
玉掛技能者 変形（１ヶ月単位）
中型自動車免許一種又は (1) 8時00分～17時00分
中型一種（８ｔ限定） 275,000円～275,000円

正社員以外 18歳～64歳 01040- 6932381土木施工管理技士1級又
は

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 300,000円～350,000円

正社員 不問 02060- 2246181
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～18時00分
148,000円～198,000円

正社員 64歳以下 03010-14366381
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～17時00分
157,000円～157,000円

正社員以外 不問 03010-14457581
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
150,000円～200,000円

正社員 34歳以下 03030- 2325581
保育士 変形（１年単位）

(1) 7時00分～16時00分
177,000円～192,000円 (2) 8時00分～17時00分

(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030- 2326481

(1) 8時00分～17時00分
270,000円～360,000円

正社員 不問 07121-  985581
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
220,000円～264,000円

正社員 不問 03010-14130581
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

土木施工管理技士1級又
は

(1) 8時00分～17時00分
土木施工管理技士2級 250,000円～300,000円

正社員 不問 03030- 2293981
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
180,000円～220,000円

正社員 不問 03030- 2294581
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
建築施工管理技士１級 (1) 8時00分～17時00分
建築施工管理技士２級 400,000円～600,000円

正社員 59歳以下 03030- 2309481
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

151,200円～216,000円

正社員 18歳～64歳 03030- 2310281
大型自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
147,000円～189,000円

正社員 64歳以下 03030- 2311181
大型自動車免許二種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
180,000円～260,000円

正社員 不問 03030- 2313381
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

195,000円～300,000円 (2)13時00分～22時00分
(3)22時00分～ 8時00分

正社員 64歳以下 03030- 2317481
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
152,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030- 2320181
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

146,880円～146,880円

正社員以外 不問 03030- 2321081
変形（１年単位）
(1)10時00分～19時00分

140,384円～154,080円

正社員以外 59歳以下 03030- 2322381
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     （6月8日時点の内容です）

　　６月４日　から　６月８日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　６月２１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

（請）土木作業員（岩手
県）

2人

岩手県内で、高速道路、復興、道路舗装工事（側
溝、Ｕ字工、コンクリ打設等）
　
※体力のある方を求めています。
＊＊＊＊＊　急募　＊＊＊＊＊

北海道河東郡音更町木野
大通西１４丁目１番地１
５　アシストワン内

有限会社　一政興
業

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

土木または建設業の経験 岩手県宮古市

現場監督（未経験者可）

2人

・工事現場の管理、監督業務
・土木工事に係る監督業務
・土木価格等の積算業務
・書類作成　等


青森県つがる市木造菰槌
江野島１４－２

有限会社　長谷川
興業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

福祉用具選定相談員（三陸
営業所）

1人

福祉用具の選定、販売、住宅改修、レンタルに係
る営業、　介護用品の販売。

＊営業エリアは宮古市近郊
＊施設・個人宅などを訪問します。

岩手県盛岡市上ノ橋町８
－８

第一商事　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

会員事業スタッフ（宮古支
店）

2人

典礼会館や結婚式場のＰＲとご相談の対応、会員
募集活動、店頭イベント活動等を行っていただき
ます。
最初は机上研修からスタートし、冠婚葬祭の基礎
知識や礼儀

岩手県盛岡市津志田南３
丁目１４番６５号【求人
票郵送先指定あり】

株式会社　サン
ファミリー　（愛
グループ）雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

鈑金塗装工・自動車整備士
（見習い可）

2人

主に車両整備、車体整備、自動車鈑金、自動車車
体塗装を行っていただきます。その他にも、ロー
ドサービス、引取納車等のサービス全般の業務も
行います。資格がなくても応募できます。


岩手県宮古市宮町４丁目
５－２９

宮沢自動車塗装
有限会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

保育士「保育」

1人

保育所に入所している乳幼児（０～６歳）の保育
業務となります。現在入所児童３０名を８名で保
育しております。日常の遊び、保育記録、年行事
等も行います。


岩手県下閉伊郡山田町八
幡町７－１

社会福祉法人光明
福祉会　山田第二
保育所雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

土木作業員

10人

○一般土木工事及び除染作業
　・コンクリート工事（防潮堤等）
　・除染作業（道路、農地等）
　・型枠組み立て工事
　・その他、関連する業務

福島県相馬市尾浜字細田
２０９－５

福丸建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

重機オペレーター・作業員
「建設」

2人

・重機による宅地造成、地盤改良作業。（コング
ロエンジニ　アリング（株）からの受注業務）
・補助的作業として検査用の土採取、現場清掃、
写真撮影を　行っていただきます。
・冬期には除雪作業あり。

