
普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時15分

142,000円～182,000円

正社員以外 不問 03010- 2831391
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
134,000円～138,000円

正社員 59歳以下 03030-  352491
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
134,000円～138,000円

正社員 59歳以下 03030-  353791
変形（１ヶ月単位）
(1) 5時30分～14時30分

141,200円～158,700円 (2) 9時30分～18時30分
(3)10時15分～19時15分

正社員以外 不問 03030-  355291
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-  358091
普通自動車免許一種

(1) 9時00分～17時00分
146,000円～200,000円

正社員 64歳以下 03030-  359391
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
131,500円～200,000円

正社員 64歳以下 03030-  360791
看護師又は
准看護師 (1) 9時00分～18時00分

普通自動車免許ＡＴ 182,600円～213,600円 (2) 7時00分～16時00分
(3) 8時00分～17時00分

正社員 59歳以下 03030-  361891
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～18時00分

170,000円～190,000円 (2) 8時30分～13時45分

正社員 40歳以下 03030-  362291

(1) 8時00分～17時30分
163,000円～265,000円

正社員 64歳以下 03030-  363591
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時30分～18時30分
197,000円～292,500円

正社員 35歳以下 03030-  345791
保育士 変形（１ヶ月単位）

幼稚園教諭免許 (1) 7時00分～16時00分
いずれも 179,600円～199,600円 (2) 8時00分～17時00分

(3) 8時30分～17時30分

正社員以外 不問 03030-  346891
変形（１ヶ月単位）
(1) 6時00分～15時00分

138,500円～188,300円 (2) 9時00分～18時00分
(3)10時00分～19時00分

正社員 64歳以下 03030-  347291
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 9時00分～17時20分
140,000円～150,000円

正社員 59歳以下 03030-  348591
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時15分～17時15分
150,000円～170,000円

正社員 59歳以下 03030-  349191

(1) 6時00分～15時00分
160,820円～160,820円

有期雇用派遣 不問 03060-  735891
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
265,000円～400,000円

正社員 64歳以下 04010- 7087391
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
358,548円～566,935円

正社員 64歳以下 04010- 7147591

1

     （2月1日時点の内容です）

　　１月２９日　から　２月１日　までに受理した求人です。　　　＜次回発行日は　２月１４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

商品管理（庫内）・配送補
助（宮古市）

1人

当社、宮古支店において下記の業務を行っていた
だきます。

・宮古支店の物流倉庫において医薬品の棚積、
ピッキング、　検品等の庫内作業

岩手県盛岡市上堂四丁目
５－１

株式会社　スズケ
ン岩手

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

ガソリンスタンド販売員
（磯鶏）

1人

磯鶏バイパス給油所での勤務。
・お客様のガソリン、軽油、灯油給油業務
・車の窓ふき、洗車
・簡単な車の整備、タイヤ交換
・市内の灯油・軽油配達（注文・定期配達）

岩手県宮古市実田一丁目
５－１９

有限会社ミヤコ石
油

雇用期間の定めなし

又は 7時00分～20時00分
の間の8時間

岩手県宮古市

ガソリンスタンド販売（津
軽石）

2人

津軽石給油所での勤務。
・お客様のガソリン、軽油、灯油給油業務
・車の窓ふき、洗車
・簡単な車の整備、タイヤ交換
・市内の灯油・軽油配達（注文・定期配達）

岩手県宮古市実田一丁目
５－１９

有限会社ミヤコ石
油

雇用期間の定めなし

又は 7時00分～19時00分
の間の8時間

岩手県宮古市

調理員

1人

施設利用者に提供する食事の調理業務全般を行い
ます。
・１日約３８０食を調理
・調理員８名でローテーション勤務


岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
４地割１－２０

社会福祉法人　若
竹会　サンホーム
みやこ雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

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
・大型ダンプへの積み込み等の業務を行っていた
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

経理事務

1人

経理事務業務を行います。他１名おりますので指
導します。
＊官公庁提出書類作成、請求書、見積書作成（Ｐ
Ｃ作成）
＊社会保険加入手続き、給与計算

岩手県宮古市小山田三丁
目６－７

三浦重機　株式会
社

雇用期間の定めなし

事務経験者 岩手県宮古市

整備業務：機材センター

1人

レンタル用建設機械及び車両等の点検整備を行い
ます。
・バックホー、ダンプ、ユニック車、発電機
等々、多様な職　種の建設機械・車両の点検業務
や、それに伴う整備

岩手県宮古市板屋一丁目
２番７号

株式会社　イブキ
産業

雇用期間の定めなし

整備経験のある方 岩手県宮古市

看護職「看護」

1人

特別養護老人ホームふれあい荘において看護業務
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


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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調剤事務・調剤助手

