ハローワーク 宮古

令和４年９月１５日発行

宮古公共職業安定所

（9月9日時点の内容です）

９月５日 から

９月９日 までに受理した求人です。

＜次回発行日は９月２２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

介護員
2人
雇用期間の定めなし
正社員
看護職
1人
雇用期間の定めなし
正社員
営業（宮古支店）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
土木施工管理の補助的業務
（現場代理人以外）
3人
雇用期間の定めなし
正社員
土木施工管理（宅地開発工
事など）
3人
雇用期間の定めなし
正社員
建築技術者（建設コンサル
タント業務）
3人
雇用期間の定めなし
正社員
インフラ整備の保全や発注
業務の補助（機械施工）
2人
雇用期間の定めなし
正社員
道路上の倒木や構造物の点
検調査や書類作成
2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
自動車整備士（スズキア
リーナ宮古中央）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
看護師／日勤
1人
雇用期間の定めなし
正社員以外
事務および鮮魚選別員／責
任者候補
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
水産加工員
1人
雇用期間の定めなし
正社員
廃棄物収集運搬作業
1人
雇用期間の定めなし
正社員
主任介護支援専門員
1人
雇用期間の定めなし
正社員
製造（ゴムプレス機オペ
レーター）
2人
雇用期間の定めなし
正社員
技術者
1人
雇用期間の定めなし
正社員

TEL 0193－63－8609

仕事の内容
年
齢

必要な免許資格
必要な経験など

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
特別養護老人ホームふれあい荘および短期入所生活
介護事業所において看護業務に従事します。・検温
や血圧測定などの健康管理や、服薬管理 ・社用車
を使用し、利用者様の通院同行など 月に７回程度
の夜間対応の自宅待機があります。
59歳以下
○生命保険・損害保険の既契約者への契約保全をし
ながら併せて新規契約の募集販売業務です。保険商
品や金融知識を身につけ、自然災害や業務災害など
の多様 なニーズやリスクに対する提案業務を通
し、地域社会に貢献できる仕事です。
40歳以下
土木工事（道路や河川、下水道等）の施工を管理す
るお仕事です 作業的な業務ではなく、作業工程な
どを管理して頂きます 工事計画書を作成する書類
作成や安全に関係する書類の作成 進捗状況を画像
撮影し記録保存する業務
64歳以下
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。基準測
量、写真撮影、ＣＡＤ操作、安全書類の作成や発注
者との打ち合せ等応募者の経験に応じて現場を調整
64歳以下
地方自治体等の発注する建築工事の発注管理や点検
など ・複数人での管理業務です。・施工図の作成
及び修正（オートキャド）・書類作成や整理管理や
まとめ・受注会社や担当者との打合せ・写真撮影や
寸法の記録・安全作業の点検や記録
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 ・キャド、エクセル、
ワード等のパソコン操作
64歳以下
公共の道路や建築物に付随した植栽物の維持や管理
のお仕事です 構造物や樹木の点検や、写真を撮影
し今後の管理方法の決定など 地震等による影響や
異常を早期に発見しインフラの維持に直結

普通自動車免許ＡＴ

賃

金

就業時間
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

184,840円～216,800円

フルタイム
所在地
就業場所

事業所名
求人番号

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

看護師
准看護師
いずれか
普通自動車免許一種

交替制あり
(1)9時00分～18時00分
190,100円～246,100円 (2)7時00分～16時00分
(3)8時00分～17時00分

03030- 2953621
岩手県宮古市田老字養呂地 社会福祉法人 田老
６番地２
和心会

岩手県宮古市

普通自動車免許一種
(1)8時45分～17時45分

03030- 2954921
岩手県北上市川岸３丁目１ 株式会社 東北永愛
０－２
友商事岩手（本社）

155,000円～300,000円
〇各保険会社のソフトで
保険料計算や
設計書作成をします
普通自動車免許一種,２級土木施
工管理技士,その他の土木・測量
技術関係資格,測量士補あれば尚
可,あると望ましい資格例（安全衛
生・舗装施工他）,マイクロソフトエ
クセル・ワードの基本操作,写真画
像の取込み貼り付けなど

岩手県宮古市

(1)8時00分～17時00分
303,000円～421,000円

岩手県宮古市、他

ワード、エクセル等
(1)8時00分～17時00分
基本操作、
建設業界内での施工管理経験 362,000円～571,800円
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

