
普通自動車免許一種
大型特殊自動車免許 (1)8時30分～17時15分

あれば尚可 177,700円～177,700円

正社員以外 不問 03010- 8067201
普通自動車免許一種
大型特殊自動車免許 (1)8時30分～17時15分

177,700円～177,700円

正社員以外 不問 03010- 8069001
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

中型自動車免許あれば尚可 (1)9時00分～18時00分
160,000円～200,000円

正社員 61歳以下 03010- 8093001
車両系建設機械運転 変形（1年単位）
小型移動式クレーン (1)8時00分～17時00分

玉掛技能者等あれば尚可 180,000円～337,500円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03010- 8120701

(1)8時20分～16時50分
208,208円～282,984円

正社員以外 不問 03010- 7974701
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

１級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分
２級土木施工管理技士 180,000円～400,000円

あれば尚可

正社員 64歳以下 03010- 8011301
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)6時30分～15時30分
150,400円～225,600円 (2)8時00分～17時00分

(3)10時30分～19時30分

正社員 64歳以下 03030- 1208001
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- 1209301
普通自動車免許一種

(1)13時30分～21時30分
218,950円～218,950円

正社員以外 不問 03030- 1211401
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
242,550円～242,550円

正社員 64歳以下 03030- 1198401
２級土木施工管理技士 変形（1年単位）
普通自動車免許一種 (1)8時00分～17時00分

350,000円～350,000円

正社員 64歳以下 03030- 1199701
普通自動車免許ＡＴ 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時00分
160,000円～160,000円

正社員 64歳以下 03030- 1200601

(1)8時30分～17時30分
135,792円～198,720円

正社員以外 不問 03030- 1201901
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

中型自動車免許あれば尚可 (1)8時00分～16時30分
160,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03030- 1203401

(1)8時30分～17時30分
普通自動車免許ＡＴ 172,600円～198,800円

正社員 59歳以下 03030- 1205801
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
140,000円～280,000円

正社員 不問 03030- 1206201
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

大型自動車免許あれば尚可 (1)8時00分～17時00分
198,000円～286,000円 (2)8時00分～15時00分

正社員 不問 03100- 1005101
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

１級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分
２級土木施工管理技士 358,548円～566,935円

雇用期間の定めなし あれば尚可

正社員 64歳以下 04010-19343701
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     （4月10日時点の内容です）

　　４月６日　から　４月１０日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　４月２３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

牧野管理人（会計年度任用
職員）

1人

市営区界牧野において以下の業務を担当していた
だきます。

・牧野管理運営事業に係る放牧運営作業，看視人
業務

岩手県盛岡市肴町２番２
９号　３階

農政課（盛岡市役
所）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

トラクター等の農業用機械
の運転

岩手県宮古市

農林技士（会計年度任用職
員）

1人

市営区界牧野において以下の業務を担当していた
だきます。

・放牧看視業務，牧野管理業務
・その他、上記に付随する業務

岩手県盛岡市肴町２番２
９号　３階

農政課（盛岡市役
所）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

トラクター，ブルドーザー
の運転経験

岩手県宮古市

営業スタッフ（正社員：宮
古店）

2人

自動車という商品を通じてお客様のカーライフを
末長くサポートしていく仕事です。
・トヨタ自動車製造の新車および中古車の販売
・ご購入いただいたお客様へのアフターフォロー
・車検点検誘致、損害保険販売、割賦商品販売

岩手県盛岡市上堂４丁目
６－５

トヨタカローラ岩
手　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業、販売の経験があれば
尚可。PC操作が可能な方、
Word,Excel,PC入力作業が

できれば尚可

建設工事作業員（宮古営業
所）

2人

職務内容としては、建設工事の作業となります。
※主な工事内容
・道路工事（防護柵、標識など）
・エクステリア工事（フェンス、インターロッキ
ング、カーポートなど）

岩手県盛岡市本宮７丁目
１２－４１

株式会社　東北工
商

雇用期間の定めなし

現場作業経験 岩手県宮古市

講師（国語）

1人

岩手県内の高等学校において、常勤講師として授
業等生徒の指導にあたっていただきます。
・授業を担当していただきます。
・部活動の顧問等を行っていただきます。
・その他、付随する業務および指示された業務。