1人

薬局業務に従事します。
・患者様の受付等の接客
・処方せん調剤に係る負担金の計算、調剤の補助
・調剤報酬請求事務
・店内清掃等の職場の維持管理

岩手県宮古市和見町８番
２７号

有限会社　かもめ
薬局

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

菌床椎茸の栽培等／正社員

1人

菌床椎茸の栽培、集出荷にかかる作業に従事して
いただきます。
・収穫、箱詰め、パック詰め、箱作り
・菌床の製造、培養にかかる作業


岩手県下閉伊郡岩泉町浅
内字下栗畑６８－１１

株式会社　岩泉き
のこ産業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

商品配達及び営業

1人

【商品配達】
・注文商品（主に食品、生活用品等）を１日５０
件位配達
・エリアは宮古、下閉伊地域で、コースは曜日毎
に決まって　おり、１０ｋｇ位の重量物もあり

岩手県宮古市田鎖８－１
２－１

いわて生活協同組
合　共同購入事業
部　宮古センター雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

保育士／豊間根保育園
「保育」

1人

保育所での保育業務
・保育所に入所している児童（０～６歳児）への
保育

＊児童の年齢により対応人数は異なりますが、常

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根３－１７７－１０

社会福祉法人　三
心会　豊間根保育
園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

1人

調理員として以下の業務に従事していただきま
す。
・特養施設入所者５０名、ショートステイ８名、
デイサービ　ス利用者およそ１３名の食事提供
・下ごしらえ、調理、盛り付け、食器の洗浄

岩手県下閉伊郡田野畑村
田野畑１２０－１８

社会福祉法人　寿
生会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

自動車整備士補助

1人

自動車の整備全般の補助に従事していただきま
す。
・洗車・納車
・その他自動車整備士に関する業務の補助に従事


岩手県宮古市田鎖１３－
２６－１

有限会社　丸正
カーサービス

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般事務兼現地調査員

1人

・地域安全活動
・共済募集事業事務
・経理関係
・パソコンを使用し（ワード、エクセル等）文書
作成や定型　フォームへの入力

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字太田１９番地

一般社団法人　岩
手県交通安全協会
下閉伊郡北支部雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード・
エクセル） 岩手県下閉伊郡岩泉町

レジ、接客（宮古市）

1人

・スーパー店内でのレジ、接客業務
・お買物商品のレジ打ち、包装業務
・お客様への店内案内
・その他、レジ接客業務全般


岩手県奥州市水沢字多賀
９０－３

株式会社　ＳＴＡ
ＧＥＵＰ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

測量技術者補助［下閉伊郡
岩泉町・宮古市］

2人

工事竣工まで測量補助及び現場管理補助をするお
仕事です。
　測量及び土木現場施工管理補助になります。
＜主な仕事内容＞
測量補助、現場管理補助、丁張り、写真管理、安

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
　

測量の実務経験のある方

土木施工管理補助［下閉伊
郡岩泉町・宮古市］

3人

工事竣工までの現場管理をお願いします。
土木施工管理補助になります。
＜主な仕事内容＞
現場管理、測量、丁張り、写真管理、安全管理、
書類作成等

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

　
施工管理経験者 岩手県下閉伊郡岩泉町

◎ 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。 

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。 

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３１年２月７日発行  



(1) 8時00分～17時00分
237,600円～302,400円

正社員 不問 02090-  189291
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分
137,600円～285,200円

正社員 不問 03030-  340091
普通自動車免許一種

土木施工管理技士２級 (1) 8時30分～17時15分
165,480円～236,040円

正社員以外 不問 03030-  343991
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

土木施工管理技士２級 (1) 8時30分～17時15分
測量士補 180,000円～220,000円
いずれか

正社員以外 不問 04010- 6859091
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時15分
180,000円～210,000円

正社員以外 不問 04010- 6868391
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
180,000円～300,000円

正社員 不問 02060-  481291
変形（１年単位）
(1) 8時00分～18時00分

184,000円～414,000円

正社員 59歳以下 03010- 2973891
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～18時00分
180,000円～400,000円

正社員 59歳以下 03010- 2977091
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
357,100円～565,100円

正社員 不問 03020-  241391
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
249,800円～343,600円

正社員 59歳以下 03020-  243991
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～16時30分
144,000円～160,000円

正社員以外 不問 03030-  405391
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～16時30分
144,000円～160,000円

正社員以外 不問 03030-  406691
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

137,700円～137,700円

正社員以外 不問 03030-  407991
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

137,700円～137,700円

正社員以外 不問 03030-  409791
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-  410591
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-  411191
看護師

准看護師 (1) 8時20分～17時20分
普通自動車免許ＡＴ 182,500円～246,600円

正社員 59歳以下 03030-  412091
介護福祉士 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時20分～17時20分
142,600円～142,600円

