
普通自動車免許一種
(1)9時00分～17時00分

150,000円～150,000円

正社員 不問 03030-  563601

(1)8時00分～17時30分
169,500円～267,800円

正社員 64歳以下 03030-  564901
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時20分

138,000円～143,000円

正社員 不問 03030-  568801
看護師 変形（1ヶ月単位）
准看護師 (1)8時30分～17時30分
いずれか 200,000円～260,000円 (2)7時00分～16時00分

正社員 59歳以下 03030-  569201
普通自動車免許一種

(1)8時15分～17時15分
135,000円～145,000円

正社員 59歳以下 03030-  570001
大型自動車免許 変形（1年単位）

(1)7時30分～17時00分
205,200円～237,600円

正社員 59歳以下 03030-  575401
中型自動車免許 変形（1年単位）

8トン限定中型自動車免許 (1)8時00分～17時00分
あれば尚可 231,000円～346,500円

普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03030-  578201
中型自動車免許 変形（1年単位）

8トン限定中型自動車免許 (1)8時00分～17時00分
あれば尚可 161,700円～184,800円

正社員 64歳以下 03030-  579501

(1)8時30分～17時30分
135,792円～198,720円

正社員以外 59歳以下 03030-  552501

(1)8時30分～17時30分
135,792円～198,720円

正社員以外 59歳以下 03030-  553001
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～233,000円

正社員 不問 03030-  554301
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

137,000円～150,000円

正社員 45歳以下 03030-  556901

(1)8時00分～17時00分
136,500円～168,000円

正社員 不問 03030-  558401
変形（1ヶ月単位）
(1)6時40分～15時40分

130,000円～130,000円 (2)9時40分～18時40分
(3)8時30分～17時30分

正社員以外 不問 03030-  560501
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)9時00分～18時00分
209,600円～265,100円

正社員 59歳以下 03020-  286301
玉掛技能者

普通自動車免許一種 (1)8時00分～17時00分
171,400円～207,600円

正社員以外 不問 03100-  433701
自動車整備士資格３級以上

普通自動車免許一種 (1)9時00分～17時30分
230,000円～270,000円

有期雇用派遣労働者 不問 04010- 9049401
普通自動車免許一種
１,2級土木施工管理技 (1)8時00分～17時00分

あれば尚可 357,100円～565,100円

正社員 69歳以下 04010- 9157001

1

     （2月17日時点の内容です）

　　２月１０日　から　２月１７日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　２月２７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

事務

1人

当社において下記の業務を行っていただきます。
・小口現金管理
・会計ソフト入力
・家賃（事務所）振込
・勤怠管理（Ｅｘｃｅｌの既存様式への入力）

岩手県宮古市黒田町５番
１４号１階

株式会社　ＮＥＸ
ＲＯＷ

雇用期間の定めなし

ＰＣ基礎入力（ワード、エ
クセル、メール）

岩手県宮古市

菌床椎茸の栽培等／正社員
１

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
※経験のない方には丁寧に指導いたしますので、

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

仕上係

1人

ゴム製品（オイルシール）の仕上げ加工業務全般
・手作業や油圧プレスを操作しゴム製品のバリ取
り
・受注規格書をもとに加工
全てハンドメイドとなるため技術の習得には時間

岩手県下閉伊郡岩泉町小
本字内の沢２―２

有限会社　岩泉ゴ
ム工業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

看護師「看護」

1人

介護施設・通所リハビリテーションの利用者及び
入所利用者（現在７５名位）への看護業務全般を
行います。
・入所利用者に対するバイタルチェック
・服薬管理、健康管理及び医療処置

岩手県下閉伊郡山田町飯
岡第９地割２３－１

医療法人　晃生会
介護老人保健施設
さくら山雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

一般事務

1人

当協会において下記の業務を行っていただきま
す。
・地域安全活動
・共済募集事業事務
・総会資料作成（ＰＣ操作）

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

ダンプ運転手

1人

大型ダンプ（１０ｔ）の運転業務を行います。
・建設資材（砂利等）の運搬
・積み込みはバックホーにて行い、特に手作業で
の積み込み作業はありません
・主な現場としては、田野畑・岩泉・普代・宮