岩手県盛岡市山岸３丁目
２０－８

株式会社　アイ・
クリーン

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木施工管理技士

2人

土木工事部にて現場管理を中心に、工事の書類・
写真管理等を担当して頂きます。パソコンは、
ワード・エクセルのほかに、専用ソフトを使用し
ます。現場ではトランシット・レベルなどをお願
いします。使用方法は指導します。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字合の山１２－４

株式会社　西倉工
務店

雇用期間の定めなし
PC操作（ワード・エクセ
ルを使って定型フォーム
への入力ができること） 岩手県下閉伊郡岩泉町

土木作業員「建設」

2人

土木工事部にて各現場で土木作業を行っていただ
きます。
１チーム３～５人で土木現場を完成させる仕事で
す。各現場の世話役が指導いたします。
現場への移動は社用車にて乗合となりますが、直

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字合の山１２－４

株式会社　西倉工
務店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

建築施工管理者「建設」

1人

現場施工管理者に従事していただきます。設計図
などをもとに施工計画の立案をし、現場の工程管
理や安全管理、書類作成等の監督業務を行いま
す。現場は主に山田町内となります。

岩手県下閉伊郡山田町山
田５－５９

奥井建設株式会社
東北支社

雇用期間の定めなし

施工管理経験 岩手県下閉伊郡山田町

交通誘導警備員

5人

主に宮古・下閉伊地域での道路工事現場や建設工
事現場で歩行者や一般車両、工事車両の安全を確
保するための交通誘導を行います。他にもイベン
ト会場での駐車場、一般来場者等の誘導・案内も
行っていただきます。入社後は担当スタッフによ

岩手県宮古市神田沢町１
番２３号

株式会社　セーフ
ティーガード

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

運転手

1人

大型ダンプでアスファルト合材をプラントから積
んで現場に運搬する仕事です。そのほか材料、残
土、産業廃棄物等も運搬する仕事です。主に下閉
伊管内となりますが、内陸に運搬する場合もあり
ます。

岩手県宮古市金浜第６地
割２１－６６

有限会社　ジェ
イ・ティ・エス
岩手営業所雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

運転手（田野畑）

2人

村民バスの運転、管理業務、大型バス、中型バ
ス、小型バスでホテルや学校、葬儀等の　送迎バ
スの貸切運転業務、その他、指示された業務及び
上記に付随する業務を行います。


岩手県下閉伊郡田野畑村
菅窪３３－１４

東日本交通株式会
社　田野畑営業所

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

フロントスタッフ
（正社員広域職）

1人

ホテルに関する業務全般、フロント業務、電話対
応、予約受付、確認（パソコン使用）フロント業
務が中心となりますが、状況によりレストラン業
務（接客、配ぜん、片付け等）も行って頂きま
す。

岩手県宮古市藤の川１５
番地３８号

ルートインジャパ
ン株式会社　　ホ
テルルートイン宮
古

雇用期間の定めなし

パソコン入力操作程度 岩手県宮古市

販売員（惣菜部門・正社
員）

1人

●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）　　　　　　　　　　
●部門の計数管理（売り上げの数値など）
●農産加工作業　　　　　　　　　
●接客業務（お客様からの注文や商品場所案内な

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

惣菜販売員（８時～１７
時）

1人

◎惣菜部に配属となり
１）加工（食材の加工・盛り付け等）
２）パッケージ作業（オートパッカーによる値札
シール貼　　　り等）
３）陳列・補充（商品検収・品出し・整理整頓）

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あり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

レジスタッフ

1人

オートバックス宮古において、レジスタッフに従
事していただきます。レジ業務、接客、電話応対
などを行っていただきます。経験により他の業務
を随時お願いし行っていただきます。


岩手県宮古市宮町２丁目
２－５

北映商事　株式会
社　オートバック
ス宮古雇用期間の定めなし

岩手県宮古市
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平成３０年６月１４日発行  



普通自動車免許一種 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

170,000円～220,000円

正社員 59歳以下 03030- 2323681
車両系基礎工事用運転
移動式クレーン運転士 (1) 8時00分～17時00分

玉掛技能者 161,700円～231,000円
いずれか

正社員 不問 03090- 1421681
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
173,250円～184,800円

正社員以外 59歳以下 03100- 1541281
普通自動車免許一種 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

180,000円～240,000円

正社員 59歳以下 03100- 1542181
変形（１ヶ月単位）
(1)22時00分～ 7時00分

155,250円～175,250円 (2) 0時00分～ 9時00分

正社員以外 18歳以上 13040-66262781
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～17時45分
245,000円～393,000円