正社員 59歳以下 03030-  413391
精神保健福祉士 変形（１ヶ月単位）

普通自動車免許ＡＴ (1) 8時20分～17時20分
180,300円～180,300円

正社員 59歳以下 03030-  414691
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

危険物取扱者（乙種）
又は 150,000円～250,000円

危険物取扱者（丙種）

正社員 59歳以下 03030-  419291

2

（請）道路巡回運転員［宮
古市／釜石市］

1人

釜石管内は、釜石、遠野～山田町、宮古管内は、
山田、宮古から田野畑村の国道（自動車専用道路
も含）を、スケジュールに従ってパトロール車の
運転を行うものです。


宮城県仙台市青葉区八幡
１丁目４－１６

みちのくコンサル
タント　株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

運転経験が２年以上ある
こと 岩手県宮古市、他

（請）道路巡回員［宮古市
／釜石市］

2人

釜石管内は、釜石、遠野～山田町、宮古管内は山
田、宮古から田野畑村の国道を（自動車専用道路
も含）をスケジュールに従ってパトロール車で巡
回し、道路の損傷、道路の不法使用や占用がない
か等を確認したり、運転日報を作成するもので

宮城県仙台市青葉区八幡
１丁目４－１６

みちのくコンサル
タント　株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市、他

工事監督補助／宮古土木セ
ンター

1人

県営県設工事に係る監督職員（正職員）の補助業
務となります。
・工事現場の確認、巡回、報告等
・事務補助、パソコンによるデータ入力


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）

岩手県宮古市

・建設業の従事経験者又
は公共事業発注機関の工
事監督経験者・ＰＣ入力
(ワード・エクセル)操作

塗装工

1人

主に一般住宅の屋根、外壁塗装や公共施設改修工
事等に従事します。
＊高圧洗浄機を使用し屋根、壁等の洗浄（高所作
業）
＊窓ガラス養生作業

岩手県下閉伊郡岩泉町尼
額字下坪２６－１０

誠和コーティング
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

鳶職兼プレハブ組立工

3人

○鉄骨組立作業
○足場組立、解体作業
○プレハブの組立作業
○その他　土木作業もあります。


青森県青森市浪岡大字杉
沢字山元２７４－３

鳶　大力株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

現場作業員

5人

〇主にフェンス・ガードレールの組立及び設置作
業に従事し
　ていただきます。

＊現場は、県内又は県外も含め、幅広く展開して

青森県五所川原市大字広
田字榊森２－１１

株式会社　ＬＥＡ
Ｄ　ＴＥＣ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

建設業仮設足場工事の作業
員（宮古営業所）「建設」

5人

＊仮設足場の組立・撤去作業
＊社内での雑務、現場での写真撮り、採寸等

若年者また高齢者や足場作業主任者など無資格者
は高所作業はありません。現場内での資材運搬等

岩手県盛岡市津志田２７
地割３７番地１５号【求
人票送付先指定あり】

有限会社　新鋭

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

建設業仮設足場工事の営業
その他（宮古営業所）

5人

架設足場リースの営業

・主に建設、建築、塗装業等の事業所を訪問して
いただき　　ます。
・社内での雑務、現場での写真撮り、採寸等。

岩手県盛岡市津志田２７
地割３７番地１５号【求
人票送付先指定あり】

有限会社　新鋭

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

建築施工管理「建設」

2人

民間発注のマンション、商業施設、病院等の構造
物（ＲＣ
造）現場管理業務です。
施主との打合せ、安全管理、施工図作成（修正）
業務、設計、施工業務を行って頂きます。