(1)8時00分～17時00分
建設業界内での施工管理経験 344,900円～419,600円
やコンサル会社での経験また
はそれに類似する経験あれば
尚可
普通自動車免許一種、１,２級
建設機械施工技士いずれか
キャド、エクセル、ワード、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

03070- 5491521
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 建設技術事業部
３階

岩手県宮古市、他

04010-54518021
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 建設技術事業部
３階
岩手県宮古市、他

(1)8時00分～17時00分
339,700円～466,800円

04010-54597421
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 建設技術事業部
３階
岩手県宮古市、他

普通自動車免許一種
２級造園施工管理技士,２級土
(1)8時30分～17時30分
木施工管理技士,あれば尚可 330,700円～427,500円

キャド,エクセル,ワード,デジカメの
取込み編集など,建設業界での就
労経験か施設管理の実務経験必
須

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
330,700円～427,500円
ん。キャド操作が主な業務ですが、数量拾いや数量
キャド、エクセル、ワード
計算はエクセルを使用します。
建設業界での就労経験
64歳以下
自動車の整備、点検、修理業務全般を行って頂きま
普通自動車免許一種
す
二級自動車整備士
・自動車の整備、点検、修理
161,500円～241,000円
・整備、点検結果のお客様への説明
・ご注文頂いた新車、中古車への納車前架装 等
59歳以下
当院では医療療養病棟２病棟、回復期リハビリテー
看護師
ション病棟２病棟があります・各病棟３０～４０床
看護業務全般配属病棟は相談のうえ決定いたします
204,000円～428,400円
●パート勤務について相談に応じます●病棟勤務経
験が無い方外来のみの勤務経験の方もご相談下さい
64歳以下
［事務業務］
普通自動車免許一種
・電話対応、来客対応、市場の仕切書受取
フォークリフトあれば尚可
・送金事務、清算事務（ＰＣ計算ソフト入力など）
免許資格：入社後、
170,000円～200,000円
・外出用務（銀行・得意先等。社用車または自家用 必要に応じて取得可能
車使用。自家用車使用の場合はガソリン代支給）
（会社負担）
ＰＣ基本操作ができること
45歳以下
一般事務業務を担当していただきます。パソコンを
普通自動車免許一種
使用しての書類作成、ファイリング、電話・来客対
応、外出用務、清掃、その他付随する業務をお願い
141,567円～159,833円
します。＊外出用務の際は、自家用車使用となりま
パソコンの基本操作
す＊パートでの応募も可能です。ご相談下さい。
経理経験者優遇
64歳以下
当社において下記の業務に従事していただきま
す。・水産物の生処理等の加工作業 ・箱詰めなど
＊取り扱う水産物は、イクラ、鮭、さんま、イカな
138,544円～138,544円
どです。＊未経験の方でも指導いたします。出来る
ところから始めますので安心してご応募ください。
64歳以下
○宮古市内の家庭ごみ及び資源ごみ等を市内の集積
準中型自動車免許
場を廻り収集し処理施設へ運搬する業務 ○契約企
業より出る一般、産廃ごみを収集し決められた処理
160,000円～200,000円
施設へ運搬する業務 使用する車両は、保有免許に
応じて２ｔ～４ｔ車となります。
59歳以下
居宅介護支援事業所の管理者 ・利用者宅への訪
普通自動車免許一種
問、モニタリング、アセスメント業務・ケアプラン 介護支援専門員(ケアマネージャー)
の作成・各事業所、関係機関との連絡調整等・その
主任介護支援専門員
201,000円～263,000円
他付随する業務＊経験者優遇致します＊ ※私有
研修修了者
車、携帯電話を使用できる方（別途手当等支給）
ＰＣ基本操作（文字入力程度）
69歳以下
ゴム製品の製造におけるプレス機のオペレータ業務
です。プレス機へのゴム材料投入、完成品のシート
回収が主な仕事です。将来的にはゴム製造に関わ
145,000円～150,000円
る、ロール、裁断、検査、出荷なども学んでいただ
パソコンの基本操作が
きます。※経験のある方、優遇します。
できれば尚可
64歳以下
◆管工事、土木工事の現場施工管理 ・発注担当者 １,２級土木施工管理技士
との協議 ・現場の施工管理、工程管理、安全管理 ２級建築施工管理技士
等 ・工事関係資料等の作成 ・その他、上記に付 土木、管工事、建築関係 180,000円～290,000円
随する業務 ＊主に久慈管内と、岩泉町周辺の現場 の施工管理技士資格で可
も行っております。
いずれか
64歳以下
普通自動車免許一種