岩手県盛岡市内丸１０－
１

岩手県教育委員会
事務局　教職員課

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

高等学校教諭免許
（専修・１種）

工事管理・監督（宮古営業
所）

1人

職務内容としては建設工事の管理となります。

お客様や作業員との打ち合わせ、工事の準備、写
真管理、出来形管理、パソコンでの資料作成など
です。

岩手県盛岡市本宮７丁目
１２－４１

株式会社　東北工
商

雇用期間の定めなし

現場管理業務 岩手県宮古市

ガソリンスタンド販売員
（船越ＳＳ）

1人

ガソリンスタンド販売員に従事していただきま
す。
・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

岩手県下閉伊郡山田町船
越第６地割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

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

セールスドライバー

2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２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

土木作業員および重機オペ
レーター「建設」

2人

各工事現場において土木作業に従事します。
・道路工事や解体工事の現場が多く、主に山田町
内・宮古市内の現場
・資格のある方は主に重機を使った作業となりま
すが、現場の状況により人力での現場作業

岩手県下閉伊郡山田町長
崎２丁目５－１８

有限会社　藤沢組

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」

1人

図面の作成、施工管理及び現場管理に従事しま
す。
・河川や道路工事の現場が多く、主に山田町内・
宮古市内の現場
・１人１現場を受け持ちます

岩手県下閉伊郡山田町長
崎２丁目５－１８

有限会社　藤沢組

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

１級土木施工管理技士
あれば尚可

事務員

1人

事務全般を担当していただきます。
・建設関係の提出書類作成
・給与・収支等の帳簿への記帳
・役場等への書類提出、銀行用務
・パソコンを使用しての入札・書類作成

岩手県下閉伊郡山田町長
崎２丁目５－１８

有限会社　藤沢組

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード・エ
クセル）の出来る方

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

廃棄物収集運搬作業

1人

宮古市内の集積場を回り、ごみ収集や一般家庭の
トイレのし尿汲み取り作業を行います。
・２人１組で、曜日毎に決められたルートに沿っ
て活動します。
・収集作業を終えたら、処理場へ搬入をします。

岩手県宮古市小山田４丁
目５番２４号

株式会社　宮古衛
生社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護支援専門員「介護」

1人

ふれあい荘在宅介護支援センターでの業務
・ケアプランの作成
・公用車を使用して利用者宅への家庭訪問
・各種書類の申請、手続き
・その他、必要に応じて指示された業務に従事し

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

介護支援専門員（ケア
マネージャー）

土木作業員／経験者「建
設」

6人

各現場において下記の仕事を行います。
・住宅やアパートの基礎工事、足場組立
・工作物等解体工事
・土砂等の掘削、盛り上げ工事等に従事していた
だきます。

岩手県宮古市近内６－３
－６

飯岡興業　株式会
社

雇用期間の定めなし

建設業で働いた経験がある
方

岩手県宮古市、他

3人

工事竣工までの現場管理補助をお願いします。
　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

施工管理経験者、エクセ
ル・ワード

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

土木施工管理補助（岩手県
久慈市・岩泉町　現場事務
所）

現場作業員　　「建設」

3人

◆東北全般をエリアとし、主に久慈管内での作業
全般業務を行っていただきます。
＊最初の業務は１ヶ月程度軽度な補助作業とし
て、作業員に付いての指導しながらセメント運
び、穴掘り、吹付後の清掃、高所作業から落ちて

岩手県久慈市長内町第１
２地割１８－７

株式会社　東北法
面工業

雇用期間の定めなし

現場経験者優遇 岩手県宮古市、他

◎ 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４月１６日発行  



変形（1年単位）
(1)9時45分～19時00分

170,000円～200,000円 (2)10時45分～20時00分

正社員 35歳以下 04010-19349601
大型自動車免許

普通自動車免許一種 (1)8時00分～17時00分
200,400円～308,400円

正社員 59歳以下 09110- 1024301
足場の組立て等作業主任者 変形（1ヶ月単位）
車両系建設機械運転技能者 (1)8時00分～17時00分

いずれか 191,200円～215,100円
普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 03030- 1172401
交替制（シフト制）
(1)8時30分～17時30分

136,000円～209,500円 (2)19時10分～4時10分

正社員 18歳～34歳 03030- 1173701

(1)8時30分～17時30分
136,000円～209,500円

正社員 45歳以下 03030- 1174801
交替制（シフト制）
(1)8時30分～17時30分

135,792円～198,720円 (2)19時10分～4時10分

正社員以外 18歳～59歳 03030- 1175201
２級土木施工管理技士 変形（1年単位）
普通自動車免許ＡＴ (1)8時00分～17時00分

228,000円～300,000円

正社員 64歳以下 03030- 1177001
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～400,000円

