
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
中型自動車免許 (1)9時15分～17時45分

1人 あれば尚可 148,500円～199,900円

正社員 59歳以下 03010-15244001
変形（1年単位）
(1)9時40分～18時20分

1人 160,000円～165,000円

正社員以外 不問 03010-15259801
保育士 変形（1年単位）

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

(3)10時00分～18時00分

正社員以外 不問 03030- 2272201
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
中型自動車免許 (1)8時00分～17時00分

1人 ８トン限定中型自動車免許 142,800円～159,600円
いずれか

正社員 59歳以下 03030- 2273501
準中型自動車免許 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
2人 184,800円～231,000円

正社員 64歳以下 土木作業経験 03030- 2274001
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
第一種電気工事士 (1)8時00分～17時00分

1人 第二種電気工事士 150,000円～300,000円
あれば尚可

正社員 不問 03030- 2275301
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 180,000円～340,000円

正社員 不問 03030- 2278101
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

3人 206,456円～206,456円 (2)20時00分～5時00分

正社員以外 18歳以上 03030- 2280201
普通自動車免許一種 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
2人 中型自動車免許 183,000円～292,800円

あれば尚可

正社員以外 不問 03030- 2281501
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
2人 183,000円～292,800円

車両系建設機械運転技能者

中型自動車免許
正社員以外 不問 あれば尚可 03030- 2282001

普通自動車免許一種 変形（1年単位）
中型自動車免許 (1)8時30分～17時30分

1人 フォークリフト運転技能者 160,000円～230,000円
あれば尚可

正社員 59歳以下 03040- 3354601
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
中型自動車免許 (1)8時00分～17時00分

1人 重機資格あれば尚可 155,260円～170,100円 (2)8時00分～16時30分

正社員以外 不問 03100- 1936701

(1)10時00分～19時00分
3人 200,000円～400,000円

正社員 35歳以下 04010-38479101
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

4人 259,200円～302,400円

正社員 18歳～59歳 建設土木作業経験 13120-10839601
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時45分～18時00分
1人 191,000円～243,000円 (2)10時45分～20時00分

(3)12時00分～21時15分

正社員 35歳以下 15070-10211501
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時45分～18時00分
1人 191,000円～243,000円 (2)10時45分～20時00分

(3)12時00分～21時15分

正社員 35歳以下 15070-10212001
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
中型自動車免許 (1)9時00分～18時00分

2人 あれば尚可 160,000円～200,000円

正社員 61歳以下 03010-14890401
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
中型自動車免許 (1)9時00分～18時00分

5人 二級自動車整備士 193,000円～243,000円
自動車検査員

正社員 61歳以下 03010-14893201
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（8月7日時点の内容です）

８月３日　から　　８月７日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は８月２０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

販売職（宮古店担当） 宮古店において、下記の事務を担当していただき
ます。
・店頭販売、レジ業務、包装、発注・返品、売上
計算、各種伝票整理、等
・電話応対（本店、お客様対応等）

岩手県盛岡市菜園１－１０
－１

株式会社　川徳

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

事業所名
求人番号

ルート営業スタッフ（釜石
店または宮古店）

取引先自動車販売店様に対するルート営業を行
い、新車・中古車の販売を通じて販売店様の販売
支援活動を行うお仕事です。
（主な内容）
・販売店様に対する販売促進支援

岩手県紫波郡矢巾町大字広
宮沢第７地割３３４番地

岩手ダイハツ販売
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

Excel,Wordの基本的な操作
ができること

水産加工員及び運転手 以下の業務を行っていただきます。
・鮭、サンマ、鯖、イカなどの機械捌きや手捌き
作業
・乾燥、冷凍作業
＊鮮魚加工した箱（重さ１０ｋｇ～１５ｋｇ）の

岩手県宮古市築地２丁目７
－１８

有限会社　小が理商
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

保育士（臨時） 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
月以上） 岩手県下閉伊郡山田町

配電工事員　通信工事員
内線工事員

○配電工事…東北電力様発注、ユアテック様一次
下請として電柱を建て架線・装柱等の業務
○通信工事…元請け発注に基づき、光ファイバー
の架線・布設・接続の屋外工事および光ファイ
バーの宅内　　　　　　　　　配線・接続の屋内

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字合の山１４－１

株式会社　岩泉電工

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

土木作業員 ・山田町内及び宮古市内・釜石市内の当社受注工
事現場において、土砂の運搬（４ｔ車）など土木
作業全般に従事していだきます。
・免許のある方はダンプ・建設機械運転業務にも
従事していただきます。

岩手県下閉伊郡山田町石峠
第４地割３７番地１０

吉川建設　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

（Ｈ２９．３．１２以降
免許取得の方）

各種機械オペレーター 携帯電話やスマートフォンで使用される電子部品
（コネクタ）製造に従事します。
・自動組立機械による組立作業
・プラスチック成形及びプレス作業
・細かな目視作業があります

岩手県宮古市赤前第２地割
２１番地２

東北ヒロセ電機　株
式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

冷凍機械管理主任 冷凍機械運転業務を行います。
・冷凍機械操作
・加工機械の保守、メンテナンス
・点検及び整備等
他１名おります。工場移動は社用車使用です。

岩手県宮古市藤原一丁目５
－９

有限会社　大井漁業
部　大印冷凍工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

型枠作業員 当社において下記の業務に従事していただきま
す。
・型枠作業員として、コンクリート構造物の型枠
製作
・その他付随する業務

岩手県下閉伊郡山田町川向
町５０１－８

株式会社　紅工業

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 当社において下記の業務に従事していただきま
す。
・土木作業員として、資材の運搬、土砂の掘削等
・その他付随する業務
○未経験の方も歓迎します。先輩スタッフがしっ

岩手県下閉伊郡山田町川向
町５０１－８

株式会社　紅工業

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡山田町

型枠支保工の組立て等作
業主任者

伐採作業員 ・下刈作業及び伐採作業
（チェンソー及び刈払機を使用します）
・場合により、運搬作業を行なっていただく可能
性があります。
・高所作業有り（高所車両を使用）

岩手県久慈市山根町下戸鎖
第５地割２７番地１

山根林産企業組合

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡岩泉町、他

サービスセールス（宮古
店）

◎整備工場での農業機械の整備、修理作業の実施
・メンテナンス作業に必要な資格等は会社負担で
取得して頂きます。
・必要な工具や作業着等は貸与いたします。
・農業機械等の搬送もあります。

岩手県花巻市東宮野目第１
３地割９

株式会社　みちのく
クボタ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市
自動車整備等
機械整備経験

