
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 145,000円～200,000円

正社員 40歳以下 03030- 3197311
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

2人 142,649円～142,649円

正社員 59歳以下 03030- 3199911
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～17時30分
1人 147,800円～285,200円

正社員 不問 03030- 3200411
車両系建設機械運転技能者

玉掛技能者 (1)8時00分～17時00分
3人 移動式クレーン運転士 216,000円～302,400円

あれば尚可

正社員以外 不問 重機オペレーター経験 03030- 3201011
車両系建設機械運転技能者

玉掛技能者 (1)8時00分～17時00分
3人 移動式クレーン運転士 172,800円～302,400円

いずれか

正社員以外 不問 土木作業経験あれば尚可 03030- 3202311
８トン限定中型自動車免許 変形（1年単位）
車両系建設機械運転技能者 (1)8時00分～16時30分

1人 あれば尚可 150,000円～170,000円 (2)16時30分～0時00分
(3)0時00分～7時30分

正社員 59歳以下 ４ｔ車乗務経験 03030- 3207811
普通自動車免許一種

(1)9時00分～17時30分
1人 170,000円～170,000円

正社員 不問 03030- 3208211
大型自動車免許

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 133,988円～153,000円

ダンプ運転業務経験

正社員以外 不問 あれば尚可 03030- 3209511
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
4人 200,700円～334,500円

正社員 64歳以下 03100- 2478611
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

1人 いずれか 250,000円～420,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 経験あれば尚可 03100- 2479911
交通誘導警備業務検定２級

あれば尚可 (1)8時30分～17時30分
2人 161,700円～191,100円 (2)8時30分～17時00分

正社員以外 18歳～59歳 交通誘導警備あれば尚可 04010-53238311
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
準中型自動車免許 (1)8時15分～17時15分

1人 134,800円～163,400円

正社員 59歳以下 ワード、エクセルのスキル 03020- 1765011
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
フォークリフト運転技能者 (1)7時00分～15時00分

1人 あれば尚可 150,000円～220,000円

正社員 64歳以下 03030- 3179411
臨床工学技士 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
2人 238,400円～294,900円 (2)8時30分～12時30分

正社員 59歳以下 03030- 3180611
変形（1年単位）
(1)15時00分～0時00分

2人 200,000円～250,000円

正社員 18歳以上 03030- 3185211
変形（1年単位）
(1)15時00分～0時00分

2人 200,000円～250,000円

正社員 18歳以上 03030- 3186511
介護職員初任者研修修了者 変形（1ヶ月単位）
ホームヘルパー２級 (1)7時30分～16時30分

2人 いずれか 144,840円～144,840円 (2)8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

正社員以外 64歳以下 03030- 3156611
介護福祉士 変形（1ヶ月単位）

(1)7時30分～16時30分
2人 160,000円～210,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

正社員 64歳以下 03030- 3157911
1

介護福祉士 入院患者（１病棟４０名位）の介助支援を行いま
す。・食事、入浴、トイレなどの介助　＊各病棟に
は１０～１５名の介護士がおります。リハビリテー
ション病棟では、他の職種と共働で患者さんの身体
機能障害からの回復を図ります。

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

介護職／日勤 ・入院患者（１病棟４０名位）の食事、入浴、トイ
レ介助などの支援。　・病棟の介護スタッフは１０
～１５名となり、シフトでの勤務となります。　・
多職種と共働で患者様の身体機能障害からの回復を
図ります。

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

調理兼ホール（つぼ八） チェーン店居酒屋での調理、接客業務全般に従事し
ていただきます。
・食材の仕込み、調理、盛付け
・調理器具や食器類の洗浄など
・お客様のご案内、注文とり

岩手県宮古市近内第４地割
５２－３　ラフィネＡ１０
２

株式会社　マルセイ
ユ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理補助（つぼ八） チェーン店居酒屋での調理補助業務全般に従事して
いただきます。
・食材の仕込み、材料を切る、調理、盛付け作業
・調理器具や食器類の洗浄など
・その他、店舗内の清掃作業