04010-54483321
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 建設技術事業部
３階

04010-54655021
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 建設技術事業部
３階
岩手県宮古市、他

(1)8時30分～17時30分

04010-54689121
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 建設技術事業部
３階
岩手県宮古市、他

変形（1ヶ月単位）
(1)9時30分～18時10分

04010-54705821
岩手県盛岡市東仙北２丁目 株式会社 スズキ自
１０－２５
販岩手

岩手県宮古市

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

03010-21100321
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

岩手県宮古市

変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～17時00分

03030- 2942521
岩手県宮古市鍬ヶ崎上町６ 有限会社 山智商店
－２８

岩手県宮古市

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時30分

03030- 2943421
岩手県宮古市田の神一丁目 株式会社 佐々木建
２－３７
設

岩手県宮古市

変形（1年単位）
(1)8時00分～16時30分

03030- 2947121
岩手県宮古市藤原一丁目６ 株式会社 村木水産
番６号

岩手県宮古市

変形（1年単位）
(1)8時00分～16時30分

03030- 2948021
岩手県宮古市小山田４丁目 株式会社 宮古衛生
５番２４号
社

岩手県宮古市

(1)8時30分～17時30分

03030- 2949721
岩手県下閉伊郡山田町大沢 有限会社ヘルパーは
第４地割３８番地５
うす

岩手県下閉伊郡山田町

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

03030- 2950521
岩手県宮古市刈屋第１４地 株式会社 オーレッ
割５２－１
クス 岩手工場

岩手県宮古市

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分
(2)8時00分～16時30分

03030- 2952321
岩手県久慈市山形町川井第 プレステック 株式
８地割１５－７
会社

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

03100- 2044421

1

技術職
3人
雇用期間の定めなし
正社員
介護職員（介護福祉士）／
赤前
1人
雇用期間の定めなし
正社員
介護職員／赤前
1人
雇用期間の定めなし
正社員
営業職（ルートセールス）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
事務
1人
雇用期間の定めなし
正社員
土木施工管理
3人
雇用期間の定めなし
正社員
土木施工管理補助
2人
雇用期間の定めなし
正社員
営業支援（宮古市）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
総合職（宮古市）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
成形オペレーター／正社員
5人
雇用期間の定めなし
正社員
設備設計／正社員
3人
雇用期間の定めなし
正社員
プレスオペレーター／正社
員
2人
雇用期間の定めなし

河川情報・道路情報・防災施設などの公共設備の電
普通自動車免許一種
気・通信設備の保守・管理業務など
(1)8時30分～17時15分
＜具体的には＞
165,100円～206,200円
◆日本を守る各種設備の保守・点検、災害時の緊急
Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄなどの
対応
基本的な入力スキル
40歳以下
高齢者グループホームでの介護業務を行っていただ
普通自動車免許一種
変形（1ヶ月単位）
きます。・利用者の方の日常生活支援、通院介助、
介護福祉士
(1)8時30分～17時30分
介護（食事、入浴、排せつ介助等）
172,800円～175,400円 (2)7時00分～16時00分
＊６０歳以上の方の応募、歓迎します。
(3)10時00分～19時00分
64歳以下
高齢者グループホームでの介護業務を行っていただ 介護職員初任者研修修了
変形（1ヶ月単位）
きます。・利用者の方の日常生活支援、通院介助、
あれば尚可
(1)8時30分～17時30分
介護（食事、入浴、排せつ介助等）
155,000円～157,970円 (2)7時00分～16時00分
＊６０歳以上の方の応募、歓迎します。
(3)10時00分～19時00分
64歳以下
弊社は岩手県内にブリヂストン製タイヤを販売する
代理店です。担当地区のユーザーを対象としたルー
トセールスを行っていただきます。《業務内容》・
自動車用タイヤ・ホイール等の卸売販売・社有車を
使用してユーザー訪問
35歳以下
当社において下記の業務を担当していただきます・
仕入れの手続き・出荷の予定確認・電話応対・消耗
品の管理・見積作成・小口現金の管理・来客対応・
外出用務（備品調達や取引先への支払い等）＊外出
用務には自家用車を使用していただきます。
64歳以下
・現場管理（安全管理、原価管理、品質管理、現場
スタッフへの指示）・測量、丁張、写真管理、出来
形管理等・主にゼネコンの１・２次下請け工事現場
等の施工管理・道路、下水道、河川、護岸、橋梁、
造成工事◇有資格者・ＣＡＤ経験のある方優遇
69歳以下
・現場での写真撮影・測量・パソコンでの書類作成
など現場監督の補佐をしていただきます。経験を積
んで、ゆくゆくは施工管理として活躍できます◇資
格取得を目指す方を積極的に支援しています！（施
工管理技士に合格した場合、受験料全額会社負担）
69歳以下
医療機関の指示による在宅医療サポート、機器の在
宅設置（個人宅）、取扱説明、点検業務、消耗品の
補充等の営業支援業務を行います。
＊営業範囲は、岩手県沿岸・遠野地域です。
40歳以下
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）、取扱説明、点検等を行う総
合職です。