建設土木作業員／宮古市 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。


東京都墨田区墨田４－４５
－５
メゾンノース１０１

都市建設工業　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

スマホアドバイザー ケータイやスマホに関連したお悩みやご要望に対
応し、商品・サービスをご紹介。お客様からの質
問は、スマホを使っている方からすれば基本的な
ものがほとんど。とは言えまだまだ、スマホに慣
れていない方も多いので、丁寧に教えることでお

宮城県仙台市青葉区五橋１
丁目６－６

株式会社　サンリ
キュール　仙台営業
所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

各種建設土木関係免許・
資格あれば優遇

店舗運営職・幹部候補（ナ
ショナル社員）

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、
売場づくり、商品管理、店長代行業務などを通じ

新潟県新潟市南区清水４５
０１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

店舗運営職・幹部候補（ナ
ショナル社員）

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、
売場づくり、商品管理、店長代行業務などを通じ

新潟県新潟市南区清水４５
０１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

自動車検査員（正社員：二
戸、久慈、宮古、釜石、遠
野）

トヨタカローラ岩手の整備工場にて下記業務を
行っていただきます。
・車検、各種一般整備
・点検整備の電話案内、来店時の受付応対
・整備後の電話によるアフターフォロー

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、他

営業スタッフ（正社員：宮
古店）

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

ワード、エクセル、ＰＣ入
力作業ができれば尚可、営

業、販売の経験

簡単なＰＣ入力作業ができ
れば尚可

◎ 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。

令和２年８月１３日発行

TEL 0193－63－8609

ハローワーク 宮古

宮古公共職業安定所

フルタイム



普通自動車免許一種 変形（1年単位）
中型自動車免許 (1)9時00分～18時00分

5人 二級自動車整備士 160,000円～200,000円
自動車検査員

正社員 61歳以下 03010-14895001
栄養士 交替制あり

(1)5時00分～14時30分
1人 163,100円～173,900円 (2)10時00分～19時00分

正社員 59歳以下 03010-15023201
普通自動車免許一種

介護職員初任者研修修了者 (1)8時15分～17時15分
1人 ホームヘルパー２級 140,500円～146,500円

正社員以外 不問 03030- 2253401
普通自動車免許一種

社会福祉士 (1)8時15分～17時15分
1人 147,400円～216,300円

正社員 64歳以下 03030- 2254701
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

1人 201,230円～319,590円

正社員 59歳以下 03030- 2255801
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
１級建築施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

1人 201,230円～319,590円

正社員 59歳以下 03030- 2256201
普通自動車免許一種

看護師又は (1)8時20分～17時20分
2人 准看護師 195,200円～195,200円

正社員 59歳以下 03030- 2257501
介護福祉士 変形（1ヶ月単位）

(1)8時20分～17時20分
1人 145,400円～145,400円

正社員 59歳以下 03030- 2258001
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）
精神保健福祉士 (1)8時20分～17時20分

2人 181,600円～181,600円

正社員 59歳以下 03030- 2259301
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 194,650円～343,500円

正社員 64歳以下 03030- 2261401
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

測量士又は (1)8時30分～17時30分
1人 測量士補 155,000円～240,000円 (2)8時30分～12時00分

正社員 不問 03030- 2262701
看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
3人 210,000円～470,000円 (2)15時00分～9時00分

正社員 64歳以下 03030- 2264201
准看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
2人 180,000円～360,000円 (2)15時00分～9時00分

正社員 64歳以下 03030- 2265501
普通自動車免許一種

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

正社員 64歳以下 パソコン操作が出来る方 03030- 2266001
准看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
1人 179,520円～342,720円

正社員以外 64歳以下 03030- 2267301

(1)9時00分～18時00分
1人 150,336円～150,336円

正社員以外 不問 03030- 2268601
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

5人 173,600円～217,000円

正社員 18歳以上 03100- 1887901
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

1人 あれば尚可 220,712円～220,712円

正社員 39歳以下 04010-38157101
変形（1年単位）
(1)9時45分～19時00分

1人 170,000円～200,000円 (2)10時45分～20時00分

正社員 35歳以下 04010-38283301
普通自動車免許一種

(1)9時00分～18時00分
1人 180,000円～250,000円

正社員 59歳以下 営業経験あれば尚可 03030- 2226901
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栄養士（宮古市） 請負先事業所において責任者の指示のもと、下記
の業務を行っていただきます。
・患者様への食事提供業務
・調理、盛付け、食器洗浄、献立、帳票作成
・栄養管理業務全般

岩手県盛岡市大通３丁目３
番１０号　七十七日生盛岡
ビル　９階

日清医療食品　株式
会社　北東北支店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

自動車整備士（正社員：二
戸、久慈、宮古、釜石、遠
野）

トヨタカローラ岩手の整備工場にて下記業務を
行っていただきます。
・車検、各種一般整備
・点検整備の電話案内、来店時の受付応対
・整備後の電話によるアフターフォロー

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
簡単なＰＣ入力作業ができ

れば尚可
岩手県宮古市、他

社会福祉士／正社員 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

訪問ヘルパー 市内の利用者宅で、家事や介護のヘルパー業務に
従事していただきます。
・朝・昼・夜の時間帯を中心に、１日おおよそ３
件、１件あたり１～２名の職員で訪問
・外出の際には、当施設の車両を使用

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

建築技術者 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
く請け負っています。

岩手県宮古市宮町１丁目３
－５

陸中建設　株式会社

雇用期間の定めなし
ワード・エクセルができる

方、土木工事
岩手県宮古市

土木技術者 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
部民間事業も請け負っています。
＊現場は、主に宮古市内となり、移動は社有車を

岩手県宮古市宮町１丁目３
－５

陸中建設　株式会社

雇用期間の定めなし ワード・エクセルができる
方、道路・港湾・河川等の

施工管理 岩手県宮古市

介護福祉士 ・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　
・メンタルケア、相談、指導、助言など

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

看護師（訪問） 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
＊状況により雑務等も行います。

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

一般土木作業員 公共工事が主体の道路や林道の築造・補修、砂防
堰堤の築造などの土木作業に従事していただきま
す。
※建設業は多くの資格や免許が必要になります
が、その場合は会社で支援しますのでキャリア

岩手県宮古市八木沢三丁目
１１－５　バス停「八木沢
団地」から　徒歩２分

株式会社　菊地建設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

精神保健福祉士 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
＊まれに外出用務をしていただく場合がありま

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

看護師／正社員 ・採血検査や各種注射の準備と実施
・高齢者の歩行介助や車椅子介助
＊医療療護病棟、回復期リハビリテーション病棟
があります。
＊リハビリ病棟：リハビリスタッフなど様々な職

