

岩手県宮古市黒田町５番１
４号　１階

株式会社　ＦＲＯＮ
ＴＩＥＲ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

加工オペレーター 研磨加工オペレーターの業務に従事していただきま
す。・工作機械を操作し、金型部品の研磨加工　・
その他付随する業務　○携帯電話などを製造する上
で用いられるコネクターの金型部品を製造します。

岩手県宮古市板屋３－１１
－１５

株式会社　トウコウ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般事務員 ・書類作成、処理、整理　・電話、メール、来客対
応、事務所清掃　・人事、労務管理（社会保険関係
手続き等）・従業員各種免許取得、講習及び更新手
続き

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
ワード、エクセル
事務経験あれば尚可

工事現場管理 地域に役立つ防災建設工事を行っており、工事現場
の現場管理業務をお願します。出来るところからス
タートし、解らないところは先輩社員が丁寧に指導
致します。現場への移動は社用車を使用します。
（マイカーは自宅から会社までです。）

岩手県宮古市宮町三丁目１
０－１７

ヤマキ総業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木施工管理技士 ◆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　・施工計画を作成し、工程管
理、安全管理など工事施工に必要な技術等の管理を
行う。・その他、土木施工管理技士に付随する業務

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

岩手県宮古市、他
土木施工管理経験者,パソコン
での写真管理経験あれば尚可

各種施工管理技士等
あれば尚可

工事現場の施工管理経験
あれば尚可

一般事務（宮古市） 当社県南支店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　・パソコン操作
（ワード、エクセル）（入金、出金処理）・書類の
整理、管理　・その他、付随する業務　＊１年後に
正社員登用の可能性があります。

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

配送（宮古市） 当社、宮古支店において下記の業務を行っていただ
きます。・医薬品を医療機関、薬局等へ配送する仕
事で、営業担当者をサポートする業務（エリア毎
ルート配送：宮古市近郊）

岩手県盛岡市上堂四丁目５
－１

株式会社　スズケン
岩手

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

ＰＣ操作
（ワード、エクセル）

事業所名
求人番号

トラック運転手（宮古市） 【トラックでの冷凍品・冷蔵品の配送業務】荷物の
積み込み・積み下し　卸問屋さん・施設などへの配
送　※個人宅などへの配送はありません。※エリア
は岩手沿岸地域、所持免許により２ｔ～１０ｔ車を
使用。

岩手県紫波郡矢巾町流通セ
ンター南３丁目４－３

株式会社　日配運輸

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は0時00分～23時59分

の間の8時間程度
岩手県宮古市

（2月18日時点の内容です）

２月１４日　から　　２月１８日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は３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

◎ 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２月２４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 変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

5人 200,000円～380,000円

正社員 59歳以下 14040- 3042321
１級土木施工管理技士
２級土木施工管理技士 (1)8時30分～17時30分

5人 上記資格いずれか 350,000円～550,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 土木実務経験半年以上 15010- 6348221
普通自動車免許一種

(1)9時00分～17時30分
1人 150,000円～250,000円

正社員 35歳以下 03010- 4079821
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 59歳以下 03010- 4084121
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- 4085021
看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時15分～17時30分
1人 220,300円～331,500円 (2)8時15分～12時30分

(3)8時15分～14時00分

正社員 40歳以下 03030-  694721
普通自動車免許一種

(1)7時45分～16時15分
1人 141,375円～166,375円

正社員以外 不問 03030-  695821
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 184,800円～231,000円

正社員 不問 ハツリ工経験あれば尚可 03030-  696221
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

2人 150,000円～230,000円 (2)16時30分～1時30分
(3)0時30分～9時30分

正社員 18歳～59歳 03030-  697521
普通自動車免許一種

(1)9時00分～17時00分
1人 150,000円～200,000円

正社員 45歳以下 03030-  698421

(1)8時30分～17時30分
1人 140,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030-  700221
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

