
(1) 8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 184,000円～230,000円

正社員 不問 01010-30877271
車両系基礎工事用運転

(1) 8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 207,000円～276,000円

正社員 不問 01010-30890571
普通自動車免許一種

(1) 5時00分～ 9時00分
150,000円～150,000円 (2)16時00分～20時00分

正社員以外 不問 04010-53250871
普通自動車免許一種以上 変形（１ヶ月単位）
(免許取得後1年以上) (1) 8時45分～18時15分

140,000円～210,000円

正社員以外 不問 13130-24388371
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1)18時00分～ 9時00分
140,500円～146,500円 (2) 9時00分～18時00分

正社員以外 18歳以上 03010-19234671
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 240,000円～240,000円

正社員以外 不問 03011-  612871
普通自動車免許一種

（取得予定可) (1) 9時00分～17時30分
140,000円～190,000円

正社員 不問 03030- 3468571

(1) 8時00分～17時00分
350,000円～550,000円

無期雇用派遣 不問 01010-30552771
交通誘導２級 変形（１年単位）

普通自動車免許一種 (1) 8時00分～17時00分
176,000円～220,000円

正社員 18歳～64歳 03010-19179371

(1) 8時30分～17時15分
122,800円～142,400円

正社員以外 不問 03030- 3465071
普通自動車免許一種
(ＡＴ限定不可·必須) (1) 8時00分～17時00分

230,000円～414,000円

正社員 不問 01230-16489671
薬剤師 交替制あり

(1) 9時00分～18時00分
雇用期間の定めなし 305,000円～550,000円 (2)10時00分～19時00分

正社員 59歳以下 01240-16425071
薬剤師 交替制あり

(1) 9時00分～16時00分
315,000円～315,000円 (2)10時00分～17時00分

正社員以外 不問 01240-16455871
登録販売者（医薬品） 交替制あり

175,000円～305,000円

正社員 59歳以下 01240-16532571
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

240,000円～300,000円

正社員 不問 02050- 2198171
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時15分
198,000円～500,000円

正社員 33歳以下 03010-19056071
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

172,500円～210,000円

正社員 59歳以下 03030- 3452771
車両系整地掘削用運転 変形（１年単位）
普通自動車免許一種 (1) 8時00分～17時00分
（ＡＴ限定不可） 216,000円～286,000円

正社員 59歳以下 03030- 3453871
土木施工管理技士1級又

は
変形（１年単位）

土木施工管理技士2級 (1) 8時00分～17時00分
普通自動車免許一種 350,000円～450,000円
（ＡＴ限定不可)

正社員 59歳以下 03030- 3454271
1

     （8月14日時点の内容です）

　　８月７日　から　８月１４日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　８月２４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

重機オペレーター（岩手県
岩泉町）

2人

復興関連工事に伴う重機オペレーター業務全般。 札幌市中央区南９条西９
丁目１－３５

株式会社　エヌエ
スアイ

重機オペレーター経験３年
以上

岩手県下閉伊郡岩泉町

事業所名
求人番号

土木作業員（岩手県岩泉
町）

3人

復興関連工事に伴う一般土木作業全般。 札幌市中央区南９条西９
丁目１－３５

株式会社　エヌエ
スアイ

岩手県下閉伊郡岩泉町

澤田建設岩泉宿舎調理ス
タッフ［下閉伊郡岩泉町］

1人

澤田建設岩泉宿舎にて、宿舎宿泊作業員の食事を
作っていただきます。宿泊作業員はおよそ２０名
です。その他調理以外に掃除もしていただきま
す。調理師資格を有することが望ましい。３ヶ月
毎契約更新（最長３年）

宮城県仙台市青葉区台原
２丁目１－１２

株式会社　澤田建
設

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

家庭での調理経験１０年以
上

岩手県下閉伊郡岩泉町

【急募】セールスドライ
バー職　宮古市（長期）

2人

担当エリアの集配・集金・営業（ルート中心）等
。入社後約３ヶ月は準社員（契約社員）となり、
独り立ち後に正社員として労働契約を締結しま
す。正社員登用後の総支給額は２０万円～３４万
円程度です。

