
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時30分～17時30分

138,600円～138,600円

正社員以外 不問 03030- 4543271
交替制あり
(1) 8時30分～17時30分

121,032円～164,000円 (2)20時30分～ 5時30分

正社員 59歳以下 03030- 4544971
普通自動車免許一種

(通勤用） (1) 8時30分～17時30分
135,000円～209,500円

正社員 40歳以下 03030- 4547371
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

危険物取扱者（乙種）
138,600円～157,080円

正社員以外 不問 03030- 4550871
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

土木施工管理技士1級又
は

250,000円～500,000円
土木施工管理技士2級

正社員 59歳以下 03030- 4551271
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

車両系整地掘削用運転 (1) 8時00分～17時00分
180,180円～207,900円

正社員以外 59歳以下 03100- 2994271
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 9時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 170,000円～170,000円

正社員 不問 22010-34283671
普通自動車免許一種

（通勤用） (1) 8時00分～17時00分
154,000円～187,000円

正社員以外 18歳以上 03010-26346671
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

129,000円～140,000円 (2) 8時30分～12時30分

正社員 59歳以下 03030- 4484671

(1) 8時30分～17時15分
143,724円～192,850円

正社員以外 不問 03030- 4485571
普通自動車免許一種

(1) 9時00分～18時00分
140,800円～160,600円

正社員以外 不問 03030- 4486471

(1)11時45分～20時30分
130,112円～130,112円

正社員以外 不問 03030- 4490071
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

（通勤用） (1) 7時00分～16時00分
129,375円～138,000円 (2)13時00分～22時00分

正社員以外 64歳以下 03030- 4494471
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

（通勤用） (1) 8時00分～17時00分
135,000円～220,000円

正社員 64歳以下 03030- 4497271
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

（通勤用） (1) 8時30分～17時30分
130,000円～150,000円

正社員 不問 03030- 4498971
看護師
助産師 (1) 9時00分～17時30分

保健師のいずれか 215,000円～270,000円
普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 03030- 4500771
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
130,000円～300,000円

正社員以外 不問 03030- 4505071
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(通勤用） (1) 8時10分～17時10分
126,936円～126,936円

正社員 64歳以下 03030- 4506371
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時30分～17時30分

129,000円～135,000円

正社員 64歳以下 03030- 4507671
1

     （11月13日時点の内容です）

　　１１月６日　から　１１月１３日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は　１１月２２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
事業所名
求人番号

ＳＳスタッフ及びＬＰＧ販
売スタッフ

2人

ガソリン給油所において、給油作業、洗車、灯
油、タイヤ交換等を行っていただきます。またＬ
Ｐガスの配送作業、充填、検針があります。配送
エリアは岩泉町内と田野畑村となります。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字村木１８－１

泉金商事　株式会
社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

成形オペレーター

1人

コネクタ成形機のオペレーター業務を行います。
成形機への金型の取付、成形条件設定・操作及び
材料供給業務、製品の出来栄え確認となります。
未経験の方でも指導しますので応募お待ちしてお
ります。通信機械や自動車用電子機器などに幅広

岩手県宮古市板屋３－１
１－１５

株式会社　エム・
アイ・エス東北工
場雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

生産管理業務

1人

お客様の注文に対して納期管理と調整を行いま
す。簡単なパソコン業務（注文内容や生産数量の
入力、データ整理など）、電話対応、製品納期管
理、材料注文、製品出荷書類作成、出荷する製品
の梱包（段ボール箱詰め）などを行います。

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

セルフスタンド監視員（河
南給油所）

1人

河南給油所での業務になります。セルフサービス
式ガソリンスタンドにおけるお客様の給油と代金
精算の監視、スタンド構内の清掃作業、接客、電
話対応等の業務を行っていただきます。

岩手県宮古市茂市９－３
－６

株式会社　角登商
店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 又は 7時00分～22時00分の

間の8時間程度
岩手県宮古市

土木技術者「建設」

1人

公共土木工事現場の施工管理業務になります。施
工管理、積算見積業務や施工計画、工程管理、安
全管理、図面作成、写真管理などを行っていただ
きます。公共工事の無い時期は民間工事の土木作
業、解体工事、収集運搬作業を行っていただきま

岩手県宮古市黒森町９－
２８

丸信建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

店員及び事務／宮古市

1人

難聴で困っている人に適合する補聴器を選定し、
推奨する仕事です。十分な研修期間を持って始め
ますので補装具が初めての方でも心配ありませ
ん。簡単なパソコン操作・記帳事務もあります。

静岡県静岡市葵区馬場町
１１６番地

新日本補聴器　株
式会社

簡単なパソコン操作 岩手県宮古市

重機オペレーター「建設」

3人

土木工事現場での重機運転手。バックホー等を運
転し、掘削、積込み作業、現場の状況により、土
木作業等にも従事。現場は、久慈管内及び下閉伊
郡となります。（主に久慈管内となりますが、田
野畑周辺・宮古管内となる場合もあります。）