2人 194,792円～217,709円
いずれか

普通自動車免許一種
正社員 不問 03030-  702421

変形（1ヶ月単位）

3人 145,067円～162,134円

正社員以外 不問 03030-  707021
交替制あり
(1)9時00分～18時00分

3人 146,880円～146,880円 (2)10時00分～19時00分
(3)11時00分～20時00分

正社員以外 不問 調理業務あれば尚可 03030-  708721

(1)8時00分～17時00分
3人 172,800円～237,600円

正社員 不問 土木作業の経験ある方 02050-  475221
大型自動車免許

車両系建設機械運転技能 (1)8時00分～17時00分
2人 259,200円～280,800円

正社員 不問 02050-  476521

(1)9時00分～17時00分
1人 175,000円～175,000円

正社員 40歳以下 03010- 4071521
歯科衛生士

(1)9時30分～19時30分
1人 190,000円～220,000円 (2)9時30分～13時30分

正社員 不問 03030-  676921
歯科衛生士
あれば尚可 (1)9時30分～19時30分

1人 160,000円～190,000円 (2)9時30分～13時30分

正社員 不問 03030-  677121
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時50分

1人 141,797円～141,797円 (2)17時00分～1時50分

正社員 18歳～59歳 03030-  678021

2

プレスオペレーター（三陸
工場）

当社三陸工場において、消毒用スプレーや自動車な
どに使用するゴムパッキンの製造業務に従事してい
ただきます。・製造機械に材料（ゴム）を流し込ん
でプレス　・製品になって出てきたものを取り込む
作業＊重量物の取り扱いはありません。

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

歯科助手 医師のアシスタント業務となります。・医師の指示
のもと診療の補助、治療器具の準備、片付け、洗
浄、消毒、院内の清掃など　・業務に慣れてきたら
受付業務も担当していただきます○歯科衛生士資格
や経験のある方優遇します。

岩手県宮古市実田一丁目７
－１７

くらた歯科医院

雇用期間の定めなし パソコン（ワード・エクセ
ル）操作のできる方、歯科助

手経験あれば尚可 岩手県宮古市

歯科衛生士 医師のアシスタント業務となります。・医師の指示
のもと診療の補助、治療器具の準備、片付け、洗
浄、消毒、院内の清掃など　・業務に慣れてきたら
受付業務も担当していただきます


岩手県宮古市実田一丁目７
－１７

くらた歯科医院

雇用期間の定めなし
パソコン（ワード・エクセ

ル）操作のできる方
岩手県宮古市

一般事務および営業補助事
務（宮古出張所）

・生命保険契約に関わる諸手続き・事務（解約等の
進捗管理、口座振替結果管理など）・総務、庶務、
経理、パソコン操作等の事務　・新人営業職員の活
動補助業務　・端末（タブレット）操作指導　・そ
の他、付随する業務及び指示された業務

岩手県盛岡市盛岡駅前北通
５－３２　
朝日生命盛岡駅前北通ビル
５Ｆ

朝日生命保険　相互
会社　盛岡支社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

重機オペレーター【岩手
県】

◇災害復旧工事現場における重機オペレーター業務
全般に従事していただきます。
工事現場でのバックホー等の運転及び土木作業で
す。＊宿舎あり（岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉松橋）

青森県上北郡東北町字仏沢
３－４９

有限会社　東北推進
工業

雇用期間の定めなし
重機オペレーターの

経験ある方 岩手県下閉伊郡岩泉町、他

土木作業員【岩手県】 ◇災害復旧工事現場の土木作業に従事していただき
ます・河川ブロック積み重ね・掘削、埋戻し等＊宿
舎あり（岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉松橋）宿泊費：
会社負担（個室）食事：昼（弁当あり、本人負担）
＊現在の現場が終了したら次の現場へ移動します。

青森県上北郡東北町字仏沢
３－４９

有限会社　東北推進
工業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

調理 マリンコープドラ内フードコートで調理全般をして
いただきます。・主にフライを揚げたり、麺を茹で
たり、お刺身の盛り付け等を行います　・オーダー
受けやレジ打ちをお願いする事もあります。・その
他、食器等の洗浄や清掃など

岩手県下閉伊郡田野畑村和
野２６０－１３

北川食堂

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

保育補助 園児の保育業務全般を行っていただきます。担任・
園児の補助（０～５歳児クラス）担当クラスは現時
点では未定です。・保育実務　・日誌や園児の連絡
ノート記載　・各計画の作成　・園児の安全、健康
管理業務　・ほか、行事等の準備や環境整備など