普通自動車免許一種
準中型自動車免許
あれば尚可
※特記事項参照

変形（1年単位）
(1)9時00分～17時30分
165,900円～247,300円 (2)9時00分～18時00分

1人
雇用期間の定めなし
正社員
介護員／桐の花
1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
調理員／紫桐苑
1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
販売員（ドラ店）
1人
雇用期間の定めなし
正社員
観光全般（事務・運営補
助）
1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
制作ＰＣオペレーター
1人
雇用期間の定めなし
正社員
自動車整備

普通自動車免許一種

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時30分

1人
雇用期間の定めなし
正社員
調理員（清寿荘）
1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外

岩手県宮古市

03030- 2935421
岩手県宮古市向町２番３４ 有限会社 介護施設
号
あお空

03030- 2936321
岩手県宮古市実田１丁目８ ブリヂストンタイヤ
－１０
岩手販売株式会社
宮古営業所
03030- 2939121
岩手県宮古市実田１丁目５ 株式会社 ヤマウチ
番１３号

岩手県宮古市

ワード・エクセル基本操作

普通自動車免許一種
１級土木施工管理技士
２級土木施工管理技士
あれば尚可

(1)8時00分～17時00分
357,100円～565,200円

ＣＡＤ使用経験あれば尚可

03030- 2940821
宮城県仙台市宮城野区榴岡 株式会社 クリエイ
３丁目１０－７
トワークス 建設事
サンライン第６６ビル２Ｆ 業部
岩手県宮古市、他

建設現場での実務経験あれば尚可

普通自動車免許一種
(1)8時00分～17時00分
249,700円～343,700円

04010-54096821
宮城県仙台市宮城野区榴岡 株式会社 クリエイ
３丁目１０－７
トワークス 建設事
サンライン第６６ビル２Ｆ 業部
岩手県宮古市、他

ＣＡＤ使用経験あれば尚可

普通自動車免許一種
(1)9時00分～17時30分

04010-54107121
秋田県秋田市川尻御休町９ フクダライフテック
－２３
北東北 株式会社

149,290円～211,830円
岩手県宮古市

普通自動車免許一種
(1)9時00分～17時30分

05010-16502021
秋田県秋田市川尻御休町９ フクダライフテック
－２３
北東北 株式会社

149,290円～249,510円
岩手県宮古市

交替制あり
(1)8時00分～17時00分
152,700円～202,700円 (2)20時00分～5時00分
射出成形機オペレーター
経験あれば尚可

05010-16513221
岩手県下閉伊郡山田町豊間 株式会社 エフビー
根第２地割３１－１

岩手県下閉伊郡山田町

(1)8時00分～17時00分

03030- 2923721
岩手県下閉伊郡山田町豊間 株式会社 エフビー
根第２地割３１－１

152,700円～202,700円
３Ｄ－ＣＡＤ操作経験
あれば尚可

岩手県下閉伊郡山田町

交替制あり
(1)8時00分～17時00分
152,700円～202,700円 (2)20時00分～5時00分

64歳以下
当協会において主に下記の業務に従事します。
普通自動車免許一種
・協会運営に関わる事務処理、経理補助等
(1)9時00分～18時00分
・県や市役所との連携調整により宮古地域のＰＲ活
155,000円～155,000円
動の補助
パソコン操作
・補助金申請、精算処理に関わる事務補助
（ワード・エクセル）
不問
ポスター・チラシ・冊子など印刷物の写真補正やデ
普通自動車免許一種
変形（1年単位）
ザインをする業務をしていただきます。
(1)8時30分～17時30分
ＩｌｌｕｓｔｒａｔｏｒやＰｈｏｔｏｓｈｏｐの操作
・専用ソフトを使用して、原稿作成・レイアウト・ ができる（Ｍａｃ、Ｗｉｎｄｏｗｓ）、Ｉｌｌｕｓ 162,000円～162,000円
ｔｒａｔｏｒ、Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐ（Ｍａｃ、Ｗｉｎｄ
デザイン編集を行い、データ版下を製作します。