岩手県宮古市保久田８番３
７

特定医療法人　弘慈
会　宮古第一病院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

測量士・測量士補 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番

有限会社　岩泉測量
設計

雇用期間の定めなし ＰＣ操作(Word,Excel)出来
る方、ＣＡＤ操作できれば

尚可、測量経験 岩手県下閉伊郡岩泉町

総合職 ○医療事務業務（受付窓口、レセプト作成、病棟
クラーク事務、診療録の保管整理等）
○総務業務（労務管理、経理関係、環境整備等）
○薬剤業務（薬剤師の補助。処方箋に基づき薬仕
訳、処方箋管理、接客等）

岩手県宮古市保久田８番３
７

特定医療法人　弘慈
会　宮古第一病院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

准看護師／正社員 ・採血検査や各種注射の準備と実施
・高齢者の歩行介助や車椅子介助
＊医療療護病棟、回復期リハビリテーション病棟
があります。
＊リハビリ病棟：リハビリスタッフなど様々な職

岩手県宮古市保久田８番３
７

特定医療法人　弘慈
会　宮古第一病院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員（道の駅やまだ） 道の駅において、町内特産物や日常品の販売に係
る業務全般を行います。
・接客　・レジ操作
・商品袋詰め　・陳列補充
・整理、店内外清掃等を行います。

岩手県下閉伊郡山田町船越
第６地割１４１番地

山田町特産品販売協
同組合

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡山田町

准看護師／日勤 当院では医療療養病棟２病棟、回復期リハビリ
テーション病棟２病棟があります。
・各病棟３０～４０床看護業務全般
配属病棟は相談のうえ決定いたします。
●パート勤務について、相談に応じます。

岩手県宮古市保久田８番３
７

特定医療法人　弘慈
会　宮古第一病院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

宅配ドライバー 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）の小さなトラックで

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

警備員（宮古営業所） ＊各種現場（道路工事、建築工事、下水道工事、
イベント、駐車場内等）において、人や車両に対
しての誘導や交通整備を行い、安全を確保する仕
事となります。その他、巡回、ＪＲ列車見張等も
あります。＊就業場所は、宮古市周辺・大槌町～

岩手県久慈市栄町第３７地
割７８－２

株式会社　平成ＧＵ
ＡＲＤ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

営業／宮古 一般住宅・マンション・アパート等建築物の外
壁・屋根塗装工事の営業を行っていただきます。
・チラシポスティング、契約
・ＰＣ作業（見積作成、ＨＰ等）
・集金等

岩手県宮古市西町１丁目７
－３６

有限会社　東北ペイ
ント

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ａｕショップスタッフ（宮
古市）

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)8時30分～17時30分

1人 135,000円～150,000円

正社員 59歳以下 03030- 2227101
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
3人 140,000円～200,000円

正社員 不問 03030- 2228401

(1)8時30分～16時30分
1人 120,790円～198,258円

正社員以外 不問 03030- 2230501
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
大型自動車免許 (1)8時00分～17時00分

3人 大型特殊自動車免許 184,800円～207,900円
車両系建設機械運転技能者

あれば尚可
正社員 59歳以下 03030- 2231001

看護師 変形（1ヶ月単位）
(1)8時15分～17時00分

2人 194,100円～260,300円

正社員 59歳以下 03030- 2232301
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時50分

1人 135,683円～135,683円

正社員 35歳以下 03030- 2233601
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
1人 137,000円～164,000円

正社員 不問 自動車整備 03030- 2234901
保育士 変形（1ヶ月単位）

5人 159,800円～224,300円

正社員 59歳以下 03030- 2236401
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 184,800円～346,500円

正社員 64歳以下 大工経験者 03030- 2237701
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 138,600円～231,000円

正社員 64歳以下 パソコン操作ができる方 03030- 2238801
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 138,600円～231,000円

正社員 64歳以下 パソコン操作ができる方 03030- 2239201
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 184,800円～346,500円

正社員 64歳以下 型枠大工経験者 03030- 2240001
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 138,600円～231,000円

正社員 64歳以下 03030- 2241301
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)7時30分～16時30分
1人 250,000円～250,000円

正社員 59歳以下 03030- 2242601
普通自動車免許ＡＴ 変形（1年単位）

調理師
1人 220,000円～320,000円

正社員 64歳以下 03030- 2243901
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

1人 200,000円～300,000円

正社員 45歳以下 03030- 2245401
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

1人 170,000円～290,000円

正社員以外 不問 03030- 2246701
普通自動車免許一種

(1)8時00分～16時30分
1人 186,250円～198,000円

正社員 不問 03030- 2247801

(1)7時50分～17時10分
1人 150,000円～280,000円

正社員 不問 03030- 2248201
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時15分
2人 167,700円～287,900円

正社員 不問 03030- 2249501

3

事務 当社事務所において下記の業務を行っていただき
ます。
・メール確認、日々の入出金の管理
・伝票起票、買掛金の支払い、売掛金の回収
・書類作成、整理、ファイリング

岩手県宮古市西町１丁目７
－３６

有限会社　東北ペイ
ント

雇用期間の定めなし 経理経験、パソコン操作
（ワード・エクセル）の技

能あれば尚可 岩手県宮古市

介護認定調査員／町民課 町民課において、介護認定調査員に従事していた
だきます。
・介護保険のサービス利用希望者を訪問
・聞き取り調査等による介護保険の認定調査業務
・調査内容を整理点検

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字惣畑５９番５

岩泉町役場
認定調査員研修を修了して
いる者（研修未修了の場合
は、就業開始後に認定調査
員研修を受けていただきま

す）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡岩泉町

土木作業員 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

岩手県宮古市、他

看護師／日勤 当病院に入院されている患者様への看護業務全般
を幅広く担当していただきます。
・入院から退院までの看護を責任を持って行って
頂きます。
〈具体的な患者様へのサポート〉

岩手県宮古市板屋１丁目６
番地３６

医療法人財団　正清
会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木作業員 ・公共工事の土木工事、舗装工事、道路維持作業
＊現場への移動は社用車にて乗合となります。
＊大型自動車免許・大型特殊免許・車両系建設機
械等資格あれば尚可。
＊免許のある方は、ダンプ・建設機械等運転の作

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

自動車整備 ・車検・点検に伴う整備及び修理
・故障車の診断・修理
・車両の引き取り納車
・その他上記に付随する作業

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字三本松４１－５

有限会社　岩泉モー
タース

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

外観検査・仕上げ（岩泉） 当社岩泉工場において、下記の業務を行っていた
だきます。
・工業製品に使用されるゴムパッキンの汚れ、形
状等の外観を検査する業務
・目視でパッキンの選別を行い、カッターやハサ