岩手県下閉伊郡田野畑村
和野１５番地２４

県北運輸有限会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

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
＊屋外での作業で力仕事のため、体力に自信のあ

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

経験者 岩手県宮古市

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

検査手直し作業

1人

顕微鏡を使いながら、歯ブラシなどを使って電子
部品の汚れを取り除いたり、手直し等をする作業
です。

＊細かい作業となります。

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

製造事務

1人

製造工程内の事務作業（主にデスクワーク）で
す。
●作業者が記入した帳票の記入漏れやミスの
チェック
●パソコンを使って入力・集計作業

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

塗装工「建設」

2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
・現場には事務所集合で乗合で移動

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

塗装工事関係の資格がない
方は建設業に従事した経験

があること

塗装工事関係の資格が
あれば尚可

管理課事務

1人

当社において下記の業務を行っていただきます。
・ＰＣによるデータ整理（１人１台貸与）
・電話、来客対応
・書類配布、整理
・従業員手続き（社会保険、年金、健保）

岩手県宮古市大字津軽石
１９－１８

株式会社　宮古マ
ランツ

雇用期間の定めなし

ＰＣ操作有り
（Excel,Word,他）

岩手県宮古市

土木作業員兼重機オペレー
ター「建設」

3人

・一般土木工事
・重機による掘削、整地など
＊現場は、主に宮古・下閉伊地域となります。
＊未経験の方でも親切に指導します。
＊現場まで乗り合いで行くことも可能です。

岩手県宮古市山口３丁目
９－４２

ＳＨＯ　合同会社

雇用期間の定めなし

車両系、玉掛、移動式ク
レーン操作

岩手県宮古市、他

車両系建設機械(整地,運
搬,積込用及び掘削用)運転
技能者,移動式ｸﾚｰﾝ運転士,
玉掛技能者あれば尚可

窓口業務／宮古駅

1人

総合窓口において、窓口対応や電話対応、切符販
売、パソコンを使用し数字等の入力、各種イベン
トへの参加、駅前イベントや企画列車でのＰＲ活
動、その他付随する業務を行います。
※年度ごとの更新になります。

岩手県宮古市栄町４番地 三陸鉄道　株式会
社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

ワード・エクセル操作 岩手県宮古市

ルート営業（宮古・８ｈ勤
務）／短時間

1人

・ルート営業（固定顧客管理）
・定期的にご契約頂いているお客様を訪問し、医
薬品の補充や健康に関するアドバイスをする仕事
です。
・医薬品約６００アイテムなど、予防医学の観点

岩手県釜石市鵜住居町５
－８－２

株式会社　岩手中
京医薬品

雇用期間の定めなし

同業の経験 岩手県宮古市

土木作業員
「建設」

1人

◆ＰＣ橋梁における一般土木作業全般
（高所での作業が主となり、機敏性、体力を要し
ます。）
※遠方が現場の場合、旅館や借り上げアパート等
に宿泊となり、その場合は現場によりますが１～

岩手県九戸郡野田村大字
野田第３３地割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

大手普通車ディーラーで自
動車整備業務

1人

岩手県内の大手国産車ディーラーでの自動車整備
業務です。主に車検・点検・一般整備をお願いし
ます。安定した環境と充実した研修制度でスキル
アップも図れます。まずは、お気軽に仙台営業所
（０２２－７９２－８８６０）までご相談下さ

宮城県仙台市宮城野区榴
岡４丁目２－３　仙台Ｍ
Ｔビル１１階

株式会社　レソ
リューション　仙
台営業所雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

自動車の整備 岩手県宮古市

土木施工管理

3人

土木施工管理
・現場管理、測量、丁張り、写真管理、出来形管
理等
・主にゼネコン工事の１次、２次下請け工事現場
の施工管理、各種土木工事

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２
Ｆ

株式会社　クリエ
イトワークス　建
設事業部雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他
建設現場での実務経験、Ｃ
ＡＤ使用経験あれば尚可

◎ 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 

令和２年２月２０日発行  



普通自動車免許一種
1,2級建築施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

357,100円～565,100円

正社員 69歳以下 04010- 9162801

(1)12時00分～21時00分
146,600円～146,600円

正社員以外 不問 03030-  545001
介護福祉士

介護職員初任者研修修了者 (1)8時30分～17時15分
137,760円～164,000円

正社員以外 不問 普通自動車免許一種 03030-  548901
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
133,400円～161,800円

正社員以外 不問 03030-  550801
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
準中型自動車免許 (1)7時30分～16時30分