59歳以下
養護老人ホーム清寿荘において、施設入所者（定員
５０名）デイサービス（定員３０名）利用者の食事
調理業務を担当。・朝食・夕食各５０食の調理は１
～２名体制・昼食８０食の調理は４名体制※早出、
遅番業務可能な方を希望いたします。
不問

04010-54438021
岩手県宮古市向町２番３４ 有限会社 介護施設
号
あお空

150,000円～155,000円

あれば尚可
18歳～59歳
各現場において解体工事および土木作業に従事して
普通自動車免許一種
変形（1年単位）
いただきます。
車両系建設機械運転技能
(1)8時00分～17時00分
・屋外作業となります。・当社では社員との連携や
あれば尚可
231,667円～301,167円
コミュニケーション、協調性を大切にする方を希望
します。
40歳以下
特別養護老人ホームの介護業務に従事していただき
普通自動車免許ＡＴ
変形（1ヶ月単位）
ます・入所者２９名の方への入浴や食事等・生活全
(1)7時00分～16時00分
般にわたって支援を行う介護サービスの仕事です＊
155,100円～179,000円 (2)9時30分～18時30分
見学可能です。ハローワーク窓口でご相談下さい＊
(3)12時00分～21時00分
日勤について相談に応じます（特記事項参照）
不問
当法人が運営する特別養護老人ホームやデイサービ
調理師
変形（1ヶ月単位）
スセンターにおいて、調理業務に従事していただき
あれば尚可
(1)6時00分～15時00分
ます。・朝夕９０食程度、昼１１０食程度の調理と
136,600円～160,500円 (2)8時30分～17時30分
なります。・調理は４～５名体制で行います。＊経
(3)9時00分～18時00分
験のない方でも、やる気をサポートします。
不問
お菓子、ケーキ、パン等の販売 ・来店したお客様
変形（1年単位）
応対、レジ、品出し ・箱詰め、ラッピング ・店
(1)9時00分～18時00分
内の清掃 ＊長期間勤務できる方を希望します。＊
150,000円～165,000円 (2)11時00分～20時00分
接客未経験の方も、お気軽にご相談ください。

59歳以下
・車検・点検に伴う整備及び修理
・故障車の診断・修理
・車両の引き取り納車
・その他上記に付随する作業

岩手県宮古市、他

岩手県宮古市、他

エクセル・ワード

プレス機オペレーター経験

正社員
土木作業員

ケーネス

岩手県宮古市

40歳以下
射出成形機という機械を使って、プラスチック部品
（成形品）を造るお仕事です。成形機に原料を溶か
す温度や原料を送り込む圧力・速度等の成形条件を
タッチパネルを使って入力します。
18歳～59歳
当社は電化製品などに使用される「コネクタ」とい
う電子部品を製造している会社です。設計者は、コ
ネクタを生産する為に必要な設備の設計をするお仕
事です。３Ｄ－ＣＡＤソフトを使用した図面の製図
を行います。
59歳以下
プレス機という機械を使って平らな金属板を加工し
て、金属部品（プレス品）を造るお仕事です。機械
には予めプログラムが組み込まれているので、難し
い操作はありません。

宮城県仙台市青葉区二日町 株式会社
６－１２ ＭＳビル７Ｆ
東北支店

ｏｗｓ）を使用しグラフィックデザイン
経験／ＩｎＤｅｓｉｎｇを使える方

03030- 2924821
岩手県下閉伊郡山田町豊間 株式会社 エフビー
根第２地割３１－１

岩手県下閉伊郡山田町

03030- 2925221
岩手県宮古市根市第６地割 有限会社 伊藤総業
７番地１

岩手県宮古市

03030- 2926521
岩手県宮古市茂市第１地割 社会福祉法人新里紫
１１５番地１
桐会 特別養護老人
ホーム紫桐苑
岩手県宮古市

03030- 2927421
岩手県宮古市茂市第１地割 社会福祉法人新里紫
１１５番地１
桐会 特別養護老人
ホーム紫桐苑
岩手県宮古市

03030- 2928321
岩手県宮古市実田一丁目５ 株式会社 日進堂
－１７
（ドーネル）

岩手県宮古市

03030- 2929621
岩手県宮古市宮町一丁目１ 一般社団法人 宮古
番８０
観光文化交流協会

岩手県宮古市

03030- 2930021
岩手県宮古市松山第５地割 株式会社 文化印刷
１３番地６

岩手県宮古市

普通自動車免許一種
(1)8時30分～17時30分

03030- 2931721
岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉 有限会社 岩泉モー
字三本松４１－５
タース