岩手県久慈市夏井町鳥谷
８－５０－５

株式会社　正栄

雇用期間の定めなし

土木工事経験者 岩手県下閉伊郡田野畑村、他

警備員（盛岡広域振興局土
木部管内）＜急募＞

2人

盛岡広域振興局土木部管内道路排水設備清掃業務
のための交通誘導業務を行っていただきます。賃
金は、年齢・経験・能力により決定いたします。
５９歳以下：日給８０００円～８５００円、６０
歳以上：日給７０００円～７５００円。

岩手県盛岡市中央通二丁
目３番１２－４０３号

阿部商事警備業部
ＳＥＣＵＲＩＴＹ
ａｂｅ　阿部　克
巳

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

看護助手「看護」

1人

当医院内において、医師の指示のもと、診察介
助、患者さんの呼出し、検査伝票の入力、内視鏡
の洗浄、院内清掃等を行っていただきます。人と
接することが好きな方を歓迎します。パソコン等
の知識は不要です。

岩手県宮古市西町三丁目
３番７号

林整形外科・内科
医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務補助

1人

東北地方整備局三陸国道事務所において、文書の
作成、管理、保管、電話対応、来客対応（お茶出
し）、パソコン（ワード、エクセル等）を使用し
ての書類の浄書等の一般事務（補助）となりま
す。

岩手県宮古市藤の川４番
１号

国土交通省　東北
地方整備局　三陸
国道事務所雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）
パソコン(ワード、エクセ
ル等)が容易に扱えること

岩手県宮古市

介護職員（日勤／特別養護
老人ホーム）「介護」

1人

特別養護老人ホームおよび、短期入所生活介護事
業所の利用者への介護業務全般を行います。利用
者への食事、入浴、排泄などの介護。レクリエー
ション活動等やその他雑務等を行います。利用者
１０６名程度を、２６名前後のスタッフで交代で

岩手県宮古市田老字養呂
地６番地２

社会福祉法人　田
老和心会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

郵便内務作業

1人

郵便局内において主に窓口における郵便物等の引
受、交付作業に従事していただきます。お客様が
持ち込まれた郵便物等のサイズ確認、端末入力、
料金の精算。不在郵便の交付などを行います。

岩手県宮古市栄町１－７ 日本郵便株式会社
郵便事業総本部
宮古郵便局雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上） 岩手県宮古市

レストランサービス

1人

営業課に配属され、レストランサービスとして朝
食・夕食の配膳、後片付けをしていただきます。
繁忙期には、他の業務の応援もしていただきま
す。初めての方にも指導しますのでご応募くださ
い。

岩手県宮古市田老字向新
田１４８

株式会社　グリー
ンピア三陸みやこ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

機械加工オペレーター

1人

機械加工オペレーターＮＣ旋盤、又はマシニング
センターで材料（金属）を図面通りに加工する仕
事です。旋盤又はマシニングセンターのオペレー
ター経験者であれば尚可で優遇します。未経験者
の方でも指導しますので、やる気のある方を希望

岩手県宮古市津軽石１６
－９－１

株式会社　コアク
ラフト

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

工作機械オペレーター・発
送係（正社員）

2人

金属プレートの切断、フライス、研磨、面取り等
加工業務を行っていただきます。その他、製品の
真空パック、梱包、送り状貼りつけ、発送品の移
動・運搬（手作業）などの作業も行っていただき
ます。機械操作は初心者でも１ヶ月程度で習得で

岩手県下閉伊郡山田町船
越９－２１８－１

株式会社ユーメリ
ア岩手

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

訪問看護「看護」

2人

在宅療養する患者さんのご自宅に訪問し、主治医
の指示により看護業務を行います。１日の訪問件
数は平均４件となります。主に在宅療養、介護方
法の指導、医療器具、医療機器の管理、注射、点
滴等になります。報告書作成があり簡単なパソコ

岩手県宮古市宮町二丁目
２番１９号

株式会社　メディ
ケア・システム

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

山林作業員

5人

山林作業全般を行います。立木の伐採、玉切り、
枝払い作業、グラップルやフォワーダを使っての
作業道作設や木の集材、植林、下刈り等となりま
す。業務上必要な資格は入社後に取得可能です。
資格取得費用は当社で負担いたします。

岩手県宮古市黒田町６－
１

株式会社　国際資
源サービス

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

縫製工

2人

主に官公庁の制服を製造しています。裁断された
生地をミシンで縫製加工を行います。１３名のグ
ループの中で、パーツごとに分かれ、ライン作業
を行います。未経験でも担当が指導しますので、
安心してご応募下さい。

岩手県宮古市蟇目８－１
２０

有限会社　興亜被
服工業所　宮古工
場雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

クリンクルー／正社員

2人

各現場の代替及び補充要員となります。主に宮古
市内の事業所や商店などの清掃業務（フロアー・
玄関・トイレ、モップ掛け、ワックス等）を行い
ます。その他定期、臨時受注清掃があります。各
現場への移動は社用車を使用となり１日あたり１