東京都江東区新砂２－１
－１７

佐川急便株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

墓石一般作業員

2人

墓石工事に伴う一般作業を行います。今回の現場
は、主に田野畑村周辺での作業となります。移動
式クレーンの免許ある方歓迎しますが、免許のな
い方でも作業できるかたであれば可能です。

岩手県盛岡市好摩字中塚
６７０－３

有限会社　大山石
材店

岩手県下閉伊郡田野畑村、他

警備員（夜勤あり／宮古
市）

1人

契約先に設置した警報機器が侵入、火災等の情報
を感知した際に出動し対応する業務及び付随する
業務。夜間の勤務があり、体力を要します。採用
時は嘱託契約ですが、正社員への可能性あり。現
居住地が遠方（概ね通勤２時間超）の方には、社

岩手県盛岡市津志田西一
丁目２４－１５

ＡＬＳＯＫ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

会計事務・不動産管理

1人

ＰＣを使った会計処理、企業の経理担当者への指
導、決算書等の会計書類の作成、来客・電話応
対、不動産の管理。長期的に指導しますので、上
記の経験は不要です。特に資格は求めませんが、
あれば次の資格又は経験を重視します。１、簿記

岩手県宮古市保久田１－
２３

合同会社　武蔵会
計事務所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

トンネル工事の土木施工管
理（岩手県宮古市）

2人

トンネル工事現場での管理業務を担当していただ
きます。工事スケジュールの作成、管理・現場で
の測量、丁張、図面の作成、修正（ＣＡＤ使
用）・作業責任者への指示出し、安全管理・写真
撮影、管理・提出書類作成等。遠方からの就労者

札幌市中央区北２条東１
７丁目２番地

株式会社　アイエ
ンジニアリングス
タッフ雇用期間の定めなし

現場経験のある方 岩手県宮古市

交通誘導員（有資格者）
（宮古市ほか）

5人

交通誘導員業務全般。各工事現場での歩行者の安
全確保、一般車両の誘導及び工事現場内への工事
車両の入出誘導業務になります。未経験者歓迎。
ベテランによる新人教育でサポートします。業務
拡大中で忙しいですが明るく楽しい職場です。

岩手県盛岡市津志田２７
地割１－３　平松ビル１
階

株式会社　東北セ
キュリティーサー
ビス　盛岡営業所雇用期間の定めなし

交通誘導経験 岩手県宮古市、他

事務補助／農林振興セン
ター（期限付臨時職員）

1人

農林振興センターにおいて、職員指示のもと、
データー整理（エクセル）、文書作成（ワー
ド）、電話・来客対応（お茶出し）郵便発送、そ
の他付随する業務を行っていただきます。

岩手県宮古市五月町１番２
０号　宮古地区合同庁舎内

岩手県沿岸広域振
興局

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

基本的なパソコン操作がで
きること（ワード、エクセ

ル） 岩手県宮古市

薬剤師（宮古中央店／調
剤）

1人

調剤薬局において、調剤業務全般に従事していた
だきます。

札幌市東区北２４条東２
０丁目１番２１号

株式会社　ツルハ
（ツルハドラッ
グ）

岩手県宮古市

土木機械・車両メンテナン
ス（道内・東北地方）

2人

土木工事に係る車両・重機メンテナンス業務。ダ
ンプ・ユンボ・バックホー・掘削機等の車体の修
理・部品交換等の業務を行っていただきます。現
場は、道内及び東北地方が中心となります。週４
０時間勤務制。

北海道札幌市豊平区西岡
５条１３丁目１１番７号

株式会社　生酵元

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

（パ）調剤薬剤師（宮古中
央店）

2人

調剤薬局における調剤業務全般。第１類医薬品販
売業務に従事していただきます。

札幌市東区北２４条東２
０丁目１番２１号

株式会社　ツルハ
（ツルハドラッ
グ）雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）
又は 9時00分～17時00分の
間の6時間程度