岩手県下閉伊郡山田町大沢
第４地割２０－１４０

ツインスターテクノ
ロジー株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

大工 以下の業務を行っていただきます。
・新築、リフォーム作業
・修理、修繕作業
・サイエンスホーム宮古店での新築作業
＊現場は主に宮古市内

岩手県宮古市山口１丁目２
－３１

沢与建設　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

保育士 各園において、園児の保育業務全般を行っていた
だきます。
・保育実務
・日誌や園児の連絡ノート記載
・各計画の作成

岩手県宮古市赤前第３地割
１４－１１

社会福祉法人　慈愛
会

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

建築施工管理見習い 工事現場での建築施工管理業務全般の見習いを行
います。
・現場代理人の業務のうち、建築施工管理の補助
を担当
・現場は主に宮古市内

岩手県宮古市山口１丁目２
－３１

沢与建設　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木施工管理見習い 工事現場での土木施工管理業務全般の見習いを行
います。
・現場代理人の業務のうち、土木施工管理の補助
を担当
・現場は主に宮古市内

岩手県宮古市山口１丁目２
－３１

沢与建設　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

大工見習い 以下の業務を行っていただきます。
・新築、リフォーム作業の補助
・修理、修繕作業の補助
・サイエンスホーム宮古店での新築作業補助
＊現場は主に宮古市内＊建築関連の有資格者は優

岩手県宮古市山口１丁目２
－３１

沢与建設　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

型枠大工 型枠大工として、以下の業務を行っていただきま
す。
・建築現場にて型枠の作製作業
・その他、現場作業も同様に行っていただきます
＊現場は主に宮古市内＊有資格者は優遇します

岩手県宮古市山口１丁目２
－３１

沢与建設　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理長候補及び調理師（正
社員）

レストラン課配属となり、お客様が注文するメ
ニューの調理全般、食材の発注業務を行います。
・メニューは和食、洋食、麺類等が中心
・厨房内は５～６名で、繁忙期では最大１８０食
程度

岩手県宮古市崎山第４地割
８６－３

株式会社　宮古カン
トリークラブ

雇用期間の定めなし
又は6時30分～17時00分
の間の7時間以上

岩手県宮古市

コンクリート試験係 コンクリートプラント試験係を担当していただき
ます。
・当社試験室での試験、試験結果等書類作成（パ
ソコンを使用）、データ管理
・品質管理

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第１４地割ー３２

株式会社　阿部組

雇用期間の定めなし
パソコン基本操作（ワー

ド・エクセル等）
岩手県下閉伊郡山田町

キャディマスター室 宮古カントリークラブにおいてキャディマスター
室に勤務し下記の業務に従事していただきます。
・お客様のクラブの積降し、清掃
・ゴルフカートの掃除
・プライヤーの進行管理、スコアの集計等ゴルフ

岩手県宮古市崎山第４地割
８６－３

株式会社　宮古カン
トリークラブ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は6時00分～18時00分

の間の8時間程度
岩手県宮古市

キャデイマスター室及びマ
スター候補（管理職）

宮古カントリークラブにおいてキャディマスター
室に勤務し下記の業務に従事していただきます。
・お客様のクラブの積降し、清掃
・ゴルフカートの掃除
・プライヤーの進行管理、スコアの集計等ゴルフ

岩手県宮古市崎山第４地割
８６－３

株式会社　宮古カン
トリークラブ

雇用期間の定めなし
又は6時00分～18時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市
ワード・エクセル基本操作

ワード・エクセル基本操作

家具製造職人 木製家具の製造。
・テーブル、椅子、キャビネットなど、様々な家
具をオーダー製作する仕事です。最初は比較的容
易なテーブル製作を中心とし、徐々 に範囲を広げ
ていきます。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字片畑７番地

岩泉純木家具　有限
会社ノミ、カンナ、ノコギリな

どが使え、ノミやカンナは
砥石で砥げること。かんな
盤や丸のこ盤などの木工機

械が使える事

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

普通土木作業員 土木作業業務全般に従事してます。
・道路、水路、上下水道等において手作業による
整地
・コンクリートの練りや充填
・側溝付けなどの構造物の設置作業

岩手県下閉伊郡岩泉町二升
石字坂の下３－１

有限会社　三上建設

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）

介護に係る総合相談業務および苦情解決に関する
ことなど介護支援専門員全般業務を行っていただ
きます。
・介護認定申請者の調査
・居宅介護支援（ケアプラン作成）業務

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
町社会福祉協議会介護支援専門員（ケアマ

ネージャー）
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

岩手県下閉伊郡岩泉町



普通自動車免許一種
車両系建設機械運転技能者 (1)8時00分～17時00分

2人 玉掛技能者 194,400円～237,600円
あれば尚可

正社員 64歳以下 土木作業経験者優遇 05041- 1151601
普通自動車免許一種

(1)9時00分～17時00分
1人 123,000円～270,000円

正社員 64歳以下 06060- 1729501
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

2人 145,152円～172,800円 (2)22時00分～6時00分

正社員 18歳～64歳 02060- 2592201
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
ホームヘルパー２級 (1)9時00分～18時00分

1人 福祉用具専門相談員 148,000円～198,000円
あれば尚可

正社員 64歳以下 03010-14609401
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 145,000円～190,000円 (2)7時30分～16時30分

正社員 35歳以下 03030- 2140401
普通自動車免許一種
中型自動車免許 (1)8時00分～17時00分

2人 あれば尚可 168,000円～273,000円

正社員 不問 土木作業経験 03030- 2142801
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 250,000円～280,000円

正社員 不問 03030- 2144501
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

フォークリフト運転技能者 (1)8時00分～17時00分
1人 あれば尚可 142,600円～142,600円

正社員 59歳以下 在庫管理業務経験 03030- 2145001
介護福祉士あれば尚可 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
1人 142,000円～178,000円 (2)7時00分～16時00分

(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030- 2146301
普通自動車免許一種

2人 185,000円～250,000円

正社員 64歳以下 飲食業の経験 03030- 2147601
介護福祉士 変形（1ヶ月単位）

介護職員初任者研修修了者 (1)7時00分～16時00分
2人 あれば尚可 139,500円～235,400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- 2150801
普通自動車免許一種
大型自動車免許 (1)8時00分～17時00分

1人 車両系建設機械運転技能者 165,000円～185,000円
あれば尚可

正社員 不問 03030- 2153001
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
5人 150,150円～207,900円

正社員以外 18歳以上 03030- 2154301
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

警備員検定試験（２級） (1)8時00分～17時00分
1人 190,000円～229,800円

正社員 18歳以上 03030- 2156901
変形（1ヶ月単位）
(1)6時40分～15時40分

1人 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 ワード・エクセル操作 03030- 2158401
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時30分
1人 272,000円～325,000円