教員免許・保育士免許・
支援員の資格あれば尚可

岩手県宮古市赤前第３地割
１４－１１

社会福祉法人　慈愛
会　あかまえこども
園

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は7時00分～19時00分

の間の8時間程度
岩手県宮古市

重機オペレーター／岩泉町 重機オペレーター業務に従事していただきます。・
主に小本川河川災害工事での重機作業　・大型土の
う製作　・ブロック設置　・大型ダンプに積み込
み、ブレーカー岩盤掘削　＊現場には直行・直帰と
なります。

車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削
用、解体用）運転技能者

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第９地割１２番地４

株式会社　越田土建

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

品質管理（検査業務）／山
田

コネクター用プレス端子加工および金型設計・製作
を主要とした業務を行っております。その内の、製
品検査の担当者を募集します。・工具・顕微鏡によ
る製品測定　・実体顕微鏡を使用した外観検査など


岩手県下閉伊郡山田町豊間
根７－４－１０

株式会社富士工業

雇用期間の定めなし
パソコン操作（ワード・エク
セル定型入力できる方）

岩手県下閉伊郡山田町

営業 アフラックの代理店として営業を担当していただき
ます。・企業等を定期的に訪問し、情報提供等（新
規団体開拓あり）・ご契約者様の保全手続や、保険
の見直し相談等　・業務には社用車を使用＊給付請
求のお手伝い等を通してお客様から感謝される仕事

岩手県宮古市末広町２－１
３

株式会社　太田

雇用期間の定めなし
パソコン（ワード・エクセ

ル）基本操作
岩手県宮古市

製造技術（幹部社員） ・電子機器基板にチップなどの電子部品を取り付け
る実装機械操作　・またはハンダ付け等の後付け工
程における設備を操作　＊経験を積んで、作業の進
捗状況確認や技術指導を行う管理者となる方を求め
ます。

岩手県宮古市松山第６地割
４６

株式会社　ウェーブ
クレスト　宮古工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ハツリ工 建築、土木現場においてのハツリ作業に従事してい
ただきます。・コンクリートを破砕、切断する作業
を担当　＊経験のない方の応募も可能ですので、ご
相談ください。＊現場によっては泊まりでの作業も
あります＊各種資格等あれば尚可

岩手県宮古市小国第１４地
割９２

合同会社　ボンズ工
業建築、土木関係資格等

あれば尚可
雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

運転手 道路パトロール運転員業務を担当していただきま
す。○道路技術者を乗せて、４輪駆動車で国道、県
道を巡回する車の運転手です。○巡回中、道路内で
簡易的な軽作業を行います。○ゴールド免許所持、
５年間無事故・無違反の方

岩手県宮古市磯鶏沖１２番
１８号

株式会社　鈴木測量
設計

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 普通自動車運転、５年間

無事故・無違反であること 岩手県宮古市

看護師 院内において、医師の指示に基づき、外来診察に従
事します。・人工透析にかかわる看護全般の業務
・診察や人工透析等の準備、バイタルチェック　・
検査、投薬、患者さんの介助などになります。

岩手県下閉伊郡山田町長崎
４－１２－１０

後藤医院

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

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

総合職（宮古出張所） エリア内の医療機関へ当社の医療機器を主にレンタ
ルするためのプレゼンテーションを行ったり機器の
在宅設置（個人宅）、取扱い説明、点検等を行う総
合職です。

岩手県盛岡市下太田下川原
１２－１

フクダライフテック
北東北　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木技術者（施工管理業
務）岩手県内各現場

○国土交通省他、中央官庁、地方自治体、ネクスコ
発注による監督補助業務、積算補助業務に従事。
（工事監督、積算業務、資料作成、各種協議等）・
勤務地は下記の通り複数あり。久慈・宮古・釜石・
盛岡・北上等

新潟県新潟市中央区東大通
２－２－９－７０８

株式会社　エムエー
シー　新潟事務所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

営業（岩手）／ノルマなし
／本社研修あり

・温泉施設、プール施設から要望に合った見積を作
成する仕事です　・設備事務所、管材商社へのＰＲ
＊土地勘のある方優遇。営業エリアは隣県まで　※
ノルマはありません。※先輩と同行して知識を増や
して頂きます。＊土曜の出勤は、月１～２回程度