岩手県宮古市

登録販売者（宮古市、紫波
町、盛岡市）

1人

ドラッグストアにおける医薬品・日用品等の接客
販売、商品管理などの業務全般に従事していただ
きます。登録販売者の資格を有する者に限る。

札幌市東区北２４条東２
０丁目１番２１号

株式会社　ツルハ
（ツルハドラッ
グ）雇用期間の定めなし

又は 8時30分～23時00分の
間の8時間程度

岩手県宮古市、他

土木工事作業員

3人

面談のうえ、六ヶ所村又は岩手県で土木作業に従
事していただきます。六ヶ所村（日本原燃（株）
構内の残土処理等）・岩手県（織笠漁港防潮堤工
事）・宿舎あり（個室・１日３食付、全額会社負
担）

青森県上北郡六ヶ所村大
字倉内字笹崎１０２６－
３

アイナイ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町、他

営業員（宮古出張所）

1人

当社取扱商品のルート販売営業（社用車によ
る）・現場打合せ・商品取付のための実測・見積
書作成・商品手配、納品管理・受注後の現場管
理、工程管理等。盛岡統括営業所他営業所、出張
所のいずれかの勤務となります（各営業所、出張

岩手県盛岡市向中野２－
２－２０【郵送先指定あ
り】

三和シャッター工
業株式会社　東日
本事業本部東北
盛岡統括営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

普通土木作業員「建設」

1人

土木作業に伴う業務全般を行います。土木工事現
場において土砂の掘削、埋戻し、整地等の業務と
なります。有資格者には重機操作も行っていただ
きます。車両系建設機械・玉掛け・小型移動式ク
レーン等の免許があれば優遇いたします。

岩手県宮古市千徳２４地
割２番地１

佐工業株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

重機オペレーター「建設」

1人

土木作業に伴う業務全般を行います。道路・水道
などの土木現場において重機を使用し、土砂の掘
削、埋戻し、整地等の業務となります。現場は主
に宮古市内・山田町・田野畑村となり社用車を使
用して移動します。経験者の方優遇、有資格者

岩手県宮古市千徳２４地
割２番地１

佐工業株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

現場代理人「建設」

1人

土木工事現場においての施工管理業務を担当しま
す。土木工事現場管理、パソコン（基本入力）で
の工事関連書類作成など行っていただきます。基
本として一人一つの現場を受け持ちます。現場へ
の移動は社用車を使用します。

岩手県宮古市千徳２４地
割２番地１

佐工業株式会社

雇用期間の定めなし

現場施工管理経験 岩手県宮古市
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(1) 9時30分～19時30分
155,000円～190,000円 (2) 9時30分～13時30分

正社員 不問 03030- 3459671
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
140,000円～160,000円

正社員 59歳以下 03030- 3461871
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
220,000円～242,000円

正社員以外 不問 03100- 2168771
普通自動車免許一種

(必須) (1) 8時00分～17時45分
250,000円～250,000円

正社員以外 不問 22020-20995471
普通自動車免許一種

（ＡＴ限定不可·必須) (1) 8時00分～17時45分
250,000円～250,000円

正社員以外 不問 22020-21004871
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
198,000円～220,000円

正社員 59歳以下 03030- 3438971
フォークリフト技能者 変形（１年単位）
中型一種（８ｔ限定） (1) 8時00分～17時00分

のいずれも 163,000円～205,000円

正社員 59歳以下 03030- 3440671
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

131,670円～155,925円

正社員 59歳以下 03030- 3441571
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(通勤用)
131,062円～145,042円

正社員以外 不問 03030- 3443771
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

131,062円～145,042円

正社員以外 不問 03030- 3444871
普通自動車免許一種

(1) 9時00分～18時00分
120,000円～120,000円

正社員以外 不問 03030- 3450571
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
（ＡＴ限定不可) (1) 6時30分～15時00分