岩手県釜石市大渡町２丁
目６番２３号　ＴＲＹビ
ル２階南Ｂ

株式会社　クリエ
イトワークス　釜
石営業所雇用期間の定めなし

実務経験３年以上 岩手県宮古市、他

土木施工管理補助（未経験
者・見習い）「建設」

2人

建設現場で写真を撮影したり、巻尺で距離を測っ
たり、パソ
コンの入力作業など、現場監督のお手伝いをして
頂きます。
＊現場エリア：岩手県全域

岩手県釜石市大渡町２丁
目６番２３号　ＴＲＹビ
ル２階南Ｂ

株式会社　クリエ
イトワークス　釜
石営業所雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

菓子販売員

2人

菓子包装および店内の販売業務
・和菓子の個包、箱詰め、包装
・店頭における接客応対、販売、会計
・注文による町内配達
・店内清掃

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字下宿３７

有限会社　中松屋

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

和菓子職人見習

1人

和菓子製造補助業務
・和菓子（栗しぼり、まんじゅう類など）の成
形、窯入れ、
　窯出し　など
・器具の洗浄、作業場の清掃

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字下宿３７

有限会社　中松屋

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

加工従業員

3人

当組合加工場において、以下の業務に従事してい
ただきます
・塩蔵品、乾燥物の加工および製造作業
・わかめ、昆布の等級別選別作業
・袋詰め、製品出荷

岩手県宮古市田老三丁目
２番１号

田老町漁業協同組
合（加工場）

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

出荷事務

1人

出荷事務所において、以下の業務に従事していた
だきます
・取引先からの注文受付、伝票作成、売上げ計上
・送り状の作成、出荷手配など


岩手県宮古市田老三丁目
２番１号

田老町漁業協同組
合（加工場）

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）操作のできる方 岩手県宮古市

土木技術者「建設」

1人

土木部での業務に従事していただきます。
・現場の施工管理、工程、品質、安全管理業務

＊主に公共事業（道路・港湾・河川）ですが、一
部民間事業

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)できる方

建築技術者「建設」

1人

建設部での業務に従事していただきます。
・現場の施工管理、工程、安全管理業務

＊店舗・事務所などの改修から、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

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

看護師（訪問）「看護」

2人

宮古山口訪問看護ステーションにおける診療の補
助、療養上の世話をしていただきます。
・医療器具の準備、服薬管理、生活の見守り
・医師の指示による看護業務全般


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

岩手県宮古市

介護福祉士「介護」

1人

・患者さまの入浴、排せつ、着替え、食事などの
身体的介助
・食事の準備、部屋の掃除、レクリエーション等
の生活サ
　ポート　

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

岩手県宮古市

精神保健福祉士

2人

当法人の医療相談室において、以下の業務に従事
していただきます。
・患者さまやご家族様からの各種相談対応
・関係機関との連絡調整　など


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

岩手県宮古市

ガソリンスタンド販売員

1人

給油業務及び配達業務
・車両の誘導、給油、窓ふき、その他付随する業
務
・ミニローリー車を使用しての配達業務


岩手県宮古市根市２－３
３－２

株式会社丸光商事

雇用期間の定めなし

又は 7時00分～19時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市



普通自動車免許一種
危険物取扱者（乙種） (1) 8時30分～17時00分

140,000円～220,000円 (2) 8時30分～12時00分

正社員 35歳以下 03030-  424491
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時25分
140,000円～230,000円 (2)10時00分～18時55分

(3)12時00分～20時55分

正社員 不問 03030-  426891
大型自動車免許二種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
203,400円～237,000円

正社員 59歳以下 03030-  427291
薬剤師 変形（１年単位）

(1) 9時00分～17時30分
300,000円～350,000円 (2) 9時00分～13時00分

正社員 不問 03030-  430691
准看護師
看護師 (1) 8時30分～17時30分

いずれか 161,600円～240,400円

正社員 59歳以下 03030-  440791

(1) 8時30分～17時30分
131,840円～197,760円

正社員以外 59歳以下 03030-  441891

(1) 8時30分～17時30分
131,840円～197,760円

正社員以外 不問 03030-  442291
准看護師 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
161,600円～238,200円 (2) 9時30分～18時30分

正社員 59歳以下 03030-  443591
普通自動車免許ＡＴ

土木施工管理技士２級 (1) 8時30分～17時15分
161,540円～230,420円

正社員以外 不問 03030-  444191
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時15分
156,005円～209,920円

正社員以外 不問 03030-  445091
変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～16時00分

141,200円～158,700円 (2) 9時30分～18時30分
(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030-  446391
中型一種（８ｔ限定）
フォークリフト技能者 (1) 8時00分～17時00分

162,048円～162,048円

正社員 59歳以下 03030-  447691
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時00分
160,000円～300,000円 (2) 8時30分～12時00分

正社員 不問 03030-  450291
測量士又は 変形（１年単位）
測量士補 (1) 8時30分～17時30分

普通自動車免許一種 155,000円～240,000円 (2) 8時30分～12時00分

正社員 不問 03030-  451591
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時30分
173,250円～207,900円

正社員 不問 03030-  452191
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時30分
207,900円～254,100円

正社員 不問 03030-  454391
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

141,000円～250,000円 (2)20時00分～ 5時00分

正社員 18歳～59歳 03030-  455691
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
141,000円～250,000円

正社員 59歳以下 03030-  456991
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

141,000円～250,000円 (2)20時00分～ 5時00分

正社員 18歳～59歳 03030-  457491
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-  458791

3

燃料の配達業務

1人

・灯油・重油などの配達業務
・ガソリンスタンドでの給油業務など

＊お客様から注文を受けタイムリーに配達する業
務です。

岩手県宮古市港町１番２
２号

株式会社　塩釜商
会　宮古支店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

予約管理スタッフ

1人

宿泊や宴会の受付業務に従事していただきます。
・電話やインターネットでの申込に対応
・ホテルシステムを利用して受付けた予約情報の
管理
・その他付随する業務（一般電話オペレーション