正社員 59歳以下 03030- 2161001
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

2人 153,000円～250,000円 (2)20時00分～5時00分

正社員 18歳～35歳 03030- 2162301
調理師 交替制あり

(1)8時30分～17時15分
1人 131,500円～168,900円 (2)5時30分～14時15分

(3)10時00分～18時45分

正社員以外 不問 03030- 2163601
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

二級建築士 (1)8時00分～17時30分
1人 あれば尚可 207,900円～254,100円

正社員 不問 現場監督経験 03030- 2164901
警備員検定試験（２級） 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～17時00分
3人 206,400円～206,400円 (2)21時00分～6時00分

正社員以外 18歳以上 警備業務 03030- 2165101

4

家庭薬配置員【岩手営業
所】（一般配置員）

＊試用期間基本給１５万３千円～２０万３千円
＊試用期間終了後、期間中の業績により下記の賃
金となります（モデルケース）
・８０万売上の場合
基礎給１２３，０００円＋歩合給１１２，０００

山形県長井市本町２丁目１
０番６号

協同薬品工業　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

重機オペレーターおよび土
木作業員【県外】

○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
日には帰省します（土曜日作業終了後、帰って来

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

福祉用具選定相談員（三陸
営業所）

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。
＊社用車（ワンボックス）を使用。

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

列車見張員（ＪＲ山田線・
盛岡～宮古間）

○ＪＲ東日本の鉄道工事現場における列車接近時
の現場作業員の安全確保が主な仕事です。現場は
ＪＲ山田線（盛岡～宮古間）となります。
＊「列車見張員」の講習に参加いただきます。
（費用は当社で負担します。）

青森県五所川原市中央２丁
目２０
パレスＫ２階

株式会社　ＺＥＮＥ
Ｏ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木作業員 宮城県柴田郡川崎町付近および岩手県宮古市の各
現場にて、下記の業務を行っていただきます。
・太陽光発電の土木作業、基礎工事、パネル組み
立て業務
・その他付随する業務

岩手県宮古市大通１丁目４
番８号

合同会社　ＳＫＣ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

現場担当責任者（候補） フカヒレの加工作業に従事していただきます。初
めは現場作業を覚えながら、将来は現場担当責任
者を目指していただきます。原料のフカヒレの・
乾燥・選別・梱包・加工の準備・冷凍庫内作業
（冷凍品の入出庫）・資材購入（社有車：ＡＴ車

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第１３地割８０－２１

株式会社　萬平　東
北工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

水産加工品の製造／管理職
候補

商品パック詰め工程、加工製造業務に従事しま
す。
・機械オペレーション
・めかぶ、塩辛加工品ライン工程による作業
・ライン工程はパック詰め、検品、目視検査箱詰

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第１１地割２２－１１

株式会社　山田コー
ルドストレージ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

管理技術者 当社において下記の業務を行っていただきます。
・鉄骨、鉄構プラントキャド（ＣＡＤ）のオペ
レーター
・図面の作成およびキャドの作成
・生産管理補助

岩手県宮古市津軽石第１３
地割３６５番地１５

竹田工業　株式会社

雇用期間の定めなし エクセルの基本操作ができ
ること、キャド（ＣＡＤ）

の経験者 岩手県宮古市

商品企画、販売、製造 ＊宮古駅前のパティスリーに続き、ヤギミルクを
使ったお店を新規オープンします。朝はブーラン
ジェリー、昼はカフェ、夜はフレンチビストロ
と、時間帯によって違った雰囲気でヤギミルクの
美味しさを楽しめる、ここにしかないお店を目指

岩手県宮古市崎山第３地割
１１２－７０

グロースパートナー
ズ　株式会社

雇用期間の定めなし
又は7時00分～23時00分
の間の8時間

岩手県宮古市

介護職／グループホームい
わいずみ

グループホームいわいずみの入居者９名に対す
る、介護サービスを提供して頂きます。
・入浴、排泄、食事、移動等の介助
・レクリエーションの企画運営
・その他、記録や送迎等の入居者様の生活支援全

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第９
地割３９番地２７

医療法人　仁泉会
介護老人保健施設ほ
ほえみの里

介護福祉士があれば無期
雇用契約となります

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 簡単なタブレット端末の操作 岩手県下閉伊郡岩泉町

運転手 各現場において、大型自動車の運転業務に従事
・合材、砕石などの運搬
・その他日々の業務として、車両の点検、運転日
報の作成、洗車
・その他付随する業務

岩手県宮古市新町３－４ 株式会社太田建商

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護員 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。対応する入居者は８５名程度
です。
・食事、入浴、排せつ、移動、散歩、趣味活動等
の介助

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

交通誘導警備員（正社員／
幹部候補）

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。

岩手県宮古市金浜第４地割
６３番地１

有限会社　ニコニコ
警備保障

交通誘導警備業務２級以
上及び警備員指導教育責

任者２号
雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

交通誘導警備員 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
際ガソリン支給）＊６０歳以上の方大歓迎！！

岩手県宮古市金浜第４地割
６３番地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、他

修理（保守管理）／宮古営
業所

建設機械の修理、サービスマン補助業務全般
建設機械等の修理とメンテナンス業務に従事して
いただきます。
＜対象機械＞
・機械は油圧ショベル及びトラック等になりま

岩手県宮古市高浜４丁目４
４－１

東亜リース株式会社
宮古営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

窓口業務／宮古駅 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
月以上） 岩手県宮古市

調理師（会計年度任用職
員）

入院患者さん（約２００名）と職員分の給食調理
業務に従事していただきます。
・主に下ごしらえ、調理、盛り付け
○７～８人体制となります。
○食器洗浄業務はありません。

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第１
地割１１番地２６

岩手県立　宮古病院

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

プレスオペレーター／山田 コネクター用プレス端子加工および金型設計・製
作を主要とした業務を行っておりますが、その
内、プレスオペレーターを募集します。
・主にプレス機械に材料の取付け、製品の取出し
・実体顕微　鏡を使用して外観検査など

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根７－４－１０

株式会社富士工業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

警備員（資格者） 地域の各地で安全サービスを提供する仕事です。
・交通誘導：工事現場や店舗駐車場などの周辺で
通行車両や歩行者が交通事故に合わないよう安全
に誘導
・踏切警備：イベントや祭り会場での事故を防ぐ

岩手県宮古市宮町４丁目５
番１６号

東洋ワークセキュリ
ティ株式会社　宮古
営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

現場管理 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・工程管理（資材等の手
配）・現場管理・その他、付随する業務及び指示