正社員 59歳以下 17010-16069381

(1) 9時30分～19時30分
137,760円～159,600円

正社員以外 不問 03010-13842781
普通自動車免許ＡＴ

介護支援専門員 (1) 9時00分～18時00分
202,850円～202,850円

正社員 不問 03010-13980881
介護福祉士 変形（１ヶ月単位）

介護職員初任者研修
普通自動車免許ＡＴ 177,860円～177,860円

正社員 不問 03010-13981281
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

162,500円～181,700円

正社員 61歳以下 03010-14054281

(1) 8時30分～17時30分
127,280円～137,600円

正社員以外 不問 03030- 2253581

(1) 8時30分～17時30分
127,280円～137,600円

正社員以外 不問 03030- 2254481
歯科衛生士 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～18時30分
167,000円～187,000円

正社員 不問 03030- 2256881
公害防止管理者水質2種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
200,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03030- 2258181

(1)11時00分～21時00分
130,000円～180,000円 (2)11時00分～21時30分

正社員 不問 03030- 2259081
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

145,000円～200,000円 (2)16時00分～ 1時00分
(3) 0時00分～ 9時00分

正社員 61歳以下 03030- 2263781
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
127,920円～230,000円

正社員 59歳以下 03030- 2265281
車両系整地掘削用運転 変形（１年単位）

(1) 8時00分～20時00分
160,000円～250,000円 (2)20時00分～ 8時00分

正社員 64歳以下 03030- 2266181
火薬類取扱責任者甲種 変形（１年単位）
火薬類取扱責任者乙種 (1) 8時00分～17時00分

230,000円～230,000円

正社員 不問 03030- 2268381
大型自動車免許一種 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

195,500円～195,500円

正社員 不問 03030- 2269681

2

ダンプ・重機運転手「建
設」

1人

ダンプトラック、バックホー、ローダー等の運転
業務を行います。砂利・砕石を掘削する業務、並
びに原石を活條施設まで運搬する業務になりま
す。また、砂利と砕石の製品を主に田野畑地区、
岩泉地区に配達する業務もあります。

下閉伊郡田野畑村明戸１
７３－１

有限会社　下閉伊
採石

雇用期間の定めなし

ダンプ並びに重機運転経
験者 岩手県下閉伊郡田野畑村

火薬取扱者

1人

砕石・砂利の掘削、製造販売を行っている会社で
す。砕石等の採取場において、ダイナマイトを使
用し、原料の採掘をする仕事をしていただきま
す。有資格者に限定しての募集となります。

下閉伊郡田野畑村明戸１
７３－１

有限会社　下閉伊
採石

雇用期間の定めなし

火薬を使用して採掘する
業務の経験者 岩手県下閉伊郡田野畑村

発電維持・運搬作業（ボイ
ラー管理）

2人

木質バイオマス発電所内で、機械への燃料の投入
作業および構内での木材の運搬作業を行います。
バックホー、ローダー等を運転します。また、装
置の運転・操作・点検・保守等の業務にも従事し
ていただきます。

岩手県宮古市川井６－３
５

株式会社　ウッ
ティかわい

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

電気工事作業員・技術者
「建設」

2人

設備工事全般及び附帯作業のうちの電気設備配線
工事作業。
主に、商店・コンビニエンスストア・水産加工関
係の事業所などの工事を行っております。屋内の
電気配線工事はもとより、冷暖房機・業務用冷蔵

岩手県宮古市大字津軽石
１０－３３３－７

有限会社　赤松エ
ンジニアリング

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

コネクタ製造自動機・成形
機オペレーター

3人

電子部品（コネクター）製造自動組立機オペレー
タ、インサート成形（金型と樹脂を一体化させる
方法）機オペレータ自動組立機の安定稼働、イン
サート成形品製造成形機オペレータ・モールド品
自動検査機の安定稼働を正面から支える重要な仕

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

調理員

1人

和・洋・中を中心にした飲食店（座席数１階４４
席、２階６０席）において厨房での業務を行って
いただきます。食材の準備や仕込み、盛付、食器
洗浄などをしていただきます。主に和食・寿司の
調理を担いつつ中華等の補助も行います。

岩手県下閉伊郡山田町川
向町１０－６

三陸味処　三五十

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

水質管理員

1人

当社は特定工場の為、工場内にある公害防止設備
等の点検、記録、評価、報告書作成等の業務をし
ていただきます。状況によってはオイルシール製
造工を行っていただく場合もあります。


岩手県下閉伊郡岩泉町小
本字長内２６

岩手アライ　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

歯科衛生士

1人

歯科衛生士として、患者さんの口腔衛生指導、診
療介助・診療補助、治療器具の殺菌・消毒、院内
の清掃など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す。


岩手県宮古市田老三王１
丁目１番３－２号

山本歯科医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

縫製工

1人

主にスキューバダイビングに使用するスーツや関
連する商品の製造を行っています。縫製工程で
は、スーツに使用する生地や材料を、工業用ミシ
ンで縫製する作業を行います。