岩手県宮古市長町１丁目
９－１７

リアス環境管理
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

◎ この求人情報は、発行日現在、有効中の求人を掲載しています。       ◎ 面接には、ハローワークの紹介状をご持参ください。 

◎ すでに、募集を締め切っている場合もありますので、ご注意ください。 

TEL 0193－63－8609 

ハローワーク 宮古 

宮古公共職業安定所 

◎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。 フルタイム ◎ この求人情報は、発行日現在、有効中の求人を掲載しています。       ◎ 面接には、ハローワークの紹介状をご持参ください。 

◎ すでに、募集を締め切っている場合もありますので、ご注意ください。 

TEL 0193－63－8609 

ハローワーク 宮古 

宮古公共職業安定所 

◎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。 フルタイム 

平成２９年１１月１６日発行  



自動車整備士（３級）
普通自動車免許一種 (1) 8時00分～17時00分
（ＡＴ限定不可） 170,000円～180,000円

正社員 不問 03030- 4508571
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

145,000円～145,000円 (2) 9時00分～18時00分

正社員 30歳以下 03030- 4509471
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

国内旅行業務管理者 220,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030- 4510271
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 180,000円～220,000円

正社員 64歳以下 03030- 4511971
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 140,000円～150,000円

正社員 64歳以下 03030- 4512171
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(通勤用） (1) 8時00分～17時00分
180,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03030- 4516571
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(通勤用） (1) 5時30分～14時30分
150,000円～155,000円 (2) 8時30分～17時30分

(3) 9時00分～18時00分

正社員以外 不問 03030- 4519871
看護師又は 変形（１ヶ月単位）
准看護師 (1) 7時30分～16時30分

普通自動車免許一種 160,000円～210,000円 (2) 9時00分～18時00分
(3)12時00分～21時00分

正社員以外 不問 03030- 4520171
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 8時15分～17時15分

127,859円～127,859円

正社員以外 64歳以下 03030- 4521071
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(通勤用） (1) 8時00分～17時00分
126,000円～140,000円 (2)20時00分～ 5時00分

正社員 59歳以下 03030- 4523671
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(通勤用） (1) 8時00分～17時00分
140,000円～160,000円

正社員 59歳以下 03030- 4524571
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(通勤用） (1) 8時00分～17時00分
126,000円～145,000円

正社員 59歳以下 03030- 4525471
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時30分～17時15分

274,260円～274,260円

正社員以外 不問 03030- 4526771
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

186,400円～302,900円

正社員 不問 03030- 4527871
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(通勤用） (1) 8時00分～17時00分
157,700円～157,700円

正社員 40歳以下 03030- 4528271
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(通勤用） (1) 8時30分～17時30分
142,000円～250,000円

正社員 61歳以下 03030- 4529971
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(通勤用） (1) 8時30分～17時30分
160,000円～180,000円

正社員 61歳以下 03030- 4530371
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(通勤用） (1) 8時30分～17時30分
140,000円～180,000円

正社員 61歳以下 03030- 4531671
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(通勤用） (1) 8時30分～17時30分
150,000円～200,000円

正社員 61歳以下 03030- 4532571
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(通勤用） (1) 0時00分～ 9時00分
170,000円～230,000円

正社員 18歳～61歳 03030- 4533471
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時00分～17時00分

165,000円～190,000円

正社員 35歳以下 03030- 4535871
2

現場担当責任者（候補）

1人

フカヒレの加工作業に従事していただきます。原
料のフカヒレを乾燥、選別、梱包、加工の準備を
行います。原料は冷凍品と乾燥品があり、冷凍品
の入出庫の為、冷凍庫内作業も行います。初めは
現場作業を覚えながら、将来は現場担当責任者を

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根１３－８０－２１

株式会社　萬平
東北工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

プラスチック成形オペレー
タ（経験者）／夜勤のみ

2人

電子部品（コネクタ）用精密金型と射出成型機、
自動機を使用し、プラスチック成形品、コネクタ
の製造を行います。射出成型機を一人で数台担当
し、成形機の安定稼働を正面から支える重要な仕
事です。当面は日勤にて作業内容を習得の後、夜

岩手県宮古市大字崎鍬ヶ
崎第９地割３０番地

モルデック株式会
社　宮古工場

雇用期間の定めなし

成形オペレーター経験者 岩手県宮古市

プラスチック成形オペレー
タ（経験者）／日勤

2人

電子部品（コネクタ）用精密金型と射出成型機、
自動機を使用し、プラスチック成形品、コネクタ
の製造を行います。射出成型機を一人で数台担当
し、成形機の安定稼働を正面から支える重要な仕
事です。

岩手県宮古市大字崎鍬ヶ
崎第９地割３０番地

モルデック株式会
社　宮古工場

雇用期間の定めなし

成形オペレーター経験者 岩手県宮古市

プラスチック成形オペレー
タ／日勤

2人

電子部品（コネクタ）用精密金型と射出成型機、
自動機を使用し、プラスチック成形品、コネクタ
の製造を行います。射出成型機を一人で数台担当
し、成形機の安定稼働を正面から支える重要な仕
事です。未経験の方のも丁寧に指導します。

岩手県宮古市大字崎鍬ヶ
崎第９地割３０番地

モルデック株式会
社　宮古工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般事務（総務部）

1人

工場での総務全般の業務となります。パソコンや
社内システムを使用し、勤怠・仕入確認、経理処
理等を行い、小口現金の入出金管理、電話対応に
ついても行います。諸手続きで外出（社用車使
用）を行うこともあります。