岩手県宮古市日立浜町３
２－４

株式会社　浄土ヶ
浜パークホテル

雇用期間の定めなし

パソコンの基本操作 岩手県宮古市

バス運転手

2人

・町民バス（路線バス）や貸切バスの運転業務
・バスの点検、運転日報、洗車など

＊町民バスは中型バス、貸切バスは主にマイクロ
バスの運転

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中家１２番地１

岩泉自動車運輸
株式会社

雇用期間の定めなし

又は 5時30分～21時00分
の間の7時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

薬剤師

2人

・飲み合わせや副作用、用法・用量などのチェッ
ク
・患者さんに合わせた調剤、調剤に伴う事務処理
・服薬に関する説明、ＯＴＣ医薬品の販売


岩手県宮古市向町２－４
０

合資会社　健康堂
薬局

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護職／デイサービス（フ
ル）

2人

デイサービス利用者の看護業務です。
・利用者の記録類の作成、健康相談等の業務
・送迎添乗業務
現在１日平均２５名程度の利用者があり、看護職
員７名、介護職員１８名体制で業務にあたってい

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
４地割１－２０

社会福祉法人　若
竹会　サンホーム
みやこ雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

精密部品の検査（プレス製
品）

1人

プレス製品の目視及び、実体顕微鏡を使用して製
品の外観検査を行います。測定器を使用して、製
品の寸法検査を行います。その他、パソコン（エ
クセル）を使用して製品検査成績書作成等の事務
作業も行います。未経験者には、初歩から指導し

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

梱包及び出荷作業業務

1人

当社東北工場において梱包から出荷までの業務を
担当していただきます。
・伝票や指示書をもとに製品をダンボール箱に梱
包
・製品を入れたダンボール箱を木製パレットに積

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

看護職／特養・短所（准看
護師）「看護」

2人

施設入所者（特養・短期入所者）に対する看護業
務
・バイタルチェック、巡回
・服薬準備、確認
・入所の方の記録作成、健康相談等

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
４地割１－２０

社会福祉法人　若
竹会　サンホーム
みやこ雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

工事監督支援業務（技術補
助）「建設」

1人

県営建設工事に係る監督職員（正職員）の補助業
務を行うものです。主に下記の業務となります。
・補助業務は工事現場の確認、巡回、報告等とな
ります
・事業所内における正職員の事務補助

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）

岩手県下閉伊郡岩泉町

建設業の従事経験者又
は公共事業等発注機関

の工事監督経験
PC操作(Word,Excel)

技能補助（公用車運転手）

2人

公用車の運転業務となります。
・主な運転範囲は岩泉町、田野畑村、宮古市とな
ります。
・頻度は少ないですが盛岡市、久慈市までの運転
もありま　　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）

岩手県下閉伊郡岩泉町

介護職／特別養護老人ホー
ム

1人

・施設利用者（特養・短期入所者）への介護サー
ビスの提供
（食事、入浴、排せつ、レクリエーション等）
・採用後おおむね３ヶ月間は日勤のみの勤務
※現在、特養５０名・短期２０名の施設利用者が

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
４地割１－２０

社会福祉法人　若
竹会　サンホーム
みやこ雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

運転手

1人

・当社車両（４ｔ車）による総合建設資材（セメ
ント、配　　管、住宅設備等）の配送
・配送は、田野畑村・岩泉町コース、山田町コー
ス、川井地
　区コース

岩手県宮古市西町一丁目
７－３２

有限会社　東北物
流運輸

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

歯科技工士

1人

歯科技工業務全般
　　義歯、硬レ（差し歯）、クラウン・ブリッジ
作業
【必要な経験・資格について】下記の１か２に該
当する方

岩手県下閉伊郡山田町北
浜町１０４－４

マリンデンタル株
式会社

雇用期間の定めなし

仕事内容の要件を満たす
方 岩手県下閉伊郡山田町

測量士・測量士補

1人

測量業務全般。土木・建築工事にあたり、土地の
位置・形状を測量する仕事です。専門の機器や技
術を使いますので、測量業務の経験がある方から
の応募をお待ちしています。また、測量データの
入力などパソコンを使う仕事もあります。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字三本松１

有限会社　岩泉測
量設計

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

測量経験
パソコン操作（ワード・

エクセル）

住宅営業

1人

住まいに関するお客様のニーズに応えられるよ
う、情報収集、企画、営業を行っていただきま
す。お客様の家づくり、暮らしづくりを提案する
お仕事です。
・お客様へのフォロー業務