あれば尚可 220,712円～220,712円

正社員 39歳以下 04010- 8729901
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時45分
190,000円～220,000円

正社員以外 不問 04010- 8862501
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時15分～17時15分
158,000円～240,000円

正社員 59歳以下 14010- 8269901
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)9時00分～18時00分
178,600円～268,500円

正社員 40歳以下 03010- 3462701
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

139,416円～165,400円 (2)22時00分～5時00分

正社員 45歳以下 03030-  527201

(1)8時00分～17時00分
250,000円～250,000円

正社員 不問 03030-  528501
栄養士 交替制（シフト制）

普通自動車免許一種 (1)6時00分～15時00分
150,700円～190,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

正社員 不問 03030-  538301
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)9時00分～18時00分
199,000円～212,500円

雇用期間の定めなし

正社員 64歳以下 35020- 1646401
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
180,000円～300,000円

正社員以外 不問 03010- 3314601
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時15分～17時10分
160,000円～230,000円

正社員 59歳以下 03010- 3334801
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
151,500円～163,500円 (2)9時00分～18時00分

正社員 40歳以下 03010- 3337001
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
214,000円～229,000円

正社員 64歳以下 03010- 3361001
三級自動車整備士 変形（1ヶ月単位）
普通自動車免許一種 (1)9時00分～17時30分

153,000円～193,000円

正社員 59歳以下 03010- 3365101

(1)8時30分～17時00分
150,150円～165,165円 (2)8時30分～12時00分

正社員 不問 03030-  519801
変形（1ヶ月単位）
(1)8時15分～17時30分

137,600円～137,600円

正社員以外 不問 03030-  522901
保育士 変形（1年単位）

(1)7時00分～15時30分
158,080円～186,160円 (2)8時00分～16時30分

(3)8時30分～17時00分

正社員 59歳以下 03030-  524401

2

保育士（正規職員）「保
育」

1人

当法人が運営する保育園を利用している保育児童
（０歳～５歳）の保育業務全般を担当していただ
きます。
・令和２年度は定員６０名です
・新卒の方も応募可能です

岩手県下閉伊郡山田町長
崎二丁目３－１

社会福祉法人　正
受会　山田中央保
育園雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

クリンクルー（崎鍬ヶ崎）
２（請）

1人

請負先の施設内外の清掃業務を行います。
・掃除機、モップ、ホーキ、タオル等の掃除用具
を使用し、廊下、階段、各室清掃
・駐車場等清掃
・廃棄物の収集等になります。

岩手県宮古市長町１丁目
９－１７

リアス環境管理
株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

事務／歯科技工所

1人

当社は歯科医院、病院より受注を受け製品の製作
納品しています
・専用ソフトを使用し製品の伝票、請求書作成
・従業員給与計算
・電話、来客対応

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

パソコン基本操作 岩手県下閉伊郡山田町

自動車整備業務（宮古駅東
店）

1人

・リース顧客様先へ出向いての車両点検、オイル
交換作業
・リース車両の車検、法点等の整備入庫先の予約
・作業報告書の作成、整備入庫先からの納品書入
力

岩手県盛岡市名須川町９
－５

株式会社　トヨタ
レンタリース岩手

雇用期間の定めなし

自動車整備経験者 岩手県宮古市

フューネラルディレクター
（宮古典礼会館）

2人

典礼会館にてお迎えから内容のお打合せまで、心
に寄り添うご提案を行なって頂きます。具体的に
は、ご連絡の受付、儀式内容のご提案、通夜・葬
儀の運営、アフターフォロー等になります。故人
様・ご遺族様についてのヒアリングを行ない、故

岩手県盛岡市津志田南３
丁目１４番６５号

株式会社　サン
ファミリー　（愛
グループ）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

警備職（機械警備）／正社
員／宮古市

1人

契約先施設（会社事務所・工場・個人宅等）から
侵入や火災等の異常警報を受信した際にパトロー
ルカーで現場に急行し、警察や消防と連携しなが
ら被害の拡大防止を図ります。商業施設等に設置
されている金融機関のＡＴＭで障害が発生した際