岩手県宮古市大字崎鍬ヶ
崎第９地割３０番地

モルデック株式会
社　宮古工場

雇用期間の定めなし

総務関連の事務経験者 岩手県宮古市

成形金型の保守・メンテナ
ンス

2人

プラスチック成形用精密金型の保守メンテナンス
業務となります。成形後の金型のクリーニング及
び保守メンテナンスを行うことで、高品質の成形
品を生産することが出来る重要な業務となります
が、自分がメンテナンスした金型で数多くの製品

岩手県宮古市大字崎鍬ヶ
崎第９地割３０番地

モルデック株式会
社　宮古工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

製材工

2人

製材、木工、チップの生産作業や、機械操作を
行っていただきます。木材加工は材木を手で機械
に入れるため、体力を要する作業です。機械操作
は業務内容を覚えていただいてから指導いたしま
す。

岩手県宮古市茂市第２地
割日向１９４

株式会社　小林三
之助商店　岩手工
場雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

塗装工（見習い可）「建
設」

3人

建築物等の保護や美観に関わる塗装・吹き付け及
びそれに付随した作業全般に従事していただきま
す。主に一般住宅・ビル、公営住宅、病院等を
行っております。現場には事務所集合で乗合で移
動となります。年１回程度、主に東北圏内の出張

岩手県下閉伊郡山田町織
笠第１４地割３２番地２
２９

有限会社　サワダ
建装

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町、他

技能／宮古土木センター

1人

パトロール車を運転または搭乗し、道路状況の監
視、道路補修（路面の穴ぼこ修繕）、張り出した
枝、落石の除去、動物の死がい除去等になりま
す。パソコンを使用し報告等を入力作業もありま
す。監視や補修範囲は宮古市、山田町となりま

岩手県宮古市五月町１番
２０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）

パソコン操作（ワード・エ
クセル）ができる方

岩手県宮古市、他

品質管理

1人

製造工程における各品質データを採取・集計・報
告する、品質管理全般の業務となります。お客様
に対する品質データの定期報告もあります。主な
担当業務：部品の測定作業（機械を使用）、測定
結果まとめ報告、各帳票類の管理。製造・生産工

岩手県宮古市津軽石第１
６地割９番１

株式会社　中村電
子

雇用期間の定めなし

パソコン(エクセル・ワー
ド)入力操作ができること

岩手県宮古市

電気・機械エンジニア

1人

電子機器部品を組立する装置の保守・メンテナン
スをしていただきます。電気又は機械メンテナン
スの業務経験がある方や電気ハード・ソフト系、
機械工作、メカニック等の分野で経験のある方を
採用面で優遇します。

岩手県宮古市津軽石第１
６地割９番１

株式会社　中村電
子

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

成形・組立オペレーター

2人

電子機器部品（コネクター）の個品（部品）や製
品の成形・組立オペレーター業務をしていただき
ます。勤務形態として約３ヶ月間の昼勤での業務
実習後、昼夜の交代勤務のシフトに入っていただ
きます。

岩手県宮古市津軽石第１
６地割９番１

株式会社　中村電
子

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務補助

1人

営業担当の指示において、商品受注業務、パソコ
ンを使用し営業書類事務処理業務、規格書や仕様
書作成等、電話対応などをしていただきます。そ
の他、市内にイカなどの冷凍商品を社用車（ワン
ボックス）で配達も行います。入社後に指導いた

岩手県宮古市長町二丁目
３－１

共和水産　株式会
社

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード・エ
クセル）のできる方

岩手県宮古市

看護師（臨時職員）「看
護」

1人

配属先の当法人各施設においての看護業務を行い
ます。障がい者、高齢者等の利用者・入所者の日
常活動支援、健康管理バイタルチェック、服薬管
理等を行います。又、場合によっては介護支援業
務があります。経験あれば尚可。１年更新

岩手県下閉伊郡山田町山
田１－１１－３

社会福祉法人　親
和会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

調理員（臨時職員）

1人

いずれかの施設での調理や弁当の調理業務に従事
していただきます。野菜の下処理、配膳、洗浄作
業、清掃作業も行います。恵の里給食センターで
は４施設利用者の朝食、昼食、夕食約３００食分
を調理員４名体制、きずな保育園では約２０食分

岩手県下閉伊郡山田町山
田１－１１－３

社会福祉法人　親
和会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

塗装工

1人

工場内において、製品の塗装工に従事していただ
きます。塗装は前処理、下塗り、中塗り、上塗り
と行い手作業での作業となります。担当がおりま
すので、未経験でも応募可能です。当社は食品、
魚類加工工場などの残さい処理プラントや、ち

岩手県宮古市津軽石第１
３地割大判川３６５－１
５

竹田工業　株式会
社

雇用期間の定めなし

経験者 岩手県宮古市

雇用期間の定めなし

運送業での経験 岩手県下閉伊郡岩泉町

販売員（大通）≪急募≫

1人

大通店において鮮魚類の店頭販売業務を行ってい
ただきます。商品の説明、レジ、袋詰め、品出
し、陳列など、接客業務をメインとした店内業務
です。また、地方発送等の対応もあります。