140,000円～190,000円 (2)13時30分～22時00分
(3)15時00分～23時30分

正社員 59歳以下 03030- 3451471
大型自動車免許一種 変形（１年単位）
大型特殊自動車一種 (1) 8時00分～17時00分

フォークリフト技能者 141,050円～217,000円

正社員 不問 03100- 2159471
車両系基礎工事用運転 変形（１年単位）
大型特殊自動車一種 (1) 8時00分～17時00分
配管技能士（２級） 175,560円～254,100円 (2) 8時00分～16時30分

正社員 不問 03100- 2161971
変形（１ヶ月単位）
(1) 9時30分～18時15分

146,475円～185,535円 (2)10時30分～19時15分
(3)12時15分～21時00分

正社員以外 不問 04010-51977371
土木施工管理技士２級

雇用期間の定めなし 335,000円～455,000円

正社員 59歳以下 04010-52067071
牽引免許（一種）

フォークリフト技能者 (1) 8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 192,000円～312,000円

正社員 不問 44010-21636571

2

歯科助手

1人

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、院内の清掃などを行います。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

岩手県宮古市

事務及び販売

1人

事務業務及び販売業務に従事します。主に伝票処
理、帳簿作成、パソコンでの書類作成、店頭での
販売、商品の発注・受注、メール及びネット販売
の管理を行っていただきます。また事務所全体の
清掃・整頓も行っていただきます。

岩手県下閉伊郡山田町中
央町７－６

有限会社　木村商
店

雇用期間の定めなし

事務経験 岩手県下閉伊郡山田町

左官「建設」

1人

現場における左官業務（壁塗り、タイル張り等）
や、そのほか付随する業務を行ないます。朝、会
社に出勤してから現場まで行きます。現場が遠方
の場合は、その時の状況により宿泊する可能性が
ありますが、基本は日帰りとなります。詳細につ

岩手県久慈市大川目町１
４－５０－７

株式会社　中田工
業

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

左官経験者
岩手県宮古市、他

建方作業及び建方作業の指
揮・指導（岩手県）

1人

建方作業及び建方作業の指揮・指導。入社後、当
社研修施設にて当社基準・ルールに則った建方工
事方法を習得して頂きます。その後実際の建築現
場にて建方作業等に従事して頂きます。一年を通
じて同県内で安定した仕事が出来ます。

静岡県浜松市西区大久保
町１２２７－６（浜松技
術工業団地内）

株式会社　一条工
務店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

木造建築物の組立等の作業
経験２～３年以上（免許取

得の為）

新築戸建て住宅基礎工事一
式（岩手県）

2人

当社新築戸建住宅の基礎施工。一年を通じて同県
内で安定した仕事が出来ます。（作業着貸与・作
業靴貸与）



静岡県浜松市西区大久保
町１２２７－６（浜松技
術工業団地内）

株式会社　一条工
務店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

【必須経験】
住宅基礎工事経験(年数不
問)、車両系建設機械(整

地)経験(年数不問)

生コンプラント製造

2人

当社生コンプラント内において、コンクリート製
品製造全般の業務を行っていただきます。主に練
り混ぜ作業・操作盤（コンピュータ制御）にて計
量し練り混ぜる仕事となります。また、パソコン
を使用しての製造出荷業務も行っていただきま

岩手県下閉伊郡岩泉町門
字中瀬５１－８

小野新建設　株式
会社

雇用期間の定めなし

パソコン操作のできる方 岩手県下閉伊郡岩泉町

倉庫作業及び水産加工

2人

フォークリフトや手作業で冷凍倉庫内への入出庫
及び加工場や配送トラックへの積込み、積み出し
を行います。配送は４ｔ車を使用し、主に宮古魚
市場や田老倉庫までの運搬となります。その他、
鮮魚や冷凍している魚の加工及び箱詰め作業があ

岩手県宮古市藤原二丁目
２－１７

有限会社　佐々京
商店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

水産加工員

3人

水揚げされた鮮魚や冷凍している魚の加工、箱詰
め作業となります。加工処理は切り身、開き、衣
を付けての冷凍加工など様々です。時期により取
り扱う魚が異なります。未経験の方は箱詰めや簡
単な加工作業から始めて頂きます。