岩手県宮古市近内第４地割
５２－３　ラフィネＡ１０
２

株式会社　マルセイ
ユ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

臨床工学士 当院内において、透析業務全般を行います。
・医師の指示のもと、患者様サイドにおいて人工透
析装置（血液浄化装置）の保守・点検・操作を担当
していただきます。
・その他、付帯する業務となります。

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

水産物小売業務従業員 正社員として水産業務全般を担当していただきま
す。
○切り身、刺身等の加工
○パック詰め、陳列
○発注、利益管理など

岩手県下閉伊郡山田町船越
第６地割５２番地２６

有限会社　金澤水産

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

技術職／山田下水道施設管
理センター

＊山田下水道施設管理センターに於いて、施設の操
業および維持管理業務全般に従事します。
＊下水処理施設の点検等を行うほか、町内の中継ポ
ンプ施設を定期的に巡回し、機械・電気設備などの
保守点検業務を行います。

岩手県釜石市定内町４丁目
１番４７号

株式会社　テツゲン
東北支店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

スーパーマーケット等
水産部門経験者、
魚をさばける方

交通誘導警備業務 東北電力・ユアテック企業グループの一員として、
岩手県内各地において電気工事作業に伴う歩行者や
通行車両の交通誘導警備を行う仕事です。
※現場は岩手県内の複数箇所です。

宮城県仙台市宮城野区五輪
１丁目１７－４７

株式会社　トークス

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木施工管理技士【宮古
市・岩泉町・山田町・田野
畑村】

◆測量及び施工管理業務
【主な仕事内容】・国道工事、護岸工事、砂防工事
に係る施工管理、工程管理安全管理　・発注者との
打ち合わせ、日程調整等　・工事関係書類の作成
（パソコン使用）　・その他、上記に付随する業務

岩手県九戸郡野田村大字野
田第２７地割１６０－１

株式会社　さくら綜
合企画

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

一般作業員（土木・解体）
【宮古市・岩泉町・山田
町・田野】

◆土木工事・解体作業工事における作業全般
【主な仕事内容】・一般的な土木作業、解体作業
（有資格の方には、重機等の操作あり）　・資材運
搬、片づけ、清掃等　・その他上記に付随する作業
＊河川工事、道路工事、砂防工事、解体工事その他

岩手県九戸郡野田村大字野
田第２７地割１６０－１

株式会社　さくら綜
合企画

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

ダンプ運転手 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　◆出張あり：県内・外（関東など）
２～４ヶ月単位で交替制　○正社員登用制度あり。

岩手県宮古市新町３－４ 株式会社太田建商

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

営業 輸入住宅メーカー　セルコホームの住宅販売を主に
行います。・見込み客の集客　・資料請求をされて
いるお客様への商品案内やご提案　・商談～契約、
アフターケアを担当　○営業エリア：陸前高田市～
久慈市など主に沿岸部○営業時は社用車を使用

岩手県下閉伊郡山田町大沢
第２地割２６－２

陸中木材センター
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

運転手 ４ｔトラックでの、木材製品（主にチップ）等の運
転業務となります。・運搬範囲は宮古市内で藤原埠
頭から磯鶏地区までの運行となります。～資格取得
のバックアップします～　○車両系建設機械等の資
格取得についてサポートがあります。

岩手県宮古市磯鶏２丁目４
－２３

株式会社　カクヒロ
陸運

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ワード・エクセル基本操作
住宅営業経験あれば尚可

土木作業員 土木工事現場において下記の業務に従事していただ
きます。
・重機作業の手元（補助作業）　・その他付随する
業務　・資材運搬　・片付け等その他付随する業務

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字三本松１８－１

合同会社　カンキョ
ウ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

重機オペレーター 土木工事現場において重機械を操作し、下記の業務
に従事していただきます。
・残土積込　・法面整形　・掘削　・その他付随す
る業務

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字三本松１８－１

合同会社　カンキョ
ウ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

塗装工 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　＊刷
毛、ローラーを用いた屋根・外壁塗装　＊コーキン
グ打ち替え、木部塗装、鉄骨塗装など