岩手県宮古市蟇目８－１
１９－２

日本潜水機株式会
社スーツ事業部

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

貼り担当者

2人

主にスキューバダイビングに使用するスーツや、
関連する商品の製造を行っています。貼り工程で
は、接着剤でゴム製品を貼り合わせる作業を行い
ます。


岩手県宮古市蟇目８－１
１９－２

日本潜水機株式会
社スーツ事業部

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

バス運転士（宮古地区各営
業所）

5人

乗合バス、貸切りバスの運行による旅客輸送
（５５人乗大型）

※未経験の方もご応募受付ます。
※大型自動車第２種運転免許取得者歓迎

岩手県盛岡市厨川１－１
７－１８

岩手県北自動車
株式会社

雇用期間の定めなし

又は 0時00分～23時59分
の間の7時間以上

岩手県宮古市、他

普通自動車運転免許取得
後３年以上経過している

こと

訪問介護員（八木沢）「介
護」

1人

ニチイケアセンター八木沢においての訪問介護業
務
・生活援助（調理、洗濯、掃除等）
・身体介護（入浴介助、排泄介助、食事介助等）
・帳票作成

岩手県盛岡市盛岡駅西通
２－９－１　マリオスビ
ル　１２Ｆ

株式会社　ニチイ
学館　盛岡支店

雇用期間の定めなし

訪問介護業務「介護」
（１年以上）

又は 7時30分～20時30分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

ケアマネジャー（八木沢）
「介護」

2人

ニチイケアセンター八木沢においての業務となり
ます。
・相談受付
・アセスメント、居宅サービス計画作成
・モニタリング

岩手県盛岡市盛岡駅西通
２－９－１　マリオスビ
ル　１２Ｆ

株式会社　ニチイ
学館　盛岡支店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

レジスタッフ（宮古店）

1人

オートバックス宮古においてレジ業務全般、他店
長、フロア長の指示する業務を行っていただきま
す。
品出し、作業の受付や取次業務も手伝うことがあ
ります。

岩手県盛岡市みたけ３丁
目３１－３８

北映商事　株式会
社（オートバック
ス）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

建築施工管理業務（宮古出
張所）

1人

・軽量鉄骨造建築物の施工管理
・立体駐車場の施工管理




石川県金沢市金石北３丁
目１６－１０

日成ビルド工業
株式会社

雇用期間の定めなし

建築施工管理業務 岩手県宮古市

接客・調理／１０６号宮古
店

2人

深夜契約社員として、２２時～９時の時間帯で、
（１）接客（２）調理（３）清掃（４）金銭管理
（５）棚卸
（６）店舗スタッフの教育（７）アルバイトの面
接

東京都港区港南ニ丁目１
８番１号　ＪＲ品川イー
ストビル５階

株式会社　北日本
すき家

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

現場代理人　　　　　「建
設」

1人

◆現場の管理・監督（公共土木工事等）業務を
行っていただ　きます。

・公共工事施工管理、工程管理
・発注者との打合わせ事務

岩手県久慈市大川目町１
３－１０４－１７

有限会社　十門地
建設

雇用期間の定めなし

現場経験者
「建設」 岩手県宮古市、他

土木作業員　　　　　「建
設」

3人

◆土木、建築、公共工事による土木作業の業務を
行っていた　だきます。

　・河川、道路工事の土木作業
　・重機の手元作業

岩手県久慈市大川目町１
３－１０４－１７

有限会社　十門地
建設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木作業員　　　　　「建
設」

2人

○岩泉町での災害復興工事において、護岸工事を
行います。

　・一般作業や重機オペレーションも兼ねて、石
垣組みなど

岩手県二戸市米沢字家ノ
上２３２－４

有限会社　和幸建
設

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

現場作業員、建設機械オペ
レーター「建設」

1人

当社が請負っている建設現場において、土木作業
及び車両運転作業に従事していただきます。所有
する免許により、トラック、重機、移動式クレー
ン等の運転する車両を決定します。


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



普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
準中型自動車免許 (1) 8時00分～16時30分

149,175円～157,950円

正社員以外 不問 03030- 2273281
介護支援専門員

普通自動車免許ＡＴ (1) 8時30分～17時30分
180,000円～240,000円

正社員 64歳以下 03030- 2274181
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時15分
175,000円～300,000円

正社員 18歳以上 03030- 2275081
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

137,600円～172,000円 (2)20時00分～ 5時00分

正社員以外 18歳以上 03030- 2276381
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
145,000円～190,000円