岩手県宮古市大通三丁目
６－４５

株式会社　佐々由

岩手県宮古市

事務・電話受付

1人

当社事務所において、パソコン(ワード・エクセ
ル)を使用し運転手の運行管理作成、時刻表管理、
見積書や請求書の作成、郵便物収受、問合せなど
の電話対応、事務所内清掃等を行います。

岩チ県下閉伊郡岩泉町門
字町６６－１

小川タクシー　株
式会社　本社営業
所

岩手県下閉伊郡岩泉町

自動車整備・修理工

1人

お客様より預かった自動車の車検整備・点検及び
修理全般を行います。また、お客様への説明及び
車両引き取り、納車の業務も行っていただきま
す。将来的には現場でのリーダーとして活躍して
いただける方を募集します。経験の少ない方も歓

岩手県宮古市宮町四丁目
２－８

有限会社　宮古ホ
ンダ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

石油類販売

2人

ガソリンスタンドでの業務に従事していただきま
す。主に給油、オイル交換、タイヤ交換、パンク
修理、洗車、灯油配達の仕事となります。配達は
主に町内（１０ｋｍ以内の範囲）です。入社後、
危険物の資格取得に向けて取り組んでいただきま

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字三本松１９－２

株式会社　協栄商
会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

運行管理者兼所長候補

1人

タクシー及びバス等の運行管理を安全に遂行する
業務となります。乗務員の配車を組んだり、乗務
員への指導、健康状態の把握、運行状況の把握、
車両の整備管理等になります。また所長候補とし
ても総括的な役割と、得意先への営業等の業務も

岩チ県下閉伊郡岩泉町門
字町６６－１

小川タクシー　株
式会社　本社営業
所



普通自動車免許一種 変形（１年単位）
(通勤用） (1) 8時20分～17時00分

127,927円～127,927円

正社員 59歳以下 03030- 4536271
普通自動車免許一種 交替制あり

(通勤用） (1) 7時30分～16時30分
155,000円～207,000円 (2)18時30分～ 3時30分

正社員 35歳以下 03030- 4537971
普通自動車免許一種

(通勤用） (1) 8時30分～17時30分
155,000円～207,000円 (2)10時30分～19時30分

正社員 40歳以下 03030- 4538171
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時45分～17時00分

雇用期間の定めなし 160,000円～180,000円 (2) 9時00分～17時00分

正社員 60歳以下 03030- 4539071
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

161,700円～184,800円

正社員 64歳以下 03030- 4540471
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
(ＡＴ限定不可·必須) (1) 8時00分～17時00分

231,000円～346,500円

正社員 64歳以下 03030- 4541771
保育士

小学校教諭免許 (1) 8時30分～17時15分
168,000円～168,000円 (2) 9時30分～18時15分

正社員以外 不問 03030- 4542871
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
雇用期間の定めなし 380,000円～450,000円

無期雇用派遣 59歳以下 04010-72951771
理学療法士
作業療法士 (1) 8時30分～17時30分

言語聴覚士のいずれか 237,031円～294,843円
普通自動車免許一種

正社員 不問 13070- 4277772
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時45分～17時45分
160,000円～212,000円 (2)10時45分～19時45分

(3)12時15分～21時15分

正社員 35歳以下 15070- 8441671
普通自動車免許一種

土木施工管理技士１級 (1) 8時00分～17時00分
土木施工管理技士２級 264,000円～440,000円

(必須)

正社員 不問 37020-11526671
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～17時50分
150,000円～200,000円

正社員 40歳以下 03010-26761771
美容師

(1) 9時30分～18時00分
132,000円～200,000円

正社員 不問 03030- 4559771

(1) 8時30分～17時15分
123,816円～172,056円

正社員以外 不問 03030- 4561171
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
普通自動車免許一種

正社員 不問 03100- 3036971
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
328,261円～526,277円

正社員 64歳以下 04010-73941371

(1) 8時30分～17時15分
125,870円～145,960円

正社員以外 不問 03030- 4552971
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

128,800円～138,000円

正社員 59歳以下 03030- 4553171
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
171,750円～206,100円

正社員 不問 03030- 4554071
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
279,000円～279,000円

正社員以外 不問 40090- 5469471
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 01240-23358071
3

型枠大工

20人

東北震災復旧工事。土木建設作業内で必要となる
型枠工事、各現場に配置。

福岡県田川郡川崎町大字
池尻３４７－１

竹内産業株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 土木現場通年５年以上

支保工作業経験者
岩手県宮古市、他

土木作業員「建設」≪急募
≫

2人

大槌町内～宮古市内の各現場において、一般土木
作業全般に従事していただきます。一般住宅、外
溝工事（Ｌ型擁壁、地崎ブロック、インターロッ
キング、駐車場、フェンス、その他）。経験者優
遇。