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

水産加工員 水揚げされた鮮魚や冷凍している魚の加工作業とな
ります。時期により取り扱う魚が異なります。
・加工処理は切り身、開き、衣を付けての冷凍加工
など　・箱詰め作業
　　　　　　　　　　　　　　

岩手県宮古市藤原２丁目２
－１７

有限会社　佐々京商
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

製造兼販売 自社商品の製造・販売に従事していただきます。
○清酒の製造に関わる業務　・洗米及び蒸米、製
麹、酒母、もろみ、しぼり他
○びん詰め作業　・洗びん、びんの補充・検びん、
包装等

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字太田３０

泉金酒造　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

（10月8日時点の内容です）

１０月４日　から　　１０月８日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は１０月２１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

◎ 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３年１０月１４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



介護職員初任者研修修了者 変形（1ヶ月単位）
ホームヘルパー２級 (1)7時30分～16時30分

2人 あれば尚可 150,000円～160,000円 (2)8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

正社員 64歳以下 03030- 3158111
介護職員初任者研修修了者 変形（1ヶ月単位）

あれば尚可 (1)7時00分～16時00分
1人 144,500円～200,300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 介護業務経験あれば尚可 03030- 3160511
介護職員初任者研修修了者 変形（1ヶ月単位）

あれば尚可 (1)7時00分～16時00分
1人 148,700円～154,700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 介護業務経験あれば尚可 03030- 3161411
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

土木施工管理技士２級以上 (1)8時00分～17時00分
2人 228,000円～410,000円

正社員 64歳以下 土木現場代理人経験 03030- 3162011
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時00分
1人 150,000円～250,000円 (2)8時30分～12時00分

正社員 45歳以下 03030- 3163311
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

アーク溶接技能者(基本級) (1)8時00分～17時00分
2人 190,000円～260,000円

正社員 64歳以下 03030- 3164611
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 170,000円～220,000円

正社員 40歳以下 03030- 3165911
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 いずれか 300,000円～430,000円

正社員 64歳以下 現場管理の経験あれば尚可 03030- 3166111
看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時20分～17時20分
1人 197,100円～257,000円 (2)16時30分～0時30分

(3)0時30分～9時30分

正社員 59歳以下 03030- 3167711
薬剤師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時20分～17時20分
1人 220,000円～277,200円

正社員 59歳以下 03030- 3168811
介護職員初任者研修修了者 変形（1ヶ月単位）
ホームヘルパー２級 (1)8時20分～17時20分

1人 上記のいずれか以上 144,200円～144,200円 (2)16時30分～0時30分
(3)0時30分～9時30分

正社員 59歳以下 03030- 3169211
准看護師 変形（1ヶ月単位）

(1)8時20分～17時20分
1人 169,700円～230,500円 (2)16時30分～0時30分

(3)0時30分～9時30分

正社員 59歳以下 03030- 3170011
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)7時45分～17時00分

1人 いずれか 228,000円～261,000円
普通自動車免許一種

正社員 69歳以下 03030- 3171311
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 １級電気工事施工管理技士 180,000円～280,000円
あれば尚可

正社員 不問 業務経験 03030- 3172611
中型自動車免許 変形（1年単位）

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 167,250円～200,700円

正社員 59歳以下 建設業で働いた経験 03030- 3173911

(1)8時30分～17時15分
1人 152,700円～166,800円

正社員以外 不問 03030- 3174111
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
1人 142,526円～160,060円 (2)6時00分～15時00分

(3)15時00分～8時30分

正社員 64歳以下 03030- 3176811
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 141,019円～217,550円

正社員 64歳以下 03100- 2463711
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時36分～17時00分
1人 160,000円～180,000円