正社員 64歳以下 03030- 1178301
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

普通自動車免許一種 184,000円～299,000円

正社員 64歳以下 03030- 1179601
普通自動車免許ＡＴ 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
172,500円～195,500円

正社員 64歳以下 03030- 1180401
大型自動車免許 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
200,000円～270,000円

正社員 不問 03030- 1182801
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

134,792円～162,400円

正社員 45歳以下 03030- 1183201
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

134,792円～162,400円

正社員 45歳以下 03030- 1184501
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

130,350円～130,350円

正社員以外 不問 03030- 1189101
保育士 交替制（シフト制）

(1)7時30分～16時30分
154,100円～190,100円 (2)8時00分～17時00分

小・中・高 教諭免許 (3)9時00分～18時00分
いずれか

正社員 64歳以下 03030- 1190801
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

180,000円～260,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03030- 1191201
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
145,000円～148,000円 (2)10時00分～19時00分

(3)16時30分～9時30分

正社員 59歳以下 03030- 1192501
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
160,000円～220,000円

正社員 40歳以下 03030- 1195601
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
145,000円～148,000円

正社員 不問 03030- 1196901
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
145,000円～148,000円

正社員 不問 03030- 1197101
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ＬＰガス事業スタッフ

1人

・ガス販売事業に係る営業、検針、集金業務など
・ガス設備、配管工事他ガス器具、暖房器具等の
修理など

岩手県宮古市大通３－６
－３５

中屋石油　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ガソリンスタンドスタッフ
（正社員）

1人

当社のガソリンスタンド内（宮古給油所（大
通）、千徳給油所、黒森給油所のいずれか）にお
いて下記の業務を行っていただきます。
・お客さまへの接客応対、給油、洗車等のサービ
ス業務

岩手県宮古市大通３－６
－３５

中屋石油　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

鉄骨製作工・溶接工／トラ
イアル雇用併用

2人

当社は、建築鉄骨やステンレス製品などの設計・
製作をしております。工場製作９割、現場組立１
割の工程になります。
・工場内で鉄骨加工、レーザー加工機操作し切断
工、組立工

岩手県宮古市臨港通１番
７号

有限会社　佐々木
鉄工所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員／正社員（有料老
人ホーム）「介護」

1人

有料老人ホーム入居者（定員２１名）の介護業
務。
・主に要介護１～３の方の介護となります。
・食事介助、配膳・下膳、排せつ介助、入浴介
助、通院介助（社用車使用）清掃等

岩手県宮古市刈屋第１２
地割３番地

特定非営利活動法
人　愛福祉会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

鉄骨製作工・溶接工・マシ
ンオペレーター

2人

当社は、建築鉄骨やステンレス製品などの設計・
製作をしております。工場製作９割、現場組立１
割の工程になります。
・工場内で鉄骨加工、レーザー加工切断、組立工
・溶接工、刷毛やエアースプレー塗装

岩手県宮古市臨港通１番
７号

有限会社　佐々木
鉄工所

雇用期間の定めなし

鉄骨加工や溶接工など同業
種の経験（応相談可）

岩手県宮古市

玉掛技能者、アーク溶
接技能者（基本級）あ

れば尚可

児童厚生員「保育」

1人

重茂児童館の児童厚生員に関わる業務全般
・日中活動における保育全般、それに伴う記録
・園内の清掃、環境整備など付帯する業務
＊２歳から就学前までの幼児（４０人程度）の保
育業務　＊学童保育（小１～小６）の業務

岩手県宮古市西町１丁目
２番１３号

特定非営利活動法
人　ふれあいス
テーション・あい

幼稚園教諭免許
（専修・１種・２種）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

水産加工員

4人

サケ・タラ等鮮魚の水産加工作業をしていただき
ます。
○時期的に水揚げとなった魚を取り扱い、手捌き
で切り身・開き等の加工処理
○４～６月は若布ボイルと箱詰め作業、又サンマ

岩手県宮古市光岸地４番
４０号

宮古漁業協同組合

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

基板・製品加工

1人

電気機器に使用される基板、付随する製品化作業
を行っていただきます。
・担当社員の指導のもと基本から業務を覚えてい
ただきますので、安心してご応募ください。
＊事前見学可能ですので、ご相談ください。