岩手県下閉伊郡山田町織
笠第１２地割１－１

上林建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

現場管理

1人

新築・リフォームの現場管理・監督をメーカー、
協力関係者さんや当社社員、現場作業員と連携し
以下の業務を行っていただきます。
・安全管理
・品質管理

岩手県下閉伊郡山田町織
笠第１２地割１－１

上林建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

プレスオペレーター

2人

パソコンやスマートフォン通信機器などに組み込
まれているコネクター端子を製造します。
・高速プレス機を操作
・コネクター端子のプレス加工
・生産情報の入力

岩手県宮古市津軽石１
４ー９７－２

ジュピター工業
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

品質管理

1人

品質管理業務に従事します。
・データ入力（生産数、不具合数）
・管理及び顧客対応
・製品検査、校正機器による測定業務
所属は４名ですが、それぞれ担当の仕事をしてい

岩手県宮古市津軽石１
４ー９７－２

ジュピター工業
株式会社

雇用期間の定めなし

パソコン操作（基本操作
程度） 岩手県宮古市

プレス金型メンテナンス

1人

電子部品のプレス金型のメンテナンスを行いま
す。
・プレス金型の修理
・倣研削盤
・平面研削盤、加工業務

岩手県宮古市津軽石１
４ー９７－２

ジュピター工業
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

重機オペ運転手及びとび土
工

1人

各工事現場において以下の業務を行っていただき
ます。
・重機による掘削等土工事
・とび、土工作業員として工事作業全般
＊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



普通自動車免許一種 変形（１年単位）
準中型一種（5t限定） (1) 8時00分～17時30分

138,600円～277,200円

正社員 64歳以下 03030-  459891
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
231,000円～346,500円

正社員 64歳以下 03030-  460191
変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～16時00分

132,500円～148,400円 (2) 8時45分～17時45分
(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030-  461091
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-  462391
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時15分
132,430円～164,000円

正社員以外 不問 03030-  463691
変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～16時00分

138,500円～188,300円 (2) 9時00分～18時00分
(3)10時00分～19時00分

正社員 64歳以下 03030-  464991
変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～16時00分

134,280円～134,280円 (2) 9時00分～18時00分
(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030-  465491
介護支援専門員

普通自動車免許ＡＴ (1) 8時30分～17時30分
220,000円～280,000円

正社員 64歳以下 03030-  467891
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時15分

160,000円～250,000円 (2)18時15分～ 3時30分

正社員 18歳～64歳 03030-  468291
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
138,600円～184,800円

正社員以外 18歳以上 03030-  469591
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）
警備員検定試験２級 (1) 8時00分～17時00分

190,000円～229,800円

正社員 18歳以上 03030-  471691
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時15分
141,400円～141,400円

正社員以外 不問 03030-  472991
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

140,000円～140,000円

正社員 39歳以下 03030-  473491
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

145,000円～230,000円

正社員 59歳以下 03030-  475891
介護支援専門員

普通自動車免許ＡＴ (1) 8時30分～17時30分
210,000円～280,000円

正社員 64歳以下 03030-  477591
はり師 変形（１年単位）

きゅう師 (1) 8時30分～17時30分
178,000円～195,000円 (2) 8時30分～12時30分

正社員 59歳以下 03030-  478191
理学療法士 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
178,000円～195,000円 (2) 8時30分～12時30分

正社員 59歳以下 03030-  480991
普通自動車免許一種

(1)13時00分～21時00分
218,950円～218,950円

正社員以外 不問 03030-  482791
美容師 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～18時00分
145,000円～400,000円 (2)10時00分～19時00分

正社員 不問 03030-  486191
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）
介護職員初任者研修 (1) 8時30分～17時30分

140,000円～155,000円 (2)10時00分～19時00分
(3)17時00分～ 1時00分

正社員 18歳～59歳 03030-  487091

4

木造大工（見習い可）「建
設」

1人

木造大工に従事します。
・木造住宅の新築、増改築の大工工
・住宅新築、増改築の基礎工事
・現場内での清掃作業
・２ｔ車・軽トラ車による材料の運搬

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中野４５－１１

有限会社　佐藤工
務店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

足場作業員「建設」

1人

各現場において足場組立、解体作業員に従事して
いただきます。
・現場では２～３名で作業
・足場作業がない場合は土木作業


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

介護員「介護」

1人

入所や通所高齢者や心身に障がいの有る介護サー
ビスに従事します。
・食事、入浴、排せつ、移動、散歩、趣味活動等
の介助
・レクレーション等生活支援全般

岩手県下閉伊郡岩泉町乙
茂字上９－１２

社団医療法人　緑
川会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

足場補助作業員「建設」

1人

各現場において足場組立、解体作業に従事してい
ただきいます。
・作業員の手元や資材の運搬等
・将来は組立、解体も行い２～３名で作業
・足場作業がない場合は土木作業