岩手県下閉伊郡山田町織
笠９－１２－４

株式会社　越田土
建

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町、他

事務員

1人

一般事務および経理事務を担当していただきま
す。主に請求書作成、パソコンへの入力、帳簿処
理、給与計算、小口現金の管理などを行います。
その他来客、電話対応、清掃などの雑務作業もあ
ります。他にも事務担当者がおりますので、指示

岩手県宮古市磯鶏１丁目
５－２８

豊田木材　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務経験
パソコン操作（ワード・エ

クセル）が出来る方

事務補助（２）（臨時職
員）

1人

職員の指示のもと、パソコン（ワード・エクセ
ル）を使用しての数字入力及び文書作成や、電話
対応、来客対応、各種書類のコピー作業、郵便物
の発送、収受等の業務に従事していただきます。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字松橋２４－３

沿岸広域振興局
土木部　岩泉土木
センター雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
パソコン操作（ワード・エ

クセル）のできる方
岩手県下閉伊郡岩泉町

土木施工管理［盛岡市・宮
古市］

3人

工事竣工まで、現場管理をするお仕事です。土木
現場施工管理補助になります。（お仕事の内容）
現場管理、測量、丁張り、写真管理、安全管理、
書類作成。赴任・帰任・帰省旅費を実費支給。遠
隔地の方には宿舎をご用意いたします。第２・４

宮城県仙台市宮城野区榴
岡３丁目１０－７　サン
ライン第６６ビル７階

株式会社　ナス
キー　仙台東口支
店雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

　施工管理経験がある方希
望。ご経験が浅い方も可能

です。ご相談下さい。

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

事務補助員（医療クラー
ク）

1人

医師の事務作業補助の業務全般を行っていただき
ます。診断書などの文書作成補助、診療記録への
代行入力、医療の質の向上に資する事務作業等の
業務を行います。各種資料作成などにはパソコン
を使用します。医療秘書の資格、病院勤務経験が

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎１
－１１－２６

岩手県立　宮古病
院

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

パソコン操作（ワード・エ
クセル）
事務経験

美容師

1人

美容室「ＣＬＡＰ　ＨＡＩＲ」にて、カット、
パーマ、カラーリングなどの美容業務全般を行い
ます。勤務時間は、９：３０～１８：００までの
間で調整します。週４４時間以内の勤務となりま
す。

岩手県宮古市南町１２－
２５

ＣＬＡＰ　ＨＡＩ
Ｒ

雇用期間の定めなし

経験者 岩手県宮古市

カーライフアドバイザー
（宮古店）

2人

新車および中古車の販売。既納先のお客様の対
応、店頭でのお客様対応が主な仕事になります。
車選びや車生活のアドバイス・新車および中古車
の商品説明・顧客データ管理業務・新車および中
古車の清掃他。

岩手県盛岡市三本柳５地
割２９ー２５

日産チェリー岩手
販売　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木施工管理者［岩手県釜
石市・宮古市・遠野市］

2人

造成、河川、海岸、道路、一般土木工事等におけ
る一般作業及び施工管理に従事します。１級・２
級土木施工管理技士の有資格者には、土木建設現
場における現場監督及び施工管理業務に従事して
いただきます。経験・スキルの高い方急募！！

香川県善通寺市善通寺町
１８７８

貴山　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

販売・店舗運営職（リー
ジョナル社員）

2人

ホームセンターでの接客、販売、売場づくり、商
品管理、店長代行業務などの仕事です。生活用品
から建築・農業用品まで、幅広い品揃えで、お客
様の層も広く、得意分野とやりがいを見つけやす
い仕事です。各種研修、商品知識勉強会、資格取

新潟市南区清水４５０１
番地１

株式会社コメリ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

訪問リハビリテーション／
宮古

5人

本財団は、日本理学療法士協会・日本作業療法士
協会・日本言語聴覚士協会が共同出資し、被災者
の支援を目的として創設致しました。福島県・宮
城県・岩手県の被災者および高齢者の支援とし
て、専門的な在宅での理学療法や作業療法、言語

東京都渋谷区干駄ヶ谷３
－８－５

一般財団法人　訪
問リハビリテー
ション振興財団雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

（派）宮古盛岡横断道路改
良工事の施工管理／急募

1人

宮古盛岡横断道路改良工事の施工管理業務。測
量・丁張り、安全管理、写真撮影。ワードエクセ
ルを使用した書類作成等。ＡｕｔｏＣＡＤを用い
た図面修正。＊急募＊

宮城県仙台市宮城野区宮城
野２丁目１４－１１　アー
バンコート２０７

十勝技術開発　株
式会社　東北営業
所

岩手県宮古市

土木工事現場での施工管理
経験

Word·Excelの使用経験
AutoCAD使用経験

児童指導員

1人

児童クラブにおいて、小学生を対象に、放課後や
長期休みに児童の遊び、宿題、おやつの準備など
生活の場を提供する仕事です。児童数は３０～４
０名となります。保育士・教員免許等の資格保持
者対象求人です。雇用期間終了後は６ヶ月毎の更

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字森の越４番地１４

社会福祉法人　岩
泉町社会福祉協議
会雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

足場作業員「建設」

4人

各現場において足場組立、解体作業員に従事して
います。現場では２～３名で作業を行います。そ
の他足場作業がない場合は土木作業も行っていた
だきます。屋外での作業で力仕事のため、体力に
自信のある方を希望します。中型自動車免許あれ