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



普通自動車免許ＡＴ 変形（1年単位）
(1)8時00分～17時30分

1人 173,250円～207,900円

正社員 不問 営業経験 03030- 2166401
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)6時00分～15時00分
1人 150,000円～220,000円

正社員 45歳以下 03030- 2167701
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

2人 172,000円～172,000円 (2)21時00分～6時00分

正社員以外 18歳以上 03030- 2168801
大型自動車免許 変形（1年単位）

(1)7時30分～17時00分
1人 205,200円～237,600円

正社員 59歳以下 03030- 2170001
１級土木施工管理技士 変形（1年単位）
２級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

2人 ２級建築施工管理技士 253,000円～460,000円
いずれか

正社員 64歳以下 03030- 2172601
看護師又は 変形（1ヶ月単位）
准看護師 (1)8時30分～17時30分

2人 220,300円～352,600円 (2)17時30分～8時30分

正社員 59歳以下 03030- 2173901
ホームヘルパー２級 変形（1ヶ月単位）

介護職員初任者研修修了者 (1)8時30分～17時30分
1人 あれば尚可 172,800円～221,800円 (2)7時30分～16時30分

正社員 40歳以下 03030- 2174101
看護師 交替制あり
助産師 (1)8時30分～17時15分

1人 いずれか 145,500円～171,600円 (2)16時30分～1時15分
(3)0時30分～9時15分

正社員以外 18歳以上 03030- 2175401
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

1人 187,600円～237,000円 (2)8時30分～12時30分

正社員 59歳以下 03030- 2176701
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
2人 195,500円～345,000円

正社員 64歳以下 03030- 2177801
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
2人 186,400円～233,000円

正社員 不問 03030- 2181901
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 175,750円～218,000円

正社員 59歳以下 林業経験者 03030- 2182101
８トン限定中型自動車免許 変形（1年単位）

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

正社員 64歳以下 03030- 2184701
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
中型自動車免許 (1)8時00分～17時00分

1人 ８トン限定中型自動車免許 231,000円～346,500円
あれば尚可

正社員 64歳以下 経験者 03030- 2185801
変形（1年単位）
(1)8時15分～17時15分

1人 136,868円～136,868円

正社員以外 64歳以下 03030- 2186201
管理栄養士

(1)8時30分～17時30分
1人 200,000円～220,000円

正社員 59歳以下 03030- 2188001
社会福祉士 変形（1ヶ月単位）

介護支援専門員 (1)8時30分～17時30分
1人 社会福祉主事任用資格 170,000円～200,000円

いずれか
普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 PC操作(Word,Excel) 03030- 2189301
看護師 変形（1ヶ月単位）
准看護師 (1)8時30分～17時30分

1人 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- 2190101
普通自動車免許一種
介護支援専門員 (1)8時30分～17時15分

1人 167,000円～167,000円

正社員以外 不問 パソコンソフトへの入力 03030- 2191401
介護福祉士,介護支援専門員

介護職員初任者研修修了者 (1)8時30分～17時15分
2人 看護師,社会福祉主事任用資格 137,760円～164,000円

いずれか
普通自動車免許一種

正社員以外 不問 文字入力程度簡単PC入力 03030- 2192701
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介護員／デイサービス 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
・レクリエーション業務等
・利用者の送迎のため社用車（施設車、主にワン

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

介護支援専門員 要介護者等からの相談に応じ、介護サービスの利
用調整や関係者間の連絡などを行っていただきま
す。
・家庭や施設への訪問
・各種申請手続き

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

看護師 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

支援相談員 「介護老人保健施設　さくら山」にて、以下の業
務を行っていただきます。
・利用希望者やご家族に対しての相談業務
・入所に伴う事前調査
・入所退所の調整

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

管理栄養士 「介護老人保健施設　さくら山」にて、下記の業
務を行っていただきます。
・利用者に提供する食事の栄養管理
・栄養ケア計画の作成
・献立チェック

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
管理栄養士業務経験

あれば尚可
岩手県下閉伊郡山田町

水産加工員 主に生イカの加工業務を行います。
・イカの生処理作業（皮むき、腹割り等）
・刺身作り工程での計量や盛り付け
・パック・包装や箱詰め作業
加工品は冷凍商品として出荷されます。

岩手県宮古市長町２丁目３
－１

共和水産　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

足場作業員 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

岩手県宮古市

足場補助作業員 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

作業職 ○山林作業全般の作業職（林業師）
・当社直営山林での作業が主な仕事です。業務に
必要な資格・免許を当社負担で取得し、各種林業
機械の操作運転等を行います。
・原木生産が中心ですが、山林調査なども勉強し

岩手県宮古市茂市第２地割
日向１９４

株式会社　小林三之
助商店　岩手工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

塗装工 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２２９

有限会社　サワダ建
装塗装工事関係の資格があ

れば尚可
雇用期間の定めなし 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 岩手県下閉伊郡山田町

足場作業員 建設現場での足場組立・足場解体作業等の業務
（学校、商業施設、一般住宅、ビル、マンショ
ン、橋梁等）
・実務経験を積んだのち、本人の適性を見て、営
業業務、現場管理職や若手指導員等に就いていた

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

医療事務 医療事務に係る業務を行っていただきます。
・受付窓口での患者様の対応（受付・精算等）
・セプト入力、パソコン入力業務
・電話対応
・その他付随する業務

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
パソコン操作（ワード・エ

クセル）可能な方
岩手県宮古市

看護師又は助産師１（会計
年度任用職員）

当院内において看護業務又は助産師業務全般を
行っていただきます。
・２交替制、または３交替制による勤務となり、
夜間勤務が可能な方を募集
・主に入院病棟での業務

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第１
地割１１番地２６

岩手県立　宮古病院

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

看護補助員 外来や病棟において看護補助業務に従事します。
・消耗品及び備品の整理や、シーツ交換及び洗濯
等の看護にかかる付帯業務全般
・身体介護（清拭、入浴介助）
・診療補助（検査等）を行っていただきます

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

看護師 当院内の外来や入院病棟おいて、看護業務全般に
従事していただきます。夜勤勤務は１９床で２名
体制となります。●経験年数等により賃金決定●
経験年数は加味いたします●日勤のみの勤務につ
いてもご相談に応じます

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

土木施工管理技士 土木工事の技術管理業務を行います。
・現場の施工管理、工程管理、安全管理、発注担
当者との打ち合わせ等を行います。
・パソコンによる書類作成やメール等も行いま
す。