岩手県宮古市藤原二丁目
２－１７

有限会社　佐々京
商店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

レストランフロアー

2人

ゴルフ場のレストランにおいて、ご利用のお客様
の注文、配膳、片付け、清掃等を行います。他フ
ロアースタッフは３名おります。土日祝日働ける
方希望します。雇用期間は天候状況により前後し
ます。

岩手県宮古市大字崎山４
－８６－３

株式会社　宮古カ
ントリークラブ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 7時00分～17時00分の
間の7時間程度

岩手県宮古市

調理補助

2人

ゴルフ場調理場において食材の仕込み、調理（ゆ
でる、炒める等）盛付を行います。メニューは定
食、麺類、おつまみなどとなっております。他５
名スタッフがあります。土日祝日働ける方希望し
ます。雇用期間は天候により変動する場合があり

岩手県宮古市大字崎山４
－８６－３

株式会社　宮古カ
ントリークラブ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 7時00分～17時00分の
間の7時間程度

岩手県宮古市

ペットショップスタッフ

1人

ペットショップでの接客業務、電話応対、顧客管
理、在庫管理、ディスプレイ等も行います。当
ショップでお預かりしているペットの送迎業務、
散歩や食事等のお世話、施設全体の清掃業務、そ
の他業務に関わる雑務全般も行っていただきま

岩手県宮古市上鼻二丁目
５－５

株式会社　ＤＯＧ
１ハートフル

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業フロント係

1人

ホテルフロントでのお客様への対応、精算業務
（パソコン使用）、電話による予約業務を行いま
す。また、お客様の送迎（普通自動車）や、法事
等の配達、時には宴会時の飲食サービスもありま
す。中型・大型自動車免許のある方には送迎車

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

雇用期間の定めなし

パソコン（ワード・エクセ
ル）基本操作

岩手県下閉伊郡岩泉町

オペレーター（山田町）

1人

宮古営業所にてオペレーター業務全般を担当して
いただきます。【主な業務内容】重機による金属
スクラップの積込み、投入、荷下ろし等の業務。
その他の手作業による分別、選別等の業務。工場
構内の整理等付随する業務。

岩手県久慈市長内町３７
－１２－８

株式会社　青松

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

土木作業員、型枠大工、重
機オペレーター、配管工

1人

主に久慈管内の土木、建築等の現場作業に従事し
ていただきます。【主な業務内容】土木工事作
業・土砂の掘削や積み込み、埋め戻し・重機オペ
レーター及び大型車両などの運転など。就業時間
は（１）２月～１０月、（２）１１月～１月とな

岩手県久慈市山形町川井
８－１５－７

プレステック　株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

ジュエリー販売スタッフ
［エステール宮古店］

2人

宝石の店舗販売専門店「エステール」の店内で
ジュエリー・アクセサリーを販売するお仕事で
す。まずは誕生石を覚えたり、ジュエリーに触れ
る事から始めます。ＯＪＴ教育をしっかりと行い
ますので未経験の方もご安心ください。（簡単な

宮城県仙台市青葉区本町
２丁目１－２９仙台本町
ホンマビルディング４階

Ａｓ－ｍｅエス
テール　株式会社
仙台オフィス雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は 9時30分～21時00分の
間の7時間以上

岩手県宮古市

土木作業員

15人

一般土木作業全般。生コン打設・重機オペレー
ター・枠組み・大型ダンプの運転・その他雑務等
。作業現場は大分県内。県外（岩手県）での作業
あり。

大分県大分市大字毛井字
野仲８８６番地１

幸大株式会社

岩手県宮古市、他

土木技術者［宮古市］

2人

国交省や農林水産省、地方自治体等発注による公
共工事に伴う施工管理補助、品質管理、出来高管
理、または工事発注に関わる資料作成等の補助業
務に従事して頂きます。

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

又は 8時30分～17時30分の
間の8時間程度

岩手県宮古市