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

介護員／デイサービス「介
護」

1人

通所介護事業所の介護に関する業務全般
・身の回りの世話、食事、入浴、排泄、リハビリ
等の介助や見守りなど
・食事の準備や後片付け、レクリエーション業務
・洗濯、清掃、その他雑務等

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

介護職「介護」／正社員

1人

福祉施設内における介護業務全般を行っていただ
きます。
・施設入所者数５０名、ショートステイ８名の方
への身の回　りの世話、食事、排泄、入浴の介助
など

岩手県下閉伊郡田野畑村
田野畑１２０－１８

社会福祉法人　寿
生会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

介護職「介護」

1人

福祉施設内における介護業務全般を行っていただ
きます。
・施設入所者数５０名、ショートステイ８名の方
への身の回　りの世話、食事、排泄、入浴の介助
など

岩手県下閉伊郡田野畑村
田野畑１２０－１８

社会福祉法人　寿
生会

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

居宅介護支援専門員　「介
護」

1人

・介護サービスの計画の策定および相談業務

・要介護認定の申請代行等、ケアマネジメント業
務全般
・移動は自家用車、連絡等は私物の携帯電話使用

岩手県下閉伊郡山田町大
沢４－３８－５

有限会社ヘルパー
はうす

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

木材加工技術者

3人

木材加工作業に従事していただきます。
・原木から柱の加工をする作業となり、ライン作
業
・機械操作での加工作業（木材乾燥機、プレス機
など）

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

交通誘導警備員

3人

交通誘導警備に従事します。
・主な現場は建設現場工事現場の交通誘導
現場へは直行直帰または乗合になります。また社
用車の貸与も可能です。自家用車使用の方はガソ
リン支給となります。

岩手県宮古市金浜４－６
３－１

有限会社　ニコニ
コ警備保障

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

交通誘導警備員（正社員／
幹部候補）

1人

幹部候補として交通誘導警備に従事します。将来
は新人の研修も行ってもらいます。
・主な現場は建設現場工事現場の交通誘導
・現場へは直行直帰または乗合、社用車の貸与も
可。

岩手県宮古市金浜４－６
３－１

有限会社　ニコニ
コ警備保障

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

作業／林務室（期限付臨時
職員）

1人

宮古農林振興センター林務室勤務となります。
・宮古市内、山田町の「しいたけ」や「ホダ木
（オガ粉）」　等の採取および放射性物質濃度測
定調査等の補助業務
・オガ粉の採取はチェーンソーを使用（未経験者

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（ワード・エク
セル）操作の出来る方 岩手県宮古市

製造技術（正社員）

2人

・電子機器基板にチップなどの電子部品を取り付
ける実装機　械操作
・またはハンダ付け等の後付け工程における設備
を操作


岩手県宮古市松山６－４
６

株式会社　ウェー
ブクレスト　宮古
工場雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

製造技術（幹部候補）

1人

・電子機器基板にチップなどの電子部品を取り付
ける実装機　械操作
・またはハンダ付け等の後付け工程における設備
を操作


岩手県宮古市松山６－４
６

株式会社　ウェー
ブクレスト　宮古
工場雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ケアマネージャー「介護」

1人

ハートランド宮古併設の居宅介護支援事業所の介
護支援専門員業務を行います。
・介護サービス計画の策定および相談業務
・要介護認定の申請代行等
・外出用務の際は、基本的に社用車使用

岩手県宮古市実田２丁目
５－１０

医療法人　おかだ
外科内科クリニッ
ク雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

鍼灸師

1人

・医師の指示のもと、外来患者様への電気療法な
ど理学治療　の介助、
・レントゲン部において患者様の氏名入力の手伝
い
・院内の清掃など雑務

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

理学療法士

1人

・医師の指示のもと、外来患者様への電気療法な
ど理学治療の介助
・レントゲン部において患者様の氏名入力の手伝
い
・院内の清掃など雑務

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

セールスドライバー

1人

・宅配便の集荷及び配達
・宮古市内を２ｔ車で運転しての集配業務
＊社内規定に従い、初めは乗務見習いとして配達
の仕分け、端末操作方法、お客様との接し方など
を同乗しながら覚えていただきます。

岩手県宮古市長町二丁目
１－３２

ヤマト運輸　株式
会社　宮古支店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

美容師

3人

当店舗にて、美容業務全般を行っていただきま
す。
・シャンプー、ブロー、ワインディング、カット
など
・その他に電話応対、店舗清掃

岩手県宮古市和見町７番
２２号

有限会社　プレス
テージ（美容室
ＰＲＥＳＴＩＧ
Ｅ）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員（グループホー
ム）

1人

以下の業務を行っていただきます。
・認知症グループホーム利用者（９名）の食事の
世話
・簡単な身体介助等の介護サービス
・調理、施設清掃、洗濯等の日常生活のお世話