正社員 40歳以下 03010-20262311
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

取得３年以上 (1)8時30分～17時15分
1人 165,000円～165,000円

正社員以外 不問 03010-20423611

2

介護職 入院患者（１病棟４０名位）の介助支援を行いま
す。・食事、入浴、トイレなどの介助　＊各病棟に
は１０～１５名の介護士がおります。リハビリテー
ション病棟では、他の職種と共働で患者さんの身体
機能障害からの回復を図ります。

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

介護職／介護職員 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　＊勤務シフトは業務によって若干の変更があ
ります。（詳細は面接時に説明します）

岩手県下閉伊郡田野畑村田
野畑１２０番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

介護職／正社員 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　＊勤務シフトは業務によって若干の変更があ
ります。（詳細は面接時に説明します）

岩手県下閉伊郡田野畑村田
野畑１２０番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

営業（宮古支店：正社員） 営業に関わる以下の業務を行っていただきます。
・業務用洗剤のルート営業（福祉施設、ホテル等）
・その他会社事業内容に関する業務　・既存得意先
への営業配送　＊丁寧に指導致します。ご応募お待
ちしています。

岩手県宮古市港町１番２２
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

土木現場代理人 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　＊現場間の移動には、社用車を使用
していただきます。

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

鉄骨製作および溶接 当社は建築鉄骨やステンレス製品等の設計・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。
・工場内で鋼材加工、レーザー加工切断、組立
・溶接、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

ほか溶接・鉄工・建設関
係資格があれば尚可雇用期間の定めなし
鋼材（鉄やステンレスなど）
加工・組立及び溶接の経験

岩手県宮古市

土木施工管理技士 土木工事現場における監督及び現場代理人として、
現場の管理担当をしていただきます。
・現場は岩泉町・田野畑村・宮古市　・現場への移
動には、社用車もしくはマイカーを使用　＊現場管
理の経験があれば尚可

岩手県下閉伊郡岩泉町門字
中瀬５１番地１４

株式会社　畑中組

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

鉄骨製作工・溶接工／トラ
イアル雇用併用

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　・溶接工、刷毛やエ
アースプレー塗装　・その他付随する作業

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

薬剤師 ・処方箋に基づく調剤業務　・その他、患者さんの
体質やアレルギー歴、服薬状況をふまえた服薬指導
・薬剤管理、薬局受付、服薬内容等のパソコン入力
操作、電話対応等

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 ・山口病院または介護老人保健施設における診療の
補助、療養上の世話　・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　・状況により雑務等あり　・夜勤では、定時巡
回や電話応対、食事の配膳等

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

准看護師 山口病院または介護老人保健施設における診療の補
助、療養上の世話をしていただきます。
・医療器具のメンテナンスや準備、服薬管理、生活
の見守り、医師の指示による看護業務全般
・状況により洗濯、雑務等

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

看護助手 ・患者さん及び施設利用者の方々の食事援助　・
シーツ交換、洗濯介助等の身の回りの世話　・処置
の手伝い作業、患者移送、レクリエーション　・患
者の見守り等の業務＊介護職員初任者研修（旧ヘル
パー２級）以上あれば尚可＊体力を必要とする業務

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

電気工事士 電気工事および電気工事施工管理業務全般を行って
いただきます。・一般住宅から公共事業の電気工事
現場施工　・工事の見積・積算や、施工管理業務
・その他付随した業務　・現場は、主に宮古市　＊
有資格により、業務の内容が違ってきます。

岩手県宮古市宮町三丁目９
－８

株式会社　小野寺電
機商会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木施工管理技士 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
○業務ではパソコンを使用します○社用車（マニュ
アル車）を使用します。現場は主に岩泉町内です。

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

病院受付事務 病院事務において受付業務等を行います。
・窓口受付、会計、来院者の感染対策対応（体温
チェックや聞き取り）等の業務　・電話、来客対応
・ＰＣ操作、書類作成（ワード・エクセル）　・レ
セプト業務