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

資材業務

1人

小部品受入、出庫、配膳、在庫管理などを行って
いただきます。
・屋内での作業となります。
・教育体制あり、担当社員の指導のもと基本から
業務を覚えていただきますので、安心してご応募

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

運転手

1人

大型ダンプカーの運転業務に従事していただきま
す。
・主に災害復旧関連の建設現場において、土砂・
砂利等の運搬を行います。
・現場は宮古地区及び、岩泉町内がほとんどで

岩手県下閉伊郡岩泉町袰
野字赤鹿１０８

小本運送　有限会
社

雇用期間の定めなし

大型またはトラック運転経
験者

岩手県下閉伊郡岩泉町

土木普通作業員「建設」

3人

・道路工事、公共工事（復旧、復興関連）土木工
事、一般住宅や公営住宅の基礎工事の現場作業
・取得免許によりトラック２ｔ車や社用車の運転
あり
・初心者の方でも体力に自信がある方を希望

岩手県宮古市田の神一丁
目２－３７

株式会社　佐々木
建設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

重機オペレーター「建設」

3人

・主な工事は道路工事、復旧・復興関連の公共工
事、土木工事、一般住宅や公営住宅の基礎工事
・重機運転等
・現場は宮古市内、山田町、大槌町、釜石市を予
定

車両系建設機械（基礎
工事用）運転技能者

岩手県宮古市田の神一丁
目２－３７

株式会社　佐々木
建設

雇用期間の定めなし

車両系建設機械運転 岩手県宮古市、他

建築技術者「建設」

1人

＊公共工事や一般住宅建築工事などの施工計画案
の作成
＊工事中における品質管理、安全管理、施工の調
整など監督・指揮業務や各種書類作成
＊就業場所は担当の現場事務所が基本になります

岩手県宮古市八木沢三丁
目１１－５

株式会社　菊地建
設

雇用期間の定めなし

　
建築施工管理業務経験者 岩手県宮古市

土木現場代理人「建設」

2人

土木技術者として、当社請負現場に係る業務に従
事します。
・公共工事、土木工事の施工計画立案
・作業現場での工程管理


岩手県宮古市田の神一丁
目２－３７

株式会社　佐々木
建設

雇用期間の定めなし

土木現場代理人経験 岩手県宮古市

自動機及び成形オペレー
ター

1人

主に下記業務を行っていただきます。
・自動機へのワーク供給及び完成品のトレイ収
納、ユニットを分解しメンテナンスを行う
・ＰＣでの生産履歴・現品票の作成、測定データ
入力

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

品質管理業務

1人

・工場の検査、品質管理の指導、改善、体制づく
り
主にスマートフォンやタブレットのコネクタとそ
れらに使用される精密電子部品の知識を習得して
いただきます。

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

プレスオペレーター

3人

・プレス機械オペレーション、金型、プレス機
械、周辺機器の調整作業
・その他製品検査（顕微鏡を使って寸法測定、外
観検査）作業
＊土・日曜日勤務、夜勤が出来る方

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

鳶工及び土工／正社員「建
設」

2人

各現場において、工事作業全般に従事していただ
きます。
・鳶土工工事作業員を主としています。
・主な現場は沿岸地域となります
・現場へは会社より社用車での移動となります。

岩手県宮古市山口１丁目
４－２５

株式会社　オガサ
ワラ産業

雇用期間の定めなし

建設経験者 岩手県宮古市

運転手

3人

港湾工事に関する、大型ダンプでの運搬作業で
す。
プラントからアスファルト合材を積み、道路新設
工事現場まで運搬します。また、残土・砕石等も
運搬します。

栃木県日光市清滝３－７
－１６

株式会社　明和

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ａｕショップスタッフ

1人

ａｕショップ店内業務全般
・商品説明
・新規申込・機種変更に関する手続き
・その他アフターサービス
※未経験者ＯＫ（研修制度があるので安心です）

宮城県仙台市若林区沖野
２丁目５－５

東北テレメディア
開発　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市



変形（1ヶ月単位）
(1)9時30分～18時30分

151,632円～151,632円 (2)10時30分～19時30分
(3)12時00分～21時00分

正社員以外 不問 05010- 6669501
１級土木施工管理技士
２級土木施工管理技士 (1)8時30分～17時30分

いずれか 350,000円～550,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 15010-11990901