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根２－１１１－３

株式会社　メイト

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町



普通自動車免許一種 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

200,000円～320,000円

正社員 40歳以下 03040-  533691
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

土木施工管理技士１級 (1) 8時00分～17時00分
又は 251,500円～353,000円

土木施工管理技士２級

正社員 64歳以下 03040-  534991
建築士（１級） 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
土木施工管理技士１級 250,000円～500,000円

いずれか

正社員 64歳以下 03080-  508691
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
154,000円～216,500円

正社員 40歳以下 04080-  488891
普通自動車免許一種

車両系整地掘削用運転 (1) 8時00分～17時00分
194,400円～237,600円

正社員 64歳以下 05041-  223491

(1) 7時30分～16時30分
137,280円～137,280円

正社員以外 不問 06030- 1227791
電気工事士（第１種）

準中型自動車免許 (1) 8時00分～17時30分
560,000円～576,000円

正社員以外 不問 11020- 1043891
理学療法士
作業療法士 (1) 8時30分～17時30分
言語聴覚士 237,031円～294,843円
いずれか

正社員 不問 13070-10882791
普通自動車免許ＡＴ 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- 1223191
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時45分～17時45分
172,000円～224,000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- 1556691
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時45分
250,000円～250,000円

正社員以外 不問 22020- 3798391
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時45分
250,000円～250,000円

正社員以外 不問 22020- 3941691

5

工事作業員　「建設」

2人

◎主に橋梁補修工事の現場作業を行います。

　・未経験者でも指導致します。
　・資格取得制度あります。費用は会社で負担し
ます。

岩手県花巻市東和町安俵
２区１１番地

株式会社　大久保
建設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木施工管理技士　「建
設」

2人

◎土木工事施工管理業務に従事します。
・公共工事（橋梁・トンネル・舗装・土木全般）
を主に担当　します。特に橋梁・トンネル補修に
強みを持つ会社です。
・調査・計画および工事写真撮影・測量を行い、

岩手県花巻市東和町安俵
２区１１番地

株式会社　大久保
建設

雇用期間の定めなし

現場施工管理経験のある
方 岩手県宮古市、他

建築又は土木施工管理技士
「建設」

2人

県内沿岸（宮古市～陸前高田市）の各建設現場に
おいて、建築又は土木建築工事に係る設計・工程
及び施工管理等の業務を行って頂きます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＊面接は本社（大船渡市）にて行います。

岩手県大船渡市盛町字田
中島２７－１

株式会社　佐賀組

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

営業（山田営業所）

1人

○屋根工事（瓦屋根等）で工務店中心にルート
セールス及び　現場監理業務に従事して頂きま
す。



宮城県気仙沼市松川前１
３５番地

株式会社　ヤマサ
カ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

重機オペレーターおよび
土木作業員【県外】

2人

○河川改修及び道路工事などの土木作業及び重機
オペレータ
　ーに従事していただきます
＊被災地復興現場もあります
＊現場作業所に泊り込んで作業します。毎週日曜

秋田県仙北市田沢湖神代
字戸伏松原４０－３

株式会社　森元組

雇用期間の定めなし

 岩手県宮古市、他

販売（宮古店：レジ・食品
品出し）

1人

○レジ（レジでの接客応対）
○商品の品出し（食品部門）

○勤務時間は（１）が週２日、主に商品の品出し
がメインで　す。

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

月未満）
又は 9時00分～20時30分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

電工「建設」

2人

各現場における以下の業務をお願いします。
１．高圧受変電設備工事（工事用）
２．低圧電気設備工事（工事用）
３．電気設備の保守工（工事用）
４．上記の他、弱電設備工事　等

埼玉県熊谷市赤城町３－
１６３－７

株式会社　東電工
業社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他


電気工事の実務経験のあ

る方

訪問リハビリテーション／
宮古

1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

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

販売・店舗運営職（リー
ジョナル社員）

2人

販売からスタートし、将来的には店長や地域マネ
ジャーとして、店舗運営の中堅幹部を目指してい
ただく職種です。
まずはホームセンターでの接客、販売、売場づく
り、商品管理、店長代行業務などを通じて知識と

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

店舗運営職・幹部候補（ナ
ショナル社員）

2人

販売からスタートし、将来的には大型店店長や地
域マネジャー、バイヤー（仕入担当）等、会社全
体を牽引していく幹部社員を目指していただく職
種です。
まずはホームセンターでの接客、販売、売場づく

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

新築戸建て住宅基礎工事一
式

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

住宅基礎工事経験
車両系建設機械（整地）

経験

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

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）

木造建築物の組立等の作
業経験２～３年以上 岩手県宮古市、他