岩手県宮古市板屋１丁目６
番地３６

医療法人財団　正清
会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

エクセル、ワード基本操作
事務経験、医療事務

経験者優遇 岩手県宮古市

土木作業・重機オペレー
ター

・一般土木作業に従事　・トラック運転業務（重機
等の回送作業）　・有資格者の方は重機（バック
ホー）の運転作業業務　資格がない方は土木作業で
の応募も可、入社後取得をしていただきます。取得
費用は会社負担です。

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

岩手県宮古市、他

伐採夫 ＊山林においてチェンソー、刈払機を使用しての伐
採作業、造林作業及び手元　※チェンソー、刈払機
は基本的には本人の持込みとなり、機械の使用損料
として手当を支給します。機械のない方の場合、会
社のものを貸与します。

岩手県久慈市山形町荷軽部
第３地割１８

有限会社　谷地林業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

介護員／グループホームま
ぶる

当施設において認知症介護全般を行っていただきま
す。・食事、入浴、排泄の介助、レクの支援、通院
介助等　＊９名の入居者の方を、職員８名で対応し
ています。＊通院介助の際は社用車（ＡＴ車）を使
用します。＊経験者の方、賃金・手当優遇致します

岩手県下閉伊郡山田町大沢
４地割３８番地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

公用車運転、車両管理業務
（宮古市）

請負先である国土交通省東北地方整備局三陸河川国
道事務所において、下記の業務を行っていただきま
す。・公用車にて職員を現場まで送迎する業務　・
タイヤ交換、洗車、簡単な整備、運行前点検等　・
そのほか付随する業務　≪　急　募　≫

岩手県盛岡市手代森１６－
２１－１

株式会社　ふるさと
交通

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県内において類似業務経
験１年以上（業務において人

の送迎経験がある方） 岩手県宮古市

営業所事務及び近隣地区の
配達（宮古市）

当社、宮古営業所に於いて下記の業務を行っていた
だきます。・整備工場等からの電話による受注の受
付　・入出金処理、売上及び仕入伝票の整理　・社
用車による近隣地区への部品の配達　・社内清掃、
倉庫の部品整理など

岩手県盛岡市月が丘一丁目
２８番２０号

有限会社　盛岡自動
車部品

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市



普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）
(1)6時30分～15時30分

1人 152,000円～157,000円 (2)8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

正社員 59歳以下 05020- 4649911
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～17時00分
1人 130,000円～130,000円

正社員 59歳以下 06060- 2417211
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 163,200円～279,600円

正社員 59歳以下 営業経験者優遇 13010-84373111
普通自動車免許一種 交替制あり

1人 171,600円～229,900円

正社員 18歳～35歳 13040-87849911
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時45分～17時15分
1人 160,000円～240,000円

正社員 35歳以下 03010-20246311
調理師

あれば尚可 (1)10時30分～21時30分
1人 180,000円～300,000円

調理、ホール経験

正社員 20歳以上 あれば尚可 03030- 3125111
調理師

あれば尚可 (1)10時30分～21時30分
1人 180,000円～300,000円

調理、ホール経験

正社員 不問 あれば尚可 03030- 3128211
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
準中型自動車免許 (1)8時00分～17時00分

2人 フォークリフト運転技能者 180,000円～210,000円
あれば尚可

正社員 40歳以下 03030- 3129511
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 150,000円～180,000円

正社員 35歳以下 03030- 3130311
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 150,000円～180,000円 (2)20時00分～5時00分

正社員 18歳～30歳 03030- 3132911
普通自動車免許ＡＴ 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 介護福祉士 143,000円～153,000円 (2)9時30分～18時30分

あれば尚可 (3)17時00分～9時00分

正社員 64歳以下 03030- 3134711
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

2人 135,000円～145,000円 (2)20時00分～5時00分

正社員 18歳～59歳 03030- 3135811
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～16時30分
1人 151,800円～209,000円

正社員 64歳以下 03030- 3136211
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

4人 135,520円～135,520円

正社員以外 不問 03030- 3137511
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
1人 189,200円～236,500円 (2)16時00分～1時00分