(1)8時30分～17時30分
148,800円～148,800円

有期雇用派遣労働者 不問 03010- 8260501
交替制（シフト制）
(1)8時30分～17時15分

129,300円～137,100円 (2)7時30分～16時15分

正社員 不問 03010- 8277801
変形（1年単位）
(1)9時30分～18時00分

156,750円～156,750円

正社員以外 不問 03010- 8189201

150,000円～200,000円

正社員以外 18歳以上 03030- 1218601
２級土木施工管理技士 変形（1年単位）
普通自動車免許一種 (1)8時00分～17時00分

224,000円～235,200円

正社員 不問 03030- 1219901
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
183,300円～217,300円

正社員 40歳以下 03030- 1220701
三級自動車整備士 変形（1年単位）

普通自動車免許一種 (1)8時00分～17時00分
140,000円～150,000円

正社員 40歳以下 03030- 1222201
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時30分

184,000円～345,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03030- 1223501
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)7時30分～16時30分
138,800円～165,800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- 1224001
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
209,700円～209,700円

正社員 不問 03030- 1225301
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時00分
150,000円～200,000円

正社員 40歳以下 03030- 1213801
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

136,867円～136,867円

正社員以外 64歳以下 03030- 1214201
調理師 変形（1ヶ月単位）

(1)6時00分～15時00分
177,900円～203,000円 (2)9時00分～18時00分

正社員 59歳以下 03030- 1215501
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
142,000円～152,000円 (2)9時30分～18時30分

(3)17時00分～9時00分

正社員 64歳以下 03030- 1216001
玉掛技能者 変形（1年単位）

移動式クレーン運転士 (1)8時30分～17時30分
フォークリフト運転技能者 176,400円～193,200円

いずれか
普通自動車免許一種

有期雇用派遣労働者 不問 04010-19844401
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
301,920円～535,230円

正社員 59歳以下 04010-19862801

(1)8時00分～17時00分
244,160円～477,110円

正社員 59歳以下 04010-19883601

3

現場管理補助（土木課）

1人

※未経験・ブランクのある方も歓迎します！
土木工事における管理業務補助（現場監督）を
行っていただきます。
・工程管理（写真撮影及び管理、作業員への作業
内容の伝達及び確認）

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

現場管理（空調・衛生設備
課）

1人

建設現場における空調・衛生設備工事の管理業務
に従事して頂きます。
現場：工程管理、安全・品質管理、写真撮影　等
事務所：書類作成、写真管理、データ入力　等
ＰＣは基本操作(エクセル・ワード)が出来れば問

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

施工管理経験を１年以上 岩手県宮古市、他

メンテナンス

1人

建設機械や関連するレンタル用商品の点検、洗
浄、
メンテナンス、レンタル商品を返却・借りにい
らっしゃったお客様対応、付帯する軽作業（機械
の場内移動など）を行っていただきます。

