
(1) 8時00分～17時00分
133,920円～133,920円

正社員以外 不問 03030- 2425281
移動式クレーン運転士
大型特殊自動車一種 (1) 8時00分～17時00分
普通自動車免許一種 164,800円～247,200円

正社員 不問 03030- 2427081
土木施工管理技士２級 変形（１年単位）
建設機械施工技士２級 (1) 8時00分～17時00分
普通自動車免許一種 200,000円～300,000円

正社員 不問 03030- 2428381
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
170,400円～191,700円

正社員 不問 03030- 2429681
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時00分

140,000円～178,000円 (2) 7時00分～15時30分

正社員 不問 03030- 2430481

(1) 8時00分～17時00分
250,000円～400,000円

有期雇用派遣 不問 04010-44052081
普通自動車免許ＡＴ
警備員指導教育責任者 (1) 9時00分～18時00分

258,000円～350,000円

正社員 18歳～59歳 04010-44075781
普通自動車免許一種
自動車整備士（３級） (1) 9時00分～17時30分

180,000円～220,000円 (2) 9時00分～15時00分

正社員 59歳以下 03030- 2422481
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～18時00分
150,000円～200,000円 (2)15時00分～22時00分

正社員 40歳以下 03030- 2423781
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
236,240円～433,300円

正社員 59歳以下 04010-43871781

(1) 8時00分～17時00分
350,000円～450,000円

正社員以外 不問 04010-43994281
車両系建設機械

(1) 8時00分～17時00分
286,000円～374,000円

正社員以外 不問 07120- 2301581
変形（１ヶ月単位）
(1)10時00分～19時00分

186,000円～320,000円

正社員 不問 01040- 7496881
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分
150,000円～250,000円 (2)17時30分～ 8時30分

正社員 64歳以下 03030- 2419081

1

     （6月29日時点の内容です）

　　６月２６日　から　６月２９日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　７月１２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

浄土ヶ浜駐車場整理員≪急
募≫

2人

浄土ヶ浜第一駐車場での一般車両や観光バスの整
理業務、駐車場内での案内業務を担当していただ
きます。４～５名体制で従事します。業務経験が
初めての方からのご応募も可能です。

岩手県宮古市宮町一丁目
１－８０

一般社団法人　宮
古観光文化交流協
会雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県宮古市

移動式クレーンオペレー
ター

3人

建設現場（トンネル、橋工事）等で重量物のつり
上げ及び降ろし作業移動式クレーンのオペレー
ターの仕事です。クレーンの種類は１３、２５、
５０、６５、７０ｔがあります。


岩手県宮古市藤原一丁目
２－１１

有限会社　佐藤ク
レーン

雇用期間の定めなし

クレーンオペレーター経
験者 岩手県宮古市

土木技術者「建設」

1人

公共工事の施工管理業務、監督指導業務、作業工
程の管理、監督、発注者との打ち合わせ、人員、
資材、機械の手配、工事関係書類の作成等をお願
いします。就業場所は担当の現場事務所となりま
すので直行直帰をお願いします。

岩手県宮古市長町１丁目
４番１号

三好建設株式会社

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

土木作業員「建設」

3人

主に、公共工事の土木工事、舗装工事、道路維持
作業に従事していただきます。現場への移動は社
用車にて乗合となります。免許のある方はダン
プ・建設機械等運転の作業もあります。


岩手県宮古市長町１丁目
４番１号

三好建設株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

発酵乳の製造

1人

発酵乳（ヨーグルト）の製造に関する業務です。
制御盤（タッチパネル式）での機械操作、及び原
料の調合・殺菌・充填作業を行っていただきま
す。その他、商品の梱包、発送等も担当します。


岩手県下閉伊郡岩泉町乙
茂字和乙茂８番地１

岩泉乳業株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

（派）土木施工管理［下閉
伊郡田野畑村］

2人

土木現場において監督支援業務に携わって頂きま
す。
具体的には安全管理／安全パトロール／書類作成
等


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１０階

共同エンジニアリ
ング　株式会社
東北支店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡田野畑村

営業所長候補［宮古市］

1人

警備関係の営業・業務・管理全般を行って頂きま
す。
具体的には
・新規顧客の開拓
・各種契約書の作成、契約の締結

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

雇用期間の定めなし

営業経験者 岩手県宮古市

整備士（有資格者）

1人

スズキ自動車、ダイハツ自動車の新車や中古車、
その他軽自動車などの車検整備、修理業務です。
中型自動車免許がある方は、納車業務の際にト
ラックを運転していただきます。


岩手県宮古市崎山第７地
割１番地５

有限会社　オート
センター梅沢

雇用期間の定めなし

整備士経験者 岩手県宮古市

フロント接客

1人

ホテルフロント接客業務に従事していただきま
す。宿泊予約の管理、電話応対、館内の案内業務
等を主に行っていただきます。その他、ホテル利
用客への地場産品等の販売業務もお願いします。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字松橋１－２

株式会社　フロン
ティアいわいずみ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

パソコンの基本操作
（ワード・エクセル）

可能な方

施工管理補助（空調・衛生
設備課）［岩手県］

1人

未経験の方でも歓迎致します。
建設現場での現場監督の補佐（空調・衛生設備）
に従事して頂きます。
・デジカメ等を使用した写真の管理・整理
・ＰＣを操作（Ｅｘｃｅｌ・Ｗｏｒｄ）し、書類

宮城県仙台市青葉区本町
２丁目１０－３３　第２
日本オフィスビル７階

株式会社　オンサ
イト

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木施工管理［下閉伊郡田
野畑村］

2人

◎土木工事の施工管理業務

具体的業務としては
・施主、協力業者、諸官庁等との打ち合わせ
・工程管理及び作業員への指示

宮城県仙台市青葉区五橋
２丁目１１－１　ショー
ケー本館ビル６階

村本建設　株式会
社　東北支店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡田野畑村

グラウンド整備（岩手県）

3人

○陸上競技場の改修作業を行います。
・除草作業（刈払機又は人力）、芝貼り
・測量の手元、重機作業の助手を行います。
・その他、付随する業務を行います。


福島県南相馬市小高区下
浦字薬師前１８３

株式会社　あぶく
ま緑化土木

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

グラウンド整備経験者 岩手県下閉伊郡山田町

携帯電話販売／正社員（宮
古バイパス）

3人

携帯電話の接客・販売の業務を行っていただきま
す。

◯ソフトバンクの携帯電話、スマートフォン、タ
ブレット等の接客販売業務をお任せします。

北海道帯広市東２条南６
丁目２０番地　長谷川産
業株式会社３階

株式会社　Ｈ・
Ｏ・Ｃ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

総合職

1人

総務業務（労務管理・経理関係・環境整備）、医
療事務業務（受付窓口、レセプト作成、病棟ク
ラーク事務等）、地域連携室業務（庶務業務全
般。電話応対・書類作成・データ入力・郵便物管
理・ファイリング、外来看護師の補助等）各部署

岩手県宮古市保久田８－
３７

特定医療法人　弘
慈会　宮古第一病
院雇用期間の定めなし

パソコン操作が出来る方 岩手県宮古市
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平成３０年７月５日発行  