正社員 35歳以下 03030- 2277681
中型自動車免許一種
中型一種（８ｔ限定） (1) 8時00分～17時00分

156,000円～196,000円

正社員 59歳以下 03030- 2278981
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
258,000円～279,500円

正社員 不問 03030- 2280881
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
161,250円～193,500円

正社員 不問 03030- 2281281
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
180,800円～271,200円

正社員 不問 03030- 2285681
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 7時00分～16時00分
149,310円～208,560円 (2) 8時00分～17時00分

(3)11時00分～20時00分

正社員 64歳以下 03030- 2287581
変形（１年単位）
(1)10時00分～20時00分

180,000円～180,000円

正社員 不問 03030- 2288481
変形（１年単位）
(1)10時00分～20時00分

150,000円～150,000円

正社員 不問 03030- 2289781
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
準中型自動車免許 (1) 7時00分～16時00分

危険物取扱者（丙種） 170,640円～208,560円 (2) 8時00分～17時00分

正社員以外 不問 03030- 2290081
大型自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
184,000円～230,000円

正社員 69歳以下 03050- 4072881
移動式クレーン運転士
大型自動車免許一種 (1) 8時00分～17時00分

230,000円～345,000円

正社員 69歳以下 03050- 4073281
大型自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
184,000円～230,000円

正社員 69歳以下 03050- 4087581
移動式クレーン運転士

(1) 8時00分～17時00分
230,000円～345,000円

正社員 69歳以下 03050- 4088481
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
209,000円～231,000円

正社員以外 不問 03100- 1499981
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
249,550円～249,550円

正社員以外 不問 04010-38296781
中型自動車免許一種

(1) 7時30分～16時30分
230,000円～276,000円

正社員 不問 07120- 2005881

3

一般土木作業員

7人

○工事現場での土木作業のお仕事です。
　・現場は公共事業の道路工事、基礎工事など多
岐にわたり　　ます。　

＊持久力と、筋力が必要な仕事です。

福島県南相馬市原町区上
北高平字西高松６－６

株式会社　ティ・
エム・ケー

雇用期間の定めなし

土木工事経験１年以上 岩手県下閉伊郡岩泉町

ダンプ運転手［宮古市］

5人

１０ｔダンプにおいて材料運搬及び残土運搬等

＊６ヶ月毎の契約更新

宮城県仙台市泉区松森字
斉兵衛３６－１

伊東工業　株式会
社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

型枠大工　　　　　　「建
設」

2人

◆ＰＣ橋梁における型枠、足場組立工事全般
（高所での作業が主となり、機敏性、体力を要し
ます）



岩手県九戸郡野田村大字
野田３３－２１

有限会社　新山工
務店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村、他

移動式クレーンオペレー
ター（宮古営業所）

1人

◇移動式クレーンを使用し各現場での資材、機械
などの
　つり上げ作業。
・建設現場でのクレーン操作業務。
・管理者の指示に従って資材の運搬等の作業をし

岩手県一関市城内６－１
２

一般財団法人　建
設工事共同企業体
Ｔ・Ｂ・Ｉ雇用期間の定めなし

２５ｔ、５０ｔクレーン
経験者 岩手県宮古市

大型ダンプ運転手（宮古営
業所）

1人

◇建設工事用資材や関連部材の荷積み、積み降ろ
しの
　配送業務全般。

・土木工事現場、建設工事現場にてダンプによる

岩手県一関市城内６－１
２

一般財団法人　建
設工事共同企業体
Ｔ・Ｂ・Ｉ雇用期間の定めなし

経験者 岩手県宮古市

移動式クレーンオペレー
ター（宮古営業所）

1人

◇移動式クレーンを使用し各現場での資材・機械
などの　　　吊り上げ作業

◇建設現場でクレーン操作業務


岩手県一関市弥栄字下谷
起６６－２

一般社団法人　東
北労働支援組合

雇用期間の定めなし

２５ｔ・５０ｔ以上のク
レーンを操作経験者 岩手県宮古市

大型ダンプ運転手（宮古営
業所）

1人

◇建設工事用資材や関連部材の荷積み・荷降ろし
の　　　
　配送業務全般



岩手県一関市弥栄字下谷
起６６－２

一般社団法人　東
北労働支援組合

雇用期間の定めなし

経験者 岩手県宮古市

燃料の配達業務（船越Ｓ
Ｓ）

1人

灯油・軽油等の配送業務を担当していただきま
す。１～２ｔのタンクローリーにて、山田町及び
近隣市町村への配送・給油業務を行っていただき
ます。最初は２人で業務を行っていただき、慣れ
たら１人でまわっていただきます。