岩手県盛岡市津志田西一
丁目２４－１５

ＡＬＳＯＫ岩手
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

配送及びルート営業（宮古
営業所）

1人

宮古営業所において、下記業務を行っていただき
ます。
　・商品管理（受・発注）
　・取引先店舗や工事現場へ商品の配達
　・その他付随する業務及び指示された業務

岩手県紫波郡矢巾町流通
センター南３丁目１０番
７号

株式会社　岩電

雇用期間の定めなし

経験者優遇 岩手県宮古市

土木作業員（宮古市）

2人

主に宮古市の土木工事現場において、作業員とし
ての業務を行っていただきます。
甲京子土木工事（道路・造成工事等）、民間土木
工事（土地の造成工事等）における土木作業とな
ります。

岩手県盛岡市北飯岡二丁
目４番１号

株式会社　岩手マ
イタック

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

土木工事現場での作業経験 岩手県宮古市

フラワーコーディネーター
／生花スタッフ／フラワー
愛　宮古 1人

○冠婚葬祭で使用する会場装花の作成、セッティ
ングなど祭壇の装飾、管理、配送等
※検定等もあり、お花について学ぶ機会を豊富に
準備しています☆ぜひ私達と「実力が身に付く」
職場で一緒に働きませんか？

山口県下関市王喜本町６
丁目４番５０号

株式会社　トレー
ダー愛

経験者優遇
経験なしの場合はパート採
用の可能性があります 岩手県宮古市

栄養士

1人

介護老人福祉施設におけるオール電化厨房で新調
理方法での調理業務全般
・システムを使用した献立作成、事務処理
・入居者１２０名の食事（朝食、昼食、夕食）
・食器の片づけ、厨房の清掃等

岩手県宮古市西ヶ丘４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

調理に活かせる経験・資格
等

岩手県宮古市

重機オペレーター≪急募≫

2人

重機オペレータ―に従事します。
・重機（バックホウ、タイヤショベル）による掘
削、整地
・ダンプ車に採石積み込み
・ガラパゴス等破砕機に採石の投入

車両系建設機械（整
地・運搬・積込用及び
掘削用）運転技能者

岩手県下閉伊郡岩泉町袰
野字赤鹿２２８番１

日建石材　株式会
社

雇用期間の定めなし

重機操作経験者 岩手県下閉伊郡岩泉町

製造職（機械ＯＰ）

1人

工場屋内にて、電子部品取付の機械操作を行いま
す。
最初は、補助作業を行いながら徐々に覚えてスキ
ルアップして頂きます。
＊未経験でも指導のもと、習得可能です。

岩手県宮古市大字津軽石
１９－１８

株式会社　宮古マ
ランツ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業（福祉用具の相談営業
宮古）

1人

福祉用具のレンタル・販売・住宅改修に係る、相
談提案営業・納品・集金・契約等。
ケアマネージャー等と連携し利用者の身体に合っ
た福祉用具を選定、納品、福祉用具の使い方、契
約内容等を説明するお仕事です。利用者宅への定

岩手県紫波郡矢巾町流通
センター南１丁目７－８

株式会社　サンメ
ディカル

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

機械オペレーター

2人

放電ワイヤー加工機を使用した精密部品の制作。
研磨加工機による精密部品の制作。

神奈川県横浜市保土ヶ谷
区上星川２－１１－６６

株式会社ノバセイ
コー

雇用期間の定めなし

経験者優遇 岩手県宮古市

道路巡回運転員

1人

国土交通省の委託業務として、釜石管内の大船渡
市吉浜地区から山田町船越地区まで、釜石市定内
地区から遠野市上郷地区までと宮古管内の山田町
船越地区から田野畑村大芦地区までの国道等で、
道路損傷や落下物がないか巡回員が見て回りま

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
月以上）

運転経験２年以上、文書作
成（写真の添付作業有り） 岩手県宮古市、他

宅配ドライバー

1人

※生協の個人宅配配送（いわて生活協同組合様）
　・セットされた食材を生協組合員様宅にお届け
の仕事
　・１日６０～７０軒の配送
　・車両は１．５ｔ（ＡＴ車）の小さなトラック

宮城県仙台市若林区六丁
の目中町２３－３８　フ
クイ事務所２階

株式会社　三協運
輸サービス　東北
営業所雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務

1人

一般事務を担当していただきます。
・パソコンを使用し書類作成、データ入力、その
他各種帳票類の作成や整理
・来客対応、電話対応
・外出用務（町内各事業所、銀行等、社用車を使