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

ダンプおよびミキサー運転
手

【大型ダンプ（１０ｔ）の運転業務】
・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

警備員 地域の各地で安全サービスを提供する仕事です。
・交通誘導：工事現場や店舗駐車場などの周辺で
通行車両や歩行者　が交通事故に合わないよう安
全に誘導
・踏切警備：イベントや祭り会場での事故を防ぐ

岩手県宮古市宮町４丁目５
番１６号

東洋ワークセキュリ
ティ株式会社　宮古
営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

水産加工員 水産加工業務を担当していただきます。
・主にホタテの加工（殻付きホタテの箱詰め、殻
むき、貝柱のパック詰め）
・時期により鮮魚の選別、箱詰め、ウニ、アワ
ビ、いくらの加工もあります。

岩手県下閉伊郡山田町川向
町１６８

株式会社　川石水産

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

住宅営業 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



美容師 変形（1ヶ月単位）
(1)9時30分～18時30分

3人 150,000円～600,000円

正社員 不問 03030- 2193801
看護師
准看護師 (1)8時30分～17時30分

2人 いずれか 161,600円～240,400円

正社員以外 不問 03030- 2195501
看護師 変形（1ヶ月単位）
准看護師 (1)8時30分～17時30分

2人 いずれか 161,600円～240,400円 (2)9時30分～18時30分

正社員以外 不問 03030- 2196001
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
3人 184,000円～200,000円 (2)16時15分～0時30分

正社員 18歳～45歳 03030- 2197301

(1)7時30分～17時30分
2人 168,000円～273,000円

正社員 不問 03030- 2198601
普通自動車免許一種

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

正社員 不問 03030- 2199901
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 202,350円～276,900円

正社員 不問 山林作業経験者 03030- 2200901
保育士

(1)8時30分～17時15分
5人 163,100円～192,200円

正社員以外 不問 03030- 2207001
危険物取扱者（乙種） 変形（1ヶ月単位）
危険物取扱者（丙種）

1人 いずれか 150,000円～250,000円
普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 03030- 2209601
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 139,416円～165,400円 (2)22時00分～5時00分

正社員 18歳～45歳 03030- 2212801
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時30分
1人 141,350円～146,880円

正社員以外 不問 03030- 2213201
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
3人 174,800円～197,800円

正社員 64歳以下 現場経験者 03030- 2215001
普通自動車免許一種

車両系建設機械運転技能者 (1)8時00分～17時00分
1人 あれば尚可 205,200円～237,600円

正社員 59歳以下 土木作業経験者 03030- 2216301
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
２級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

2人 184,800円～250,000円

現場管理経験

正社員 不問 PC操作ができれば尚可 03030- 2218901
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
2人 184,800円～231,000円

正社員 不問 土木作業経験 03030- 2219101
車両系建設機械運転技能者 変形（1ヶ月単位）

大型自動車免許 (1)8時00分～17時00分
1人 あれば尚可 203,150円～215,100円

正社員 59歳以下 重機運転経験 03030- 2220801
保育士

1人 138,700円～219,600円

正社員 59歳以下 03030- 2221201

(1)8時30分～17時30分
1人 136,000円～209,500円

正社員 34歳以下 03030- 2222501

(1)8時30分～17時30分
1人 135,792円～198,720円

正社員以外 59歳以下 検査経験 03030- 2223001

(1)8時30分～17時30分
1人 135,792円～198,720円

正社員以外 59歳以下 03030- 2224301
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検査手直し作業 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

精密部品の検査（プレス製
品）

・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
・測定器を使用して、製品の寸法検査
・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

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

プレス金型技術者 プレス金型部品を組み込んで完成させる仕事に従
事していただきます。
・金型部品の調整、研磨、寸法出し、プレス操作
をします。


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

保育士 田野畑村内の下記において保育業務に従事しま
す。
・若桐保育園（未満児２４人、以上児２６人の計
５０人定員）
・たのはた児童館（保育型児童館、以上児６５人

岩手県下閉伊郡田野畑村田
野畑１２０－１

社会福祉法人　田野
畑村社会福祉協議会

雇用期間の定めなし
又は7時15分～18時30分
の間の8時間程度

岩手県下閉伊郡田野畑村

重機オペ運転手及びとび土
工

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

岩手県宮古市

土木作業員 以下の業務を行っていただきます。
・土木、舗装の各工事現場での土木作業全般
＊公共工事が主となります
＊宮古市内が中心で、他に下閉伊地区の現場とな
ります

岩手県宮古市山口五丁目４
番１２号

佐藤土木工業　有限
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木施工管理技士 土木、舗装の各工事現場で以下の業務を行いま
す。
・施工計画立案
・管理（施工、安全、品質、工程など）
・各種書類作成

岩手県宮古市山口五丁目４
番１２号

佐藤土木工業　有限
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

普通作業員 土木工事、舗装工事、管工事全般
・主に公共工事で、重機の手元として機械では対
応できない細部の手作業
・その他付随する業務
※現場への移動は、社用車乗合となります

岩手県下閉伊郡岩泉町袰綿
字浦場６５－１

有限会社　澤里土木
工業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

土木作業員 当社請負の各現場にて以下の業務に従事していた
だきます。
・土木工事全般（各現場により作業内容が異なり
ます。）
＊現場は現在、岩泉町・田野畑村が中心となって

岩手県下閉伊郡岩泉町小本
字鈩３０５－１

株式会社　佐藤組

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

製品納入業務・荷受け作業 製品の納入・搬出・運搬業務は、製品の積み下ろ
し作業後、２ｔトラックで市内の業者へ運搬する
仕事です。荷受け作業は、東北工場内において、
製品・荷物の受け入れを担当していただきます。
製品は最大１０ｋｇ弱ある場合もありますので、

岩手県宮古市田鎖９地割５
５番地１

株式会社　エム・ア
イ・テイー　東北工
場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

製造職（機械ＯＰ） 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１
９－１８

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

ガソリンスタンド販売員 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
＊配達先は、旧宮古・茂市・豊間根・取引先現場

岩手県宮古市根市第２地割
３３－２

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

保育士／こども課（会計年
度任用職員）

宮古市内保育所（公立保育所、へき地保育所）１
１か所のいずれかでの勤務となります。
・園児の日中活動の保育や記録など
・園内清掃や備品消毒など
・担当クラスや児童数は、勤務する保育所によっ

岩手県宮古市宮町一丁目１
－３０

宮古市役所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

山林作業員 山林作業全般を担当していただきます。
・チェーンソーによる立木の伐倒
・刈り払い機による除伐、草刈
・重機やフォワーダを使っての作業道作設や木の
集材