142,000円～164,000円
岩手県下閉伊郡岩泉町

自動車整備あれば尚可

調理師

交替制あり
(1)5時45分～14時45分
142,000円～148,000円 (2)8時30分～17時30分
(3)9時15分～18時15分

03030- 2932821
岩手県宮古市小山田２丁目 社会福祉法人 宮古
９－２０
市社会福祉協議会

岩手県宮古市

03030- 2933221

2

大型ダンプ運転手／正社員
3人
雇用期間の定めなし
正社員
足場作業員
1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
足場作業員／正社員
2人
雇用期間の定めなし
正社員
土木・建設作業員
1人
雇用期間の定めなし
正社員
大工
1人
雇用期間の定めなし
正社員
大工見習い
1人
雇用期間の定めなし
正社員
プレスオペレーター（三陸
工場）【６０歳以上限定求
人】
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
工作機械オペレーター／正
社員

2人

1人
雇用期間の定めなし
正社員
介護職員
2人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
正社員以外
建設資材管理・機械整備・
資材運搬業務／正社員
2人
雇用期間の定めなし

建設現場における残土、砕石、産業廃棄物等を大型
大型自動車免許
変形（1ヶ月単位）
ダンプ１０ｔ車で運転運搬に従事します。・運搬に
(1)8時00分～17時00分
伴う積込みや軽作業 ・主な現場は山田町、県内外
184,000円～276,000円
・運搬の作業がない日には現場作業に従事する場合
もあります。
大型ダンプ運転経験者
64歳以下
業務内容
普通自動車免許一種
変形（1ヶ月単位）
・建設現場での足場組立・足場解体作業等の業務
(1)8時00分～17時00分
・実務経験を積んだのち、本人の適性を見て、営業
184,000円～276,000円
業務、現場管理職や若手指導員等に就いていただき
ます。
不問
建設現場での足場組立・足場解体作業等の業務（学
普通自動車免許一種
変形（1ヶ月単位）
校、商業施設、一般住宅、ビル、マンション、橋梁
(1)8時00分～17時00分
等）・実務経験を積んだのち、本人の適性を見て、
195,500円～345,000円
営業業務、現場管理職や若手指導員等に就いていた
だきます。＊現場未経験でも応募可能
64歳以下
土木工事、建設工事作業全般を行っていただきま
車両系建設機械運転技能
変形（1年単位）
す。・一般住宅や公共工事がメイン・有資格者は重
あれば尚可
(1)8時00分～17時00分
機オペレーター、現場管理業務等も担当＊経験や資
173,250円～300,300円
格のない方の応募も可能。ご相談ください＊現場は
主に山田町、北上市、釜石市、盛岡市です。
不問
一般住宅の建築および内装、外装などの大工仕事に
普通自動車免許一種
変形（1年単位）
従事していただきます。・現場は宮古がほとんどで
(1)8時00分～17時00分
す。・使用する車両は２ｔダンプになります。＊大
216,667円～281,667円 (2)8時00分～17時30分
工経験のある方を求めております。大工経験年数１
～２年程度の方も応募可能です。
大工経験者
59歳以下
一般住宅の建築および内装、外装などの大工仕事に
普通自動車免許一種
変形（1年単位）
関する業務となります。
(1)8時00分～17時00分
・資材の準備や現場の片付けから始めていただきま
143,000円～173,334円 (2)8時00分～17時30分
す。・現場は宮古～山田がほとんどです。
30歳以下
当社三陸工場において、消毒用スプレーや自動車な
変形（1年単位）
どに使用するゴムパッキンの製造業務に従事してい
(1)8時00分～16時50分
ただきます。・製造機械に材料（ゴム）を流し込ん
147,297円～147,297円 (2)17時00分～1時50分
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。
60歳以上
工作機械オペレーターは、コネクタ生産に必要な金
交替制あり
型や設備パーツを工作機械を使って加工するお仕事
(1)8時00分～17時00分
です。日々の業務を通じ、各種の技能検定に挑戦す
152,700円～202,700円 (2)20時00分～5時00分
ることもできます。加工に関する知識・技術が無く
機械オペレーター経験
ても、研修制度がありますので、ご安心ください。
あれば尚可
18歳～59歳
施設入所者数１８名（認知症の方）を対象とした、
普通自動車免許一種
交替制あり
入所者の介護を行います。・身の回りの世話、食
介護職員初任者研修修了
(1)7時00分～16時00分
事、排泄、入浴の介助 ・その他、移動介護、掃
あれば尚可
143,424円～143,424円 (2)9時00分～18時00分
除、調理、洗濯など ・入居者を、受診のため病院
(3)10時30分～19時30分
へ社用車で送迎する場合があります。
不問
業務内容
普通自動車免許一種
変形（1ヶ月単位）
・建設機械の整備 ・建設資材の在庫管理 ・作業
中型自動車免許
(1)8時00分～17時00分
現場までの資材の運搬業務 ＊資材管理、資材運搬
小型移動式クレーン
195,500円～345,000円
の経験必須 皆様のご応募をお待ちしております。
フォークリフト
溶接技能者,玉掛作業者あれば尚可