正社員以外 18歳以上 03030- 3138411

(1)8時00分～17時00分
3人 140,000円～150,000円

正社員以外 59歳以下 03030- 3139011
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

車両系建設機械運転技能者 (1)8時00分～17時00分
1人 185,334円～347,500円

正社員 64歳以下 重機オペレーター経験 03030- 3140911
普通自動車免許ＡＴ 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
2人 172,500円～264,500円

正社員 59歳以下 03030- 3141111
普通自動車免許一種

(1)8時45分～17時30分
1人 135,000円～155,000円

正社員以外 不問 03030- 3142711
保育士 変形（1ヶ月単位）

(1)7時00分～16時00分
1人 146,880円～146,880円 (2)8時00分～17時00分

(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 保育業務 03030- 3143811

3

家庭薬配置員【岩手営業
所】（宮古市・岩泉町管
内）

＊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）・９０万売上の場合
基礎給１３０，０００円＋歩合給８１，０００円
・※詳細は面接時に説明

山形県長井市本町二丁目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

介護員 ◇グループホーム（２ユニット）１８名の入居者の
方々の介護業務　全般に従事していただきます。
＊食事、入浴、排泄、散歩、施設内での活動等の介
助を行います。　＊食事調理、後片付け、施設内清
掃を行います。

秋田県能代市浅内字中山９
２番地

株式会社　ラ・サ
ルーテ

雇用期間の定めなし
介護施設での勤務経験

あれば尚可
岩手県下閉伊郡岩泉町

接客・販売／店舗責任者／
マリンコープ宮古店

店長候補としてモスバーガーの店舗運営をお任せし
ます。
レジ操作・商品製造など一から丁寧に教えるので未
経験の方でも安心です。

東京都品川区大崎２－１－
１
ＴｈｉｎｋＰａｒｋ　Ｔｏ
ｗｅｒ４階

株式会社　モススト
アカンパニー（モス
バーガー）

雇用期間の定めなし
又は8時00分～22時30分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

営業職（宮古北営業所） ＊ゼネコン・建設会社等に対し、現場で使用するレ
ンタル機械を提案・提供する営業です。
＊ＢｔｏＢの営業経験や、機械の知識・資格がある
方は特技を活かせる職場です。

東京都中央区日本橋３丁目
１２－２　朝日ビルヂング
７Ｆ

株式会社　アクティ
オ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理補助・ホール 厨房内において調理の補助的作業及びホールにおい
て接客業務を行っていただきます。○厨房内におい
て調理の補助的作業　・調理者の指示により、野菜
カットや調理の下ごしらえ、準備、盛付け、飲み物
作り、食器・調理器具の洗浄、食材の在庫確認等

岩手県宮古市八木沢第４地
割９７－７

ビツクベル　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

自動車整備スタッフ（宮古
営業所）

・主にトラック（１～４ｔ車）の車検や点検の業務
・定期点検、車検、故障時のメンテナンス等　・そ
の他、上記に付随する業務および指示された業務を
行っていただきます。＊最初は補助作業から始めて
いただきます。

岩手県盛岡市三本柳１－２
４

盛岡いすゞモーター
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

運搬および水産加工（冷
凍・鮮魚）

運搬及び水産加工業務に従事します。
・魚市場から当社工場や田老工場へ鮮魚等を２ｔト
ラックで運搬します。
・工場内での出荷作業や選別、包装など水産加工及
び鮮魚業務にも従事していただきます。

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

調理補助・ホール／ＳＹＵ
ＷＡ　ＳＹＵＷＡ

厨房内において調理の補助的作業及びホールにおい
て接客業務を行っていただきます。○厨房内におい
て調理の補助的作業　・調理者の指示により、野菜
カットや調理の下ごしらえ、準備、盛　付け、飲み
物作り、食器・調理器具の洗浄、食材の在庫確認等

岩手県宮古市八木沢第４地
割９７－７

ビツクベル　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

プレスオペレーター 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　※所属は３０名で２交替
勤務となります。