岩手県宮古市刈屋第１１地
割３７番地２

陸中造林　有限会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

歯科技工士 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　１）歯科技工士の資格をお持ちの方
２）無資格だが業務経験のある方

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
仕事の内容欄に記載されて

いる要件を満たす方
岩手県下閉伊郡山田町

塗装工 各種塗装工事全般に従事します。
＜主な業務＞
・橋などのサンドブラスト工事の補助作業
・構造物の塗装作業
＊泊まりを伴う出張があります（県内・東北）

岩手県宮古市松山第５地割
７番地７

有限会社　伊香塗装

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

カウンター及びホールス
タッフ

パチンコ、スロット店のスタッフとして、お客様
に快適に遊技をしていただくためのサービスを提
供する仕事となります。管理者候補としての採用
となります。
・カウンター業務

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字中家２６－１

株式会社　ＪＥＣ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

看護職／特養・短所 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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

看護職／デイサービス（フ
ル）

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

美容師 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２
２号

有限会社　プレス
テージ（美容室　Ｐ
ＲＥＳＴＩＧＥ）

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年単位）
一級建築士 (1)8時00分～17時00分

2人 １級建築施工管理技士 250,000円～300,000円
１級土木施工管理技士

正社員 64歳以下 03080- 2536901
普通自動車免許一種 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
2人 第二種電気工事士 165,000円～280,000円

電気通信主任技術者

正社員 64歳以下 03090- 1641701
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 192,000円～240,000円

正社員 64歳以下 03090- 1643201

(1)8時00分～17時00分
1人 244,160円～452,810円

正社員 59歳以下 04010-37071501
１級土木施工管理技士
２級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

2人 いずれか 361,100円～550,400円
普通自動車免許一種

建設現場実務経験3年以上

正社員 69歳以下 CAD使用経験あれば尚可 04010-37130101
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 338,640円～581,200円

正社員 59歳以下 施工管理経験：３年以上 04010-37211401
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 154,000円～216,500円

正社員 40歳以下 04080- 2427901
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
2人 215,600円～275,000円

正社員以外 不問 12010-21902901
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時45分
1人 280,000円～280,000円

正社員以外 不問 22020-15326101
普通自動車免許一種

車両系建設機械運転技能者 (1)8時00分～17時45分
3人 あれば尚可 280,000円～280,000円

正社員以外 不問 22020-15407401

10人 15,200円～15,200円

正社員以外 不問 03010-15362801
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

1人 150,000円～178,000円 (2)7時00分～16時00分
(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030- 2283301
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 158,200円～203,400円

正社員以外 18歳以上 03030- 2285901

7

警備員 復興工関連工事の公共建設土木工事等の工事車両
の交通誘導警備に従事していただきます。現場の
状況によりますが、１～２名人員体制現となりま
す。移動手段は、会社に集合し社用車で移動、又
は直行直帰もあります。＊６０歳以上の方も歓迎

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第１６地割３－３１

株式会社　宇野ビル
ド

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡山田町

介護職員 介護老人保健施設ほほえみの里にて、御利用者様
に対する介護サービスの提供・生活支援全般をお
願いいたします。・主な仕事は、食事、排せつ、
入浴業務のみならず、旅行、外食、買い物等の同
行援助や充実した生活を送っていただく為にレク

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第９
地割３９番地２７

医療法人　仁泉会
介護老人保健施設ほ
ほえみの里

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

交通量調査（宮古市） 宮古市内５か所（山口　佐原　鍬ケ崎　近内　藤
原）で車が通過した台数を数える作業。
調査日　９／９（水）　９／１３（日）
上記日程雨天中止の場合は９／９（水）⇒９／１
６（水）　９／１３（日）⇒９／２０（日）

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

日雇（日々雇用または１ヶ
月未満） 又は7時30分～19時30分

の間の8時間
岩手県宮古市

新築戸建て住宅基礎工事一
式（岩手県）

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

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),車両系建設機械(整地)

経験(年数不問) 岩手県宮古市、他

建方作業及び建方作業の指
揮・指導（岩手県）

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頂きま
す。一年を通じて同県内で安定した仕事が出来ま

静岡県浜松市西区大久保町
１２２７－６

株式会社　一条工務
店建設業界の経験もしくは木

造建築物の組立等の作業経
験5年以上(免許取得の為)
【歓迎】職長教育修了者※

経験年数応相談

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市、他

土木作業員／岩手県宮古市 ・土木作業の作業員を募集します
・土砂の掘削や埋戻し、コンクリートの練りや充
填等の作業となります（トンネル内の作業が中心
になります）
・主に職人さんの手元中心の雑工となります

千葉県千葉市稲毛区長沼町
４０番地１

株式会社　三協

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

営業（山田営業所） ○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。
※初めは営業責任者につき補助作業を行って頂き
ますので、安心してご応募ください。
※営業エリア：就業場所より周囲５０ｋｍ圏内

宮城県気仙沼市松川前１３
５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

土木施工管理 各建設現場に伴う土木施工管理業務に従事して頂
きます。
・工事現場の写真管理、品質管理
・協力会社に対し、連絡指示、工程の進捗確認
・経験が豊富な方は施主対応、定例会対応も行っ

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

土木技術者（コンサルティ
ング業務）

・各官公庁（国交省・農政局・防衛省・県）発注
による土木工事等の施工管理業務・高速道路にお
ける土木現場管理業務です。
・施工業者との打ち合わせ、検査立会い等の補助
業務の他、ＰＣ・ＣＡＤを使用した資料作成及び

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２Ｆ

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

現場管理補助（空調・衛生
設備課）

※未経験・ブランクのある方も歓迎します。
・空調、衛生設備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

養豚作業員（田野畑農場） ◎田野畑農場において養豚に関する作業全般に従
事していただきます
・豚の飼育
・飼料の給餌（手作業・自動給餌機での給餌）
・豚房の清掃、洗浄（ホウキ、スコップ、洗浄機

岩手県九戸郡軽米町大字上
舘３０－２３２

北栄農産　有限会社

雇用期間の定めなし
パソコンの基本操作

可能な方
岩手県下閉伊郡田野畑村

通信外線工（宮古） ◎ＮＴＴ通信外線工事
１電柱新設作業：掘削建柱車か移動式クレーン車
で建柱
２架空ケーブル新設作業：光ケーブルまたはメタ
ルケーブルを電柱に架渉

岩手県二戸市石切所字前田
５５－４

福岡電業　株式会社

雇用期間の定めなし
Word,Excel（文章作成、表

作成など）
岩手県宮古市

建築施工管理技士又は土木
施工管理技士

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。
　　　　　　　　　　　　　　　　　

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
建築施工管理又は土木施工

管理の実務経験者
岩手県宮古市、他