正社員
クレーンオペレーター／正
社員

64歳以下
1人

雇用期間の定めなし
正社員
土木施工管理技士
1人
雇用期間の定めなし
正社員
営業兼ＣＡＤオペレーター
1人
雇用期間の定めなし
正社員
重機オペレーター／正社員
1人
雇用期間の定めなし
正社員
設備作業員およびガソリン
スタンドスタッフ
1人
雇用期間の定めなし
正社員
仕上げ、検査（岩泉町）
2人
雇用期間の定めなし
無期雇用派遣労働者
成型機オペレーター（岩泉
町）
2人
雇用期間の定めなし
無期雇用派遣労働者
一般作業員（土木・解体）
【久慈管内】
2人
雇用期間の定めなし
正社員
土木施工管理技士【久慈管
内】
1人
雇用期間の定めなし
正社員

資材管理、資材運搬

業務内容
普通自動車免許一種
変形（1ヶ月単位）
・クレーン機械操作 ・一般新築住宅材料吊 ・防
大型特殊自動車免許
(1)8時00分～17時00分
潮堤建設現場等の積み込み等 ＊現場により直行直 移動式クレーン運転士 184,000円～345,000円
帰の場合もあります＊クレーンオペレーター経験あ 玉掛技能者あれば尚可
る方優遇＊県外出張あり 玉掛け資格あれば尚可
64歳以下
業務内容
１,２級土木施工管理技士
変形（1ヶ月単位）
・現場の施工管理、工程管理、安全管理、発注担当 ２級建築施工管理技士
(1)8時00分～17時00分
者との打ち合わせ等を行います。・パソコンによる
いずれか
253,000円～460,000円
書類作成やメール等も行います。・状況により土木
パソコン操作
（ワード・エクセル）
作業に従事する場合があります。＊県外出張あり
の出来る方
64歳以下
業務内容 ・図面作成のＣＡＤ作業業務・一般住宅
普通自動車免許一種
変形（1ヶ月単位）
や橋桁、防潮堤などの工事に係る業務・現場打合せ
(1)8時00分～17時00分
したものを作図・施工方法の提案・新規発注工事の
195,500円～345,000円
情報収集と受注営業・災害防止協議会、安全パト
パソコン操作
（ワード・エクセル）
ロールへの参加・元請を含む取引先への訪問
の出来る方
64歳以下
建設現場において ・車両系機械操作・大型ダンプ
普通自動車免許一種
変形（1ヶ月単位）
への積み込み等の業務を行っていただきます。＊現 車両系建設機械運転技能
(1)8時00分～17時00分
場により直行直帰の場合があります＊経験がない方
大型特殊自動車免許
195,500円～345,000円
は土木作業から覚えていただきます＊重機オペレー
玉掛技能者
重機オペレーター経験
ター経験ある方優遇
あれば尚可
64歳以下
【設備作業員】・一般住宅の上下水道設備、住宅設
普通自動車免許一種
変形（1年単位）
備、ガス設備などの工事全般および保守点検、修繕 危険物取扱者（乙種）
(1)8時00分～17時00分
作業など・トラックの運転（２ｔ車）【ガソリンス
150,000円～180,000円
タンドスタッフ・豊間根ＳＳ】・給油作業、洗車作
業、簡単な車の整備（タイヤ・オイル交換等）
59歳以下
■仕上げ、検査 ・自動車のエンジン部分に使用さ
変形（1年単位）
れるゴム製品の仕上げ、検査 ・ハサミ、工具を使
(1)8時30分～17時30分
い仕上げ作業 ・拡大鏡を使い検査する ・その
190,920円～223,600円
他、付随する作業 ※経験のない方にも、丁寧に指
導いたします。ご応募お待ちしております。
59歳以下
■成型機オペレーター ・自動車エンジンに使用す
変形（1年単位）
るオイルシール成型機オペレーター・機械に部材を
(1)7時00分～16時00分
セットし取り出す作業・出来上がりの目視確認・そ
190,920円～223,600円 (2)17時00分～3時00分
の他、付随する作業 ※経験のない方にも、丁寧に
指導いたします。ご応募お待ちしております。
18歳～59歳
◆土木工事・解体作業工事における作業全般
普通自動車免許一種
変形（1年単位）
【主な仕事内容】
(1)8時00分～17時00分
・一般的な土木作業、解体作業（有資格の方には、
200,700円～334,500円
重機等の操作あり）・資材運搬、片づけ、清掃等
・その他上記に付随する作業
64歳以下
◆測量及び施工管理業務
１級土木施工管理技士
変形（1年単位）
【主な仕事内容】・国道工事、護岸工事、砂防工事 ２級土木施工管理技士
(1)8時00分～17時00分
に係る施工管理、工程管理安全管理・発注者との打
いずれか
250,000円～420,000円
ち合わせ、日程調整等・工事関係書類の作成（パソ
普通自動車免許一種
コン使用）・その他、上記に付随する業務
経験あれば尚可
64歳以下