岩手県宮古市津軽石１４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

生産管理 コネクタ端子の受注から出荷処理を担当します。
・生産数、在庫確認、出荷指示　・生産情報処理、
メール、電話対応　・パソコンでの入力処理や伝票
処理　所属は６名ですが、それぞれ担当の仕事をし
ています。

岩手県宮古市津軽石１４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

成形・組立オペレーション
作業

電子機器部品（コネクター）の個品（部品）や製品
の成形・組立オペレーター業務をしていただきま
す。・勤務形態として約３ヶ月間の昼勤での業務実
習後、昼夜の交代勤務のシフトあり・未経験の方も
ご応募下さい。担当社員が指導します。

岩手県宮古市津軽石第１６
地割９－１

株式会社　中村電子

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護員または介護補助員 「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　・入居定員９名＊介護職員初任者研
修修了者や介護福祉士などの資格所持者は尚可です

岩手県宮古市津軽石第１３
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

水産加工員 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、又サンマ箱詰めやイクラ加工
処理あり

岩手県宮古市光岸地４番４
０号

宮古漁業協同組合

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

森林林業の現場業務 森林林業の現場業務を担当していただきます。
・森林の造成、保育、間伐、立木伐採　・林業機械
の運転操作等　・その他林業に関する現場業務全般
○未経験者歓迎します。初めての方でも研修を受け
ながら仕事を覚え、資格取得できます。

岩手県宮古市舘合町３番３
号

宮古地方森林組合

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

水産加工 鮫ヒレ（フカヒレ）の加工作業を行います。生や乾
燥・冷凍（ボイル等で戻した後）のものを、包丁を
使い皮や骨を取り除く作業です。また受注に合わせ
て姿煮用、スープ用等それぞれに加工し、目視検査
を行い、袋詰めや商品成形を行います。

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

ホール及びカウンター 店内でのお客様サービススタッフ業務に従事してい
ただきます。〇ホール業務　・ホールでの接客、ス
ロットコインの補充、空きパチンコ台の清掃など
〇カウンター業務　・接客、景品交換、レジ操作な
ど

岩手県宮古市長町一丁目３
－２９

株式会社　セントラ
ル伸光　セントラル
宮古店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時00分～1時00分の

間の8時間程度
岩手県宮古市

現場作業員 地域に役立つ建設工事を行っており、現場作業員に
従事していただきます。・工事現場での法面工事
・土木工事　法面工事については高所での作業が伴
いますが、先輩社員が丁寧に指導致します。未経験
でも構いません。

岩手県宮古市宮町三丁目１
０－１７

ヤマキ総業　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 以下の業務を行っていただきます。
・土木工事の重機オペレーター　・現場作業、ダン
プ車両運転等　＊現場は主に宮古市内となります。
＊お持ちの資格・免許に応じた車両等の運転業務を
して頂きます。

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

保育士 ０～６歳児までの保育園に入園している乳幼児の保
育業務に従事していただきます。
・日常の遊び　・保育記録作成　・お昼寝の見守り
等　・現在は３２名の園児を６名で対応しておりま
す

岩手県下閉伊郡山田町大沢
第８地割１９番地２

社会福祉法人　大沢
愛育会　大沢保育園

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

一般事務 ・各種書類等作成　ＰＣを使用してワード、エクセ
ルのひな形への入力（見積書、請求書等）
・電話対応、来客対応
・外出用務　郵便局、銀行、関係各所への書類提
出、備品等の買い出し

岩手県宮古市保久田７－８ 株式会社　赤沼設計

ワード、エクセル
一般的なＰＣ操作

建築、建設関連業務経験、事
務経験あれば尚可

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市



変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

2人 150,000円～200,000円 (2)16時00分～1時00分
(3)0時00分～9時00分

正社員 18歳～61歳 03030- 3144211
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 158,400円～158,400円

正社員以外 不問 03030- 3145511

(1)8時00分～17時00分
1人 136,500円～139,500円

正社員 64歳以下 03030- 3146411
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

2人 231,000円～300,300円

正社員 18歳～40歳 03030- 3150811
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時15分