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－１４２－１２

株式会社　サカモ
ト

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

調理見習い（王将）≪急募
≫

1人

中華料理店での調理業務全般を行います。食材の
仕込み、調理、盛り付け、食器洗い、清掃などに
なります。餃子が看板商品ですが、その他に定
食、麺類、ご飯物、揚げ物、サイドメニュー、デ
ザートなどの調理もあります。

岩手県宮古市大通４丁目
４－２０　２Ｆ

株式会社　マルセ
イユ　大阪王将宮
古店雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理兼ホール（王将）≪急
募≫

1人

中華料理店での調理業務全般を行います。食材の
仕込み、調理、盛り付け、食器洗い、清掃などに
なります。餃子が看板商品ですが、その他に定
食、麺類、ご飯物、揚げ物、サイドメニュー、デ
ザートなどの調理もあります。

岩手県宮古市大通４丁目
４－２０　２Ｆ

株式会社　マルセ
イユ　大阪王将宮
古店雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ガソリンスタンド販売員
（山田ＳＳ）

1人

山田町大沢のガソリンスタンド店に勤務となりま
す。主に車両への給油業務、応対サービス、窓ふ
き、洗車、簡単な自動車整備、タイヤ交換、配達
などの諸業務に従事していただきます。

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－１４２－１２

株式会社　サカモ
ト

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

建設作業員「建設」

3人

復興関連の公共建築工事や大手ハウスメーカーの
建築工事を請負っています。鉄骨組立、足場組
立、内装作業、高所作業等行っていただきます。
その他付随する業務も行っていただきます。免許
資格のない方は取得制度があります。費用は全額

岩手県下閉伊郡山田町織
笠第１６地割３番地３１

株式会社　宇野ビ
ルド

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

型枠大工（見習い可）「建
設」

2人

型枠工事、擁壁工事等を行います。主に宮古市、
山田町、岩泉町内の建設工事現場での型枠組ばら
しの施工、加工場における資材の加工、パネル製
作などを行っていただきます。見習の方も歓迎し
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（経験者）「建
設」

2人

型枠工事、擁壁工事等に従事していただきます。
現場は宮古市、山田町、岩泉町内となり、主に型
枠組立、解体、片付けの作業となります。増員に
よる募集で、経験者を希望します。

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

経験者 岩手県宮古市

集配ドライバー

2人

荷物の配達および集荷（２～４トン車を使用し、
宮古・下閉伊・釜石地区全般への集配を行ってい
ただきます）。積み降ろし作業（主に手積みで重
量物もあります。パレット等積載の荷物は、
フォークリフトを使用し作業します）。フォーク

岩手県宮古市津軽石１０
－３５－３７

東北西濃運輸株式
会社　宮古営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業

1人

宮古、山田、岩泉、田野畑を中心に、建設機械の
リース・販売のルートセールスをおこなっていた
だきます。その他に営業業務に付随する事務処理
で独自ソフトでの伝票等の整理、ワード、エクセ
ル等使ったパソコン操作を行います。事務所滞在

岩手県宮古市大字根市第
２地割字中割目６番１

株式会社　ほくと
う　宮古営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

警備員

5人

１．交通誘導警備：工事現場における歩行、車両
等の安全誘　　導
２．駐車場警備：店舗やイベント駐車場における
整理業務
３．雑踏警備：イベント等における安全確保、誘

岩手県宮古市実田１－２
－３

株式会社　トス
ネット北東北　宮
古営業所雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

営業管理職候補

1人

営業管理職候補として業務に従事していただきま
す。警備業務、現場指導、営業管理関係事務、イ
ベント警備等打合せ、建設会社等に対し警備員の
仕事に関しての営業を行います。試用期間中は、
警備職として勤務し、様々な現場において経験を

岩手県宮古市実田１－２
－３

株式会社　トス
ネット北東北　宮
古営業所雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

居宅介護支援専門員「介
護」

1人

利用者様の状況把握・相談援助業務、契約の締
結、居宅サービス計画の作成・交付、居宅サービ
ス事業者との連絡調整、サービス担当者会議の開
催、サービス利用状況の管理・モニタリング、請
求・給付管理等を行います。移動は社用車（ＡＴ

岩手県宮古市山口５丁目
８番２号

株式会社　かがや
きライフ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

配達員（ガス）

1人

宮古・山田・釜石地域へのＬＰガスの配達業務お
よび検針業務を担当していただきます。営業所内
において、伝票等の事務処理作業も行っていただ
きます。２ｔ車の運転となります。


岩手県宮古市日立浜町９
－１

株式会社　アベキ
宮古営業所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市



車両系建設機械運転
玉掛技能者 (1) 7時30分～16時30分

322,000円～345,000円

正社員 不問 07120- 2006281
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1)10時00分～19時00分
225,000円～275,000円

正社員 不問 13010-68036181
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1)10時00分～19時00分
250,000円～270,000円