神奈川県川崎市幸区新川崎
２－６

株式会社　ショウエ
イ

雇用期間の定めなし
ワード、エクセル

触れたことがあれば可
岩手県下閉伊郡岩泉町



調理師
あれば尚可 (1)10時30分～21時30分

1人 245,000円～300,000円

正社員 20歳以上 調理、ホール経験 03030-  679721
調理師

あれば尚可 (1)10時30分～21時30分
1人 180,000円～300,000円

正社員 20歳以上 03030-  680521
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
2人 139,050円～143,438円 (2)9時00分～17時30分

正社員以外 不問 03030-  686021
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
１級型枠施工技能士 (1)8時00分～17時00分

1人 224,167円～269,000円

正社員 不問 型枠工事経験 03030-  687721
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
移動式クレーン運転士 (1)8時00分～17時00分

1人 大型自動車免許 224,167円～269,000円
大型特殊自動車免許

正社員 不問 クリーンオペレーター経験 03030-  688821
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
1人 ２級土木施工管理技士 201,750円～246,584円

大型自動車免許,あれば尚可

正社員 不問 03030-  689221
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

5人 145,000円～225,000円 (2)16時30分～1時30分
(3)0時30分～9時30分

正社員 18歳～59歳 03030-  690621
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 (1)8時00分～17時00分
1人 介護福祉士 143,000円～153,000円 (2)9時30分～18時30分

あれば尚可 (3)16時30分～8時30分

正社員 64歳以下 03030-  693021

3

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　・入居定員９名＊介護職員初任者研
修修了者や介護福祉士などの資格所持者は尚可です

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

製造技術（正社員） ・電子機器基板にチップなどの電子部品を取り付け
る実装機械操作　・またはハンダ付け等の後付け工
程における設備を操作　＊経験を積んで、作業の進
捗状況確認や技術指導を行う管理者となる方を求め
ます。

岩手県宮古市松山第６地割
４６

株式会社　ウェーブ
クレスト　宮古工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

重機及び車両運転手兼土木
作業員

土木作業全般に従事します。・１０ｔダンプの運転
・重機による土砂掘削、積み込み、整地等　・移動
式クレーンによる資材の積み込み、荷下ろし業務等
○災害復旧工事から建物工事まで様々な工事を行っ
ています。

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
車両系建設機械操作

あれば尚可
岩手県宮古市

クレーンオペレーター及び
作業員

２５ｔクレーンのオペレーター及び土木作業に従事
します。・２５ｔクレーンでの資材の積み込み、荷
下ろし業務　・土木工事、型枠工事現場での土木作
業○災害復旧工事から建物工事まで様々な工事を
行っています。

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

型枠大工 型枠工事、擁壁工事等に従事していただきます。・
型枠組立、解体、片付けの作業　・基礎工事、橋梁
工事○災害復旧工事から建物工事まで様々な工事を
行っています。○現場は宮古市内の他、宮古市近
郊、久慈、盛岡、北上など県内

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

レストハウス全般 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、食材仕入れ　・食堂での給仕　・その他付
随する業務　＊簡単な調理も必要に応じて行ってい
ただきます。＊繁忙期は主に５月連休、８月です。

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

調理補助・ホール／のらく
ら

厨房内において調理の補助的作業及びホールにおい
て接客業務を行っていただきます。○厨房内におい
て調理の補助的作業　・調理者の指示により、野菜
カットや調理の下ごしらえ、準備、盛付け、飲み物
作り、食器・調理器具の洗浄、食材の在庫確認等

岩手県宮古市八木沢第４地
割９７－７

ビツクベル　株式会
社

雇用期間の定めなし
調理、ホール経験

あれば尚可
岩手県宮古市

調理補助・ホール／のらく
ら／経験者

厨房内において調理の補助的作業及びホールにおい
て接客業務を行っていただきます。○厨房内におい
て調理の補助的作業　・調理者の指示により、野菜
カットや調理の下ごしらえ、準備、盛付け、飲み物
作り、食器・調理器具の洗浄、食材の在庫確認等

岩手県宮古市八木沢第４地
割９７－７

ビツクベル　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市