岩手県宮古市根市第６地
割７番地１

有限会社　伊藤総
業

雇用期間の定めなし

足場組立経験２年以上 岩手県宮古市、他

足場補助作業員「建設」

2人

各現場において足場組立、解体作業のに従事して
います。作業員の手元や資材の運搬等になります
が、将来は組立、解体も行い２～３名で作業とな
ります。その他足場作業がない場合は土木作業も
行っていただきます。屋外での作業となります。

岩手県宮古市根市第６地
割７番地１

有限会社　伊藤総
業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

自動車鈑金・塗装工≪急募
≫

1人

自動車鈑金塗装工として、自動車の修理鈑金や塗
装などの業務全般に従事していただきます。車の
キズやへこみ等を修理し塗装する作業です。その
他付随する業務も行っていただきます。

岩手県宮古市田鎖第９地
割５－２

有限会社　スカイ
オートギャラリー

経験者 岩手県宮古市

管理業務

1人

外注先手配及び受入れ作業、進捗確認の業務にな
ります。受注関係のデータ入力を主にパソコンを
使った操作があります。専用ソフトを使った作業
となります。その他、電話対応などもあります。
（未経験者も応募可能です。）

岩手県宮古市松山第１地
割２９番地１

パンチ工業株式会
社　宮古工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

工作機械オペレーター

2人

工作機械（汎用又は自動機）による、金属製品の
切削又は研削加工作業の業務をしていただきま
す。汎用機は手動作業、自動機はコンピュータ画
面での入力作業となります。ほとんどが立ち仕事
となります。交替勤務は１～３ヶ月間後状況見な

岩手県宮古市松山第１地
割２９番地１

パンチ工業株式会
社　宮古工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

婦人服製造

3人

婦人服の製造に関する業務です。「２枚の生地を
揃えて、ミシンで接ぎ合わせをする」「生地に印
を付ける」「アイロンを使用し芯を貼る」などの
簡単な作業から覚えていただきます。未経験の方
も指導しますので、ご応募お待ちしています。

岩手県宮古市千徳第１３
地割５０番地

有限会社　クラス
ター

雇用期間の定めなし

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



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 01240-23368371
登録販売者（医薬品） 交替制あり

雇用期間の定めなし 175,000円～305,000円

正社員 59歳以下 01240-23394571
土木施工管理技士１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

200,000円～300,000円

正社員 59歳以下 03030- 4565571
建築施工管理技士１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

200,000円～300,000円

正社員 59歳以下 03030- 4566471
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
132,500円～136,500円

正社員 64歳以下 03030- 4568871

(1) 9時30分～18時30分
125,550円～125,550円 (2)10時30分～19時30分

正社員以外 不問 03030- 4569271
普通自動車免許一種

警備員指導教育責任者 (1) 9時00分～18時00分
雇用期間の定めなし (二号業務) 290,000円～303,600円

正社員 18歳～59歳 04010-74381671
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

264,000円～264,000円

正社員以外 不問 04070- 3768771
車両系基礎工事用運転 変形（１ヶ月単位）
車両系整地掘削用運転 (1) 8時00分～17時00分

車両系解体用運転 308,000円～330,000円

正社員以外 不問 04070- 3769871
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 01010-44145771

(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 01010-44149171

(1) 9時00分～17時00分
154,000円～154,000円

有期雇用派遣 不問 03010-26998771
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
186,400円～186,400円

正社員 39歳以下 03011-  853071
看護師

普通自動車免許一種 (1) 8時30分～17時15分
143,900円～243,100円

正社員以外 不問 03030- 4572671
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(通勤用) (1) 8時20分～17時20分
142,600円～142,600円

正社員 59歳以下 03030- 4574471
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

介護支援専門員 (1) 8時00分～17時00分
196,000円～290,000円

正社員 64歳以下 03030- 4575771
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
149,000円～196,000円

正社員 64歳以下 03030- 4576871
玉掛技能者 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
260,400円～260,400円

正社員以外 不問 04010-74551771
車両系基礎工事用運転 変形（１年単位）
車両系整地掘削用運転 (1) 8時00分～17時00分

車両系解体用運転 303,800円～325,500円

正社員以外 不問 04010-74555171

4

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）

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

（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

土木技術者「建設」

1人

土木部で現場の施工管理や工程・品質・安全管理
業務を行います。主に公共事業（道路・港湾・河
川など）ですが、一部民間事業も請負っていま
す。現場は主に宮古市内となり、移動は社有車を
使用します。道路・港湾・河川等、どの工事にも

岩手県宮古市宮町一丁目
３－５

陸中建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

道路・港湾・河川等の施工
管理の経験があること

PC操作(Word·Excel)のでき
る方

建築技術者「建設」

1人

建築部で現場の施工管理や工程・品質・安全管理
業務を行います。店舗・事務所等の改修から、学
校・施設などの公共事業（木造建築から鉄骨建
築）まで幅広く請負っています。現場は、主に宮
古市・下閉伊管内となります。現場や打ち合わせ