正社員 不問 13010-68037081
建築士（１級）又は 変形（１年単位）

建築士（２級） (1)10時00分～19時00分
普通自動車免許ＡＴ 305,000円～445,000円

正社員 不問 13010-68038381
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1)10時00分～19時00分
270,000円～360,000円

正社員 不問 13010-68039681
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

320,000円～550,000円

無期雇用派遣 59歳以下 14140- 8267781

(1) 8時00分～17時00分
240,000円～300,000円

正社員以外 59歳以下 46060- 2169881
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
153,250円～178,750円

正社員以外 不問 03030- 2331681
普通自動車免許一種

(1) 8時15分～16時45分
182,000円～207,000円

正社員 35歳以下 03030- 2333581
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

203,150円～215,100円

正社員 59歳以下 03030- 2334481
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30分

184,800円～346,500円

正社員 不問 03030- 2335781

(1) 0時00分～ 9時00分
155,000円～165,000円

正社員以外 18歳以上 03030- 2338181
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

128,117円～162,750円

正社員 不問 03100- 1609681
普通自動車免許ＡＴ
介護支援専門員又は (1) 8時30分～17時30分

社会福祉主事 190,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030- 2341581
交替制あり
(1) 7時00分～16時00分

153,900円～153,900円 (2) 8時00分～17時00分
(3)12時00分～21時00分

正社員 59歳以下 03030- 2344881
介護職員初任者研修 変形（１ヶ月単位）

又は介護福祉士 (1) 8時30分～17時30分
普通自動車免許ＡＴ 132,000円～154,880円 (2)11時00分～20時00分

(3) 7時00分～16時00分

正社員 64歳以下 03030- 2345281
看護師又は
准看護師 (1) 8時30分～17時15分

143,616円～153,612円

正社員以外 不問 03030- 2347081
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
141,050円～184,450円

正社員 不問 03100- 1635481

137,280円～137,280円

正社員以外 不問 06030- 5521281

4

品出し・レジ（宮古店：食
品）

1人

○品出し：入荷した商品や、数が少なくなった商
品を、倉庫
　・保管場所から店頭に陳列します。

○レジ業務：レジ打ちがメインになります。初心

遊佐町比子字白木２３－
３６２

マルホンカウボ－
イ　本間物産株式
会社雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は 7時30分～20時30分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

運転手（山田営業所）

1人

＊産業廃棄物（木・コンクリートなど）の収集、
運搬業務を行っていただきます。
　範囲は主に岩手県内となり、泊まりはありませ
ん。
　運転業務が主な業務ですが、仕事の状況によっ

岩手県久慈市長内町３７
－１２－８

有限会社　陸中商
会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

看護師ヌは准看護師（健康
管理業務）「看護」

1人

知的障がい児施設はまゆり学園に入所及び通所利
用する利用者の健康管理業務に従事していただき
ます。主に、学園生の治療看護、通院付添い、学
園内の保健衛生、保健室の管理等を行います。

岩手県宮古市崎山５－８
８

岩手県沿岸知的障
害児施設組合（は
まゆり学園）雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

介護職員／宮古「介護」

1人

認知症対応型グループホームでの介護業務を行っ
ていただきます。主な仕事の内容は、利用者の方
の日常生活支援、レクリエーション、通院介助、
介護（食事、入浴、排せつ介助等）となります。


岩手県宮古市向町２番３
４号

有限会社　介護施
設　あお空

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員「介護」

1人

特養老人福祉施設における介護サービスを行いま
す。入所者１１０名、短期入所１０名、全室個室
ユニットケアにあたります。１ユニット１０名、
夜勤は２ユニット２０名で介護業務にあたりま
す。　

岩手県宮古市西ヶ丘四丁
目５３－８

社会福祉法人　恵
心会　特別養護老
人ホーム　慈苑雇用期間の定めなし

老人介護経験 岩手県宮古市

生活相談員「介護」

1人

当社が運営する小規模デイサービス（利用者１５
人程度）における相談業務全般に従事していただ
きます。利用者・家族・関係機関との相談業務、
連絡調整全般、送迎対応、その他付随する業務を
行っていただきます。

岩手県宮古市田鎖３－８ 株式会社　みやこ
ケアセンターみや
こ雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

甲板員（起重機船での作
業）

1人

　
○北日本・東日本地区における各港の防波堤復旧
工事　　　　・北日本及び東日本地区の大震災等
で被災した防波堤の　　　復旧工事で起重機船に
よる海上での甲板員での復旧　　　　作業です。