宮城県仙台市青葉区本町
１丁目１２－３０　太陽
生命仙台駅北ビル９階

株式会社　スタッ
フ・アクティオ
東北支店雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

岩手県宮古市

介護員または介護補助員
「介護」

1人

「グループホームひなた」において、介護業務全
般に従事していただきます。
・食事・入浴・排泄の支援
・見守り、介助、レクリエーション
・病院受診時の同行等

岩手県宮古市津軽石第１
３地割２０８番地１６０

株式会社　風和璃

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理師

1人

入院患者及び職員の食事の調理全般を担当してい
ただきます。
・入院１９床、その他職員分を含め概ね２５食分
の調理
・調理スタッフは４名で交替勤務で対応

岩手県宮古市大通一丁目
３－２４

後藤泌尿器科皮膚
科医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

水産加工員

1人

・魚類の加工食品
・スケソウダラ、サバ等の前浜魚の処理作業
・イカの冷凍食品加工
・秋サケの加工
・選別ラインに沿った製造

岩手県宮古市日立浜町８
番２３号

株式会社　おがよ
し

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

車両整備

1人

当社において車両整備業務に従事します。
・軽自動車からトラックまでの、点検および車検
整備、一般修理　
・洗車や車両の引取り、納車等　　
・その他付随する業務　　　　　　　　　　

岩手県宮古市上鼻２丁目
４－１

有限会社　千徳自
動車整備工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

山林作業員

2人

木材の伐採・搬出を行う素材生産に関わる業務全
般。
・立木の伐採、伐倒木の集材、集伐木の造材（集
めた木を玉切る）
・造材木（玉切った木）の運搬

岩手県宮古市近内一丁目
４番１３号

有限会社　道又林
業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

支援員・介護職（臨時）
「介護」

1人

利用者の支援及び介護業務を行います。
・日常の食事、入浴、レクレーション等の介助
・施設車を運転し送迎（各施設により使用車は異
なりますが、軽自動車、ハイエースなど）
・シフトにより（１）～（４）の時間の交替勤務

岩手県下閉伊郡山田町山
田１－１１－３

社会福祉法人　親
和会

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

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。


車両系建設機械（整
地・運搬・積込用及び
掘削用）運転技能者

岩手県下閉伊郡山田町織
笠第１４地割３１－２

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

自動車整備士（見習い可）

1人

当社において自動車整備業務に従事していただき
ます。
・軽自動車から大型自動車までの車検・点検・整
備
・お客様への説明

岩手県下閉伊郡岩泉町小
本字大牛内６７－５

工藤建設株式会社
陸中サービスセン
ター雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

一般事務・運行管理補助

1人

岩泉自動車運輸株式会社において、一般事務、運
行管理補助に従事していただきます。
・パソコンを使用してのデータ入力
・路線バス、タクシーの売上金の精算
・電話・来客対応

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
パソコン操作（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

土木施工管理技士

1人

各種土木工事、施工管理、監督の仕事
・現場の施工管理全般
・申請書類及び現場管理に係る書類作成
・各関係機関への申請手続き
・安全管理等

岩手県下閉伊郡岩泉町小
本字中野５２

工藤建設　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）可能な方

岩手県下閉伊郡岩泉町

販売員

1人

コンビニエンスストアのスタッフ
○レジでのお会計・接客
○商品の品出し・陳列・検品・補充
○揚げ物等の簡単な調理・販売
○店舗内外の清掃・ゴミの片付け

岩手県宮古市田老３丁目
３番１０号

ファミリーマート
宮古田老三丁目店

雇用期間の定めなし

又は22時00分～8時00分の
間の8時間

岩手県宮古市

事務（磯鶏店）

1人

磯鶏店において、下記の業務を行っていただきま
す。
・店舗の受付、接客、呈茶
・電話応対、顧客対応
・レジ業務

岩手県盛岡市東仙北２丁
目１４－２０

ネッツトヨタ盛岡
株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

レジ業務、出納業務 岩手県宮古市

医療事務（宮古市）

2人

請負先の医療機関にて医事業務全般を行います。
外来受付のお仕事
各科の受付で保険証や受給者証の確認、各種申請
書等の受付を行います。業務に慣れてきました
ら、診察や処置、検査の内容をコンピューターで

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　盛岡支店メディカルクラークまたは

同等の医療事務資格
、医療事務経験のある方優
遇、ワード・エクセル入
力、操作経験のある方

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

出荷事務（山田町）

1人

派遣先（部品生産工場）において、下記の作業を
行って頂きます。
・出荷数確認後、出荷伝票作成（パソコン・手書
き）
・備品の発注（パソコン・メール）

岩手県盛岡市向中野３丁
目１８番２０号　２Ｆ
アクエリアスビル

株式会社　エムア
ンドエム　盛岡営
業所雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
パソコン（エクセル）の基

本操作が出来る方
岩手県下閉伊郡山田町

土木技術者（施工管理業
務）岩手県内各現場

5人

○国土交通省他、中央官庁、地方自治体、ネクス
コ発注による監督補助業務、積算補助業務に従
事。
（工事監督、積算業務、資料作成、各種協議等）
・勤務地は下記の通り複数あり。

新潟県新潟市中央区東大
通２－２－９－７０８

株式会社　エム
エーシー　新潟事
務所雇用期間の定めなし

土木実務経験半年以上 岩手県宮古市、他

販売員「バックコレクショ
ンモリタ宮古ＤＯＲＡ」

2人

○バッグ、財布、スーツケース等の小売専門店

・接客販売および発注、品出し、ディスプレイ、
ＰＯＰ作成等の売場と商品の管理の仕事です。


秋田県秋田市山王３丁目
３－９

　

株式会社　モリタ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市