岩手県下閉伊郡山田町織笠 佐々総業
第１４地割３１－２

株式会社

岩手県下閉伊郡山田町

03030- 2896421
岩手県下閉伊郡山田町織笠 佐々総業 株式会社
第１４地割３１－２

岩手県下閉伊郡山田町

03030- 2897321
岩手県下閉伊郡山田町織笠 佐々総業 株式会社
第１４地割３１－２

岩手県下閉伊郡山田町

03030- 2898621
岩手県下閉伊郡山田町大沢 サカエ興業 株式会
第７地割２０１番地１
社

岩手県下閉伊郡山田町、他

03030- 2900421
岩手県宮古市松山第７地割 株式会社 鈴喜建設
１３番地４

岩手県宮古市

03030- 2901321
岩手県宮古市松山第７地割 株式会社 鈴喜建設
１３番地４

岩手県宮古市

03030- 2902621
岩手県下閉伊郡山田町大沢 ツインスターテクノ
第４地割２０－１４０
ロジー株式会社

岩手県下閉伊郡山田町

03030- 2903921
岩手県下閉伊郡山田町豊間 株式会社 エフビー
根第２地割３１－１

岩手県下閉伊郡山田町

03030- 2911621
岩手県下閉伊郡田野畑村机 中城興産株式会社
２９９

岩手県下閉伊郡田野畑村

03030- 2912921
岩手県下閉伊郡山田町織笠 佐々総業 株式会社
第１４地割３１－２

岩手県下閉伊郡山田町

03030- 2913121
岩手県下閉伊郡山田町織笠 佐々総業 株式会社
第１４地割３１－２

岩手県下閉伊郡山田町

03030- 2914021
岩手県下閉伊郡山田町織笠 佐々総業 株式会社
第１４地割３１－２

岩手県下閉伊郡山田町

03030- 2915721
岩手県下閉伊郡山田町織笠 佐々総業 株式会社
第１４地割３１－２

岩手県下閉伊郡山田町

03030- 2916821
岩手県下閉伊郡山田町織笠 佐々総業 株式会社
第１４地割３１－２

岩手県下閉伊郡山田町

03030- 2917221
岩手県下閉伊郡山田町豊間 有限会社 最上商店
根第３地割３３番地

岩手県宮古市、他

03030- 2920921
岩手県北上市鬼柳町都鳥１ 株式会社 ＳＴＡＧ
２１番地３
ＥＵＰ

岩手県下閉伊郡岩泉町

03070- 5301821
岩手県北上市鬼柳町都鳥１ 株式会社 ＳＴＡＧ
２１番地３
ＥＵＰ

岩手県下閉伊郡岩泉町

03070- 5302221
岩手県九戸郡野田村大字野 株式会社 さくら綜
田第２７地割１６０－１
合企画

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

03100- 2014921
岩手県九戸郡野田村大字野 株式会社 さくら綜
田第２７地割１６０－１
合企画

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

03100- 2015121
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