岩手県宮古市宮町一丁目
３－５

陸中建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード・エ
クセル）のできる方

岩手県宮古市、他

検査員

1人

携帯電話やスマートフォン等に使用されるコネク
ター（電子部品）の検査を行います。顕微鏡や測
定器を使用して測定を行い、品質の確認をしま
す。測定データをパソコンにて入力しデータをま
とめます。知識、経験等不足していても指導いた

【郵送先は別住所】下閉
伊郡田野畑村奥地向６９
番地

有限会社　菊地電
子工業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売（シフト勤務）≪急募
≫

1人

店内においてスポーツ用品の販売を行っていただ
きます。お客様の対応、商品説明、レジ業務、電
話対応。また商品陳列や補充、品出し、伝票入
力、清掃なども行っていただきます。

岩手県宮古市長町１丁目
６－２２

株式会社　ヴィクト
リア　ネクサスカン
パニー　タケダス
ポーツ　宮古店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 又は 9時30分～19時30分の

間の6時間以上
岩手県宮古市

営業所長候補［盛岡市／宮
古市／釜石市］

1人

警備関係営業・業務・管理全般。新規顧客の開
拓・各種契約書の作成、契約の締結・顧客ニーズ
に合わせた各種提案・営業所の売上等数値管理・
社員のケア他。

宮城県仙台市青葉区国分町
１丁目７－１８　白蜂広瀬
通ビル２階

東洋ワークセキュ
リティ　株式会社

営業経験者 岩手県宮古市、他

土木作業員【岩手県岩泉
町】

5人

土木作業に従事して頂きます。
・ガレキ選別
・Ｕ字溝入れ作業等


宮城県登米市迫町佐沼字
光ケ丘７４

株式会社　ＫＹ
ｃｏｒｐｏｒａｔ
ｉｏｎ雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上） 岩手県下閉伊郡岩泉町

重機オペレーター【岩手県
岩泉町】

5人

建設現場での重機作業に従事して頂きます。
・ガレキ選別
・Ｕ字溝入れの伴う重機作業等


宮城県登米市迫町佐沼字
光ケ丘７４

株式会社　ＫＹ
ｃｏｒｐｏｒａｔ
ｉｏｎ雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上） 岩手県下閉伊郡岩泉町

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

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

部署アシスタント（宮古
市）

1人

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。ベンダー管理事務全般。外部委託先審査
事務（受付、書類内容確認、結果通知、データ入
力・編集、ファイリング、その他付随業務（照会
依頼など）・部内庶務。

岩手県盛岡市盛岡駅西通
２－９－１　マリオス
１３階

株式会社　パソナ
パソナ・盛岡

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

ワード、エクセル基本操作 岩手県宮古市

戸建住宅基礎工（手元）
「建設」

3人

個人邸の住宅基礎工事の補助作業。入社後は現場
の準備・片付けなど、型枠大工職人の全体的なサ
ポートをしながら、ノウハウを覚えていただきま
す。その他職人の指示による雑務を含めた仕事内
容となります。

岩手県岩手郡葛巻町葛巻
第２８地割６３番地２３

株式会社　集和建
工

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

看護師／そら・ちふな「看
護」

1人

生活介護事業所「そら」、共同生活事業所「ちふ
な」において、通所している利用者（定員２０～
２８名）の健康状態の確認、服薬管理、日中活動
の支援、通院の付添い、その他付随する業務を
行っていただきます。記録作成等でパソコン入力

岩手県宮古市松山第８地
割１９－１

社会福祉法人　岩
手県社会福祉事業
団　松山荘雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
パソコン操作（文書入力程

度）
岩手県宮古市

事務員

1人

病院医事課か総務課内での一般事務業務です。パ
ソコンを使用して、データ入力および書類作成を
行うことが主な仕事の内容となります。その他、
電話応対、来客応対など付随する業務を行いま
す。パソコン関連資格があれば尚可。将来的に日

岩手県宮古市山口五丁目
３番２０号

社団医療法人　新
和会

雇用期間の定めなし

パソコン(ワード・エクセ
ル)入力操作ができること

岩手県宮古市

介護支援専門員「介護」

1人

午前中は、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）もありま
す。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。午後は、介護サービス計画の作

岩手県下閉伊郡岩泉町浅
内字下栗畑８０の６

株式会社クオール
（デイサービスす
ずらん）雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

介護員「介護」

2人

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）もあります。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。

岩手県下閉伊郡岩泉町浅
内字下栗畑８０の６

株式会社クオール
（デイサービスす
ずらん）雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

土木作業員［下閉伊郡岩泉
町］

5人

・ガレキ選別
・Ｕ字溝入れ作業等
＊１年毎契約更新


宮城県仙台市太白区越路
２２－７

株式会社　ＡＫ
ホールディングス

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡岩泉町

重機オペレーター［下閉伊
郡岩泉町］

5人

・ガレキ選別
・Ｕ字溝入れ作業等
・重機オペレーター
＊１年毎契約更新

宮城県仙台市太白区越路
２２－７

株式会社　ＡＫ
ホールディングス

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡岩泉町