鹿児島県いちき串木野市
汐見町５６番地

株式会社　マリン
工業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木施工管理［下閉伊郡山
田町］

1人

※震災復旧工事に関し、以下の業務に従事して頂
きます。

・工程管理
・品質管理

神奈川県川崎市高津区久
地２‐２‐４８‐３０４

株式会社　ファン
ズファクトリー

雇用期間の定めなし

建設業経験者 岩手県下閉伊郡山田町

＜急募＞宮古営業所／施工
監理者（現場監督）

3人

木造在来住宅の施工管理業務。
安全・品質・工程の管理業務、お施主様の対応も
行います。当社が開発した進捗システムに基づ
き、写真やツールを使用して現場管理を行って頂
きます。

東京都千代田区九段南２
－３－１
青葉第１ビル２階

アエラホーム株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

パソコン（ワード・エク
セル・メール）操作でき

る方

〈急募〉宮古営業所／設計
監理者

2人

自社受注住宅の設計監理（営業とお客様を訪問し
住宅のプランニング、設計のまとめ、積算チェッ
ク、施工現場の法的チェック等）を行います。
全てマニュアルが完備されていますので、未経験
者の方もご安心ください。

東京都千代田区九段南２
－３－１
青葉第１ビル２階

アエラホーム株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

パソコン（ワード・エク
セル・メール）操作でき

る方

〈急募〉宮古営業所／支店
事務（ハウスコーディネー

2人

主業務はハウスアドバイザーのサポート業務
（プラン、見積作成、商談記録作成、融資立合
等）

施工管理サポート業務

東京都千代田区九段南２
－３－１
青葉第１ビル２階

アエラホーム株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

パソコン（ワード・エク
セル・メール）操作でき

る方

〈急募〉宮古店／ハウスア
ドバイザー（営業）

2人

モデルハウスにお越しいただいたお客様に対する
営業業務
です。
高品質、超省コスト、圧倒的な商品力を誇るアエ
ラホーム

東京都千代田区九段南２
－３－１
青葉第１ビル２階

アエラホーム株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

パソコン（ワード・エク
セル・メール）操作でき

る方

重機オペレーター

5人

○工事現場での重機オペレーターのお仕事です。
・農地造成、道路工事、造成工事を行います。　
・法面整形、切り土、盛り土を行います。
・その他、付随する業務


福島県南相馬市原町区上
北高平字西高松６－６

株式会社　ティ・
エム・ケー

雇用期間の定めなし

土木経験３年以上 岩手県下閉伊郡岩泉町

介護職員兼運転手（臨時職
員）「介護」

1人

デイサービスセンターにおいて、介護業務（身の
回りの世話・食事・入浴・排泄等の介助）、その
他付随する業務を行っていただきます。施設の利
用定員は２５名です。ワイドタイプのワゴン車
（施設車）で通所者の送迎をお願いします。

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－１００－３

社会福祉法人　正
受会　平安荘デイ
サービスセンター雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

営業兼配送

1人

当社は病院や老人ホーム施設、外食産業などの業
務用（冷凍食品、水産原料、常温加工品等）の食
品卸業を行っております。２ｔクラスのトラック
を運転し、ルート営業及び配送作業を行っていた
だきます。得意先が９割となり、慣れてきたら新

岩手県宮古市小山田四丁
目１－５

株式会社　モリレ
イ宮古営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

重機オペ運転手及びとび土
工

1人

各工事現場において、重機による掘削等土工事を
行っていただくほかに、とび・土工作業員として
工事作業全般に従事していただきます。主な工事
現場は沿岸地域となります。


岩手県宮古市山口一丁目
４－２５

株式会社　オガサ
ワラ産業

雇用期間の定めなし

重機運転経験 岩手県宮古市

重機オペレーター「建設」

1人

建設現場において、車両系機械操作をしていただ
きます。大型ダンプへの積み込みなどの業務を
行っていただきます。現場により直行直帰の場合
もあります。経験がない方は土木作業から覚えて
いただきます。

岩手県下閉伊郡山田町境
田町１１地内　岩手県山
田町仮設店舗Ａ棟７

佐々総業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

販売員／宮古千徳店

1人

コンビニエンスストア（ローソン宮古千徳店）で
の販売に係る業務です。接客やレジ、商品の品出
し、整理、店舗内外の清掃などを行います。仕事
に慣れてきた方には、商品の発注などの在庫管理
をお願いすることもあります。深夜時間帯は２名

岩手県宮古市上村１丁目
９番３５号

有限会社　かなざ
わ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

作業員（本社又は山田営業
所）

1人

＊主な業務は産業廃棄物（廃プラスチック、木、
コンクリー　ト、アルミなど）の分別および選別
作業となります。
　（屋内での作業となります。）
　その他、場内の片づけ作業など付随する業務

岩手県久慈市長内町３７
－１２－８

有限会社　陸中商
会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町、他