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中野４０番地４２

岩泉商工会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

事務職経験、ワード・エク
セル基本操作

岩手県下閉伊郡岩泉町

介護員／デイサービス「介
護」

3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）
介護支援専門員(ケアマ
ネージャー)や社会福祉
主事資格あれば尚可

岩手県下閉伊郡岩泉町

臨時加工員（赤前工場）

4人

主にイサダの箱詰め作業を担当していただきま
す。
・赤前工場ではイサダを機械により洗浄し、高温
乾燥処理
・検品作業を行い、検品されたイサダを注文に応

岩手県下閉伊郡山田町境
田町２－１

株式会社　川秀

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

建築施工管理

2人

建築施工管理
・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。
・施主との打ち合わせ、安全管理、施工図作成・
修正業務、設計、施工業務等を行っていただきま

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２
Ｆ

株式会社　クリエ
イトワークス　建
設事業部雇用期間の定めなし

建設現場での実務経験３年
以上、ＣＡＤ使用経験あれ

ば尚可 岩手県宮古市、他



社会福祉士
普通自動車免許一種 (1)8時15分～17時15分

147,400円～216,300円

正社員 64歳以下 03030-  525701
保育士 変形（1年単位）

(1)7時00分～15時30分
168,750円～168,750円 (2)8時00分～16時30分

(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030-  526801
準中型自動車免許 変形（1年単位）

(1)8時20分～16時30分
138,800円～240,650円

正社員 59歳以下 03040-  636901
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

259,200円～302,400円

正社員 18歳～59歳 13120- 2591301
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時45分～17時45分
177,000円～229,000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- 2265101
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時45分～17時45分
177,000円～229,000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- 2266401

(1)8時00分～17時45分
250,000円～250,000円

正社員以外 不問 22020- 3795101

3

新築戸建て住宅基礎工事一
式（岩手県）

3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）



普通自動車免許一種
車両系建設機械運転技

能者あれば尚可

静岡県浜松市西区大久保
町１２２７－６

株式会社　一条工
務店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 住宅基礎工事経験(5年以上)

※経験年数応相談、車両系建
設機械(整地)経験(年数不問) 岩手県宮古市、他

販売・店舗運営職（リー
ジョナル社員）

1人

販売からスタートし、将来的には店長や地域マ
ネージャーとして、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技術を習得していただきま

新潟県新潟市南区清水４
５０１番地１

株式会社　コメリ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

販売・店舗運営職（リー
ジョナル社員）

1人

販売からスタートし、将来的には店長や地域マ
ネージャーとして、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技術を習得していただきま

新潟県新潟市南区清水４
５０１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

建設土木作業員／宮古市

4人

被災地復興エリアにおいて、土木工事を中心とし
た基礎工事（高所作業・玉かけ等含む）全般を
行っていただきます。※現在の現場は、久慈市内
です。
＊未経験の方は先輩が基礎から丁寧に指導します

各種建設土木関係免許
や資格あれば優遇

東京都墨田区墨田４－４
５－５

都市建設工業　株
式会社

雇用期間の定めなし


建設土木作業経験

岩手県宮古市、他

配送（宮古営業所）

1人

１）発泡スチロール製品の配送
・使用車両２ｔ車（必要な免許参照）
・配送地域：宮古市内の水産関係業者
２）倉庫整理
・魚箱（発泡スチロール製品）の積み上げ等の作

岩手県花巻市石鳥谷町好
地１２－２８－１

東北資材工業株式
会社

雇用期間の定めなし

文字入力程度 岩手県宮古市

保育士（臨時）「保育」

1人

当法人が運営する保育園を利用している保育児童
（０歳～５歳）の保育業務全般を担当していただ
きます。
・令和２年度は定員６０名です。
・臨時職員から正職員への登用の可能性がありま

岩手県下閉伊郡山田町長
崎二丁目３－１

社会福祉法人　正
受会　山田中央保
育園雇用期間の定めあり（４ヶ

月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

社会福祉士／正社員「介
護」

1人

各センターにおいて、地域に暮らす人たちの介護
予防や、日々の暮らしのサポートをする地域包括
支援センターの業務を担当していただきます。
・職員２名体制で行っていただきます
・外出の際には当社会福祉協議会の施設車を使用

岩手県宮古市小山田２丁
目９－２０

社会福祉法人　宮
古市社会福祉協議
会雇用期間の定めなし

岩手県宮古市