6人 160,000円～250,000円 (2)18時15分～3時30分

正社員 18歳～64歳 03030- 3152511
１級ボイラー技士
２級ボイラー技士 (1)19時00分～6時30分

1人 いずれか 180,000円～250,000円

正社員 18歳～64歳 ボイラー 03030- 3153411
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 216,667円～281,667円

正社員 59歳以下 大工経験者 03030- 3154011
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

危険物取扱者(乙種)、玉掛技能者 (1)8時30分～17時30分
2人 小型移動式ｸﾚｰﾝ、消防設備士 160,000円～230,000円 (2)22時00分～3時00分

第一種電気工事士いずれか

正社員 18歳～59歳 03030- 3155311
１，２級土木施工管理技士 変形（1年単位）
２級建築施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

1人 180,000円～290,000円 (2)8時00分～16時30分

いずれか
正社員 64歳以下 普通自動車免許一種 03100- 2428311

(1)8時00分～17時00分
1人 350,000円～600,000円

正社員 不問 現場経験者 24050- 6290611

(1)8時00分～17時00分
3人 231,000円～300,300円

正社員 不問 24050- 6291911
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15分～17時15分

1人 車両系建設機械運転技能者 140,000円～170,800円

大型ダンプの運転

正社員 59歳以下 建設機械運転経験 03020- 1753211
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 180,000円～216,000円

正社員 64歳以下 重機操作 03030- 3042311
大型自動車免許 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 173,125円～173,125円

正社員 59歳以下 03030- 3044911
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 145,900円～145,900円 (2)8時30分～17時30分

(3)6時30分～15時30分

正社員以外 不問 03030- 3045111
普通自動車免許一種

1人 185,000円～250,000円

正社員 64歳以下 飲食業の経験あれば尚可 03030- 3049511
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 155,000円～250,000円

正社員 59歳以下 03030- 3051611
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～235,000円

溶接経験・溶接資格

正社員 59歳以下 あれば尚可 03030- 3052911
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 150,000円～200,000円

正社員 64歳以下 03030- 3053111
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 155,000円～250,000円

正社員 59歳以下 03030- 3056211

4

事務 ・書類作成、整理、ファイリング　・各種事務手続
き　・メール、電話、来客対応　・データー入力
（エクセル）　・請求書作成、伝票整理　・外出用
務（社用車使用）　・社内外清掃等　事務は他に２
名おります。雇用期間：令和３年１１月１日より

岩手県宮古市根市第６地割
７番地１

有限会社　伊藤総業

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） パソコン

（ワード・エクセル）操作
岩手県宮古市

プラスチック成形オペレー
タ

電子部品（コネクタ）用精密金型と射出成型機を使
用し、プラスチック成形品、コネクタの製造オペ
レータ業務
・射出成型機を一人で数台担当し、成形機の安定稼
働を正面から支える重要な仕事です。

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第９
地割３０番地

モルデック株式会社
宮古工場

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、解体作業に従事していた
だきます。・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○当社では、人
間関係改善構築の為、社員との連携やコニュミケー
ション、協調性、社内マナーを大切にする方を希望

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

ワイヤー・放電加工機オペ
レーター

当社工場にて下記の業務を行っていただきます。
・Φ０．２ｍｍ～Φ０．１ｍｍのワイヤー線を放電
させ、その熱で素材を切断する加工　・銅などで
作った電極の形状を、加工物に転写する加工

岩手県下閉伊郡田野畑村奥
地向６９番地【郵送先は別
住所】

有限会社　菊地電子
工業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ボイラー管理者 ボイラーの運転と維持管理の業務を行っていただき
ます。・ボイラーの起動に関わる機械操作　・燃料
の補給等　＊夜間専属業務となり、勤務は１日おき
の出勤で、他１名おります

岩手県宮古市川井第６地割
３５

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

木材加工技術者 ・一般住宅向け構造用集成材（柱や土台など）を作
る工場です　・製材部門：丸太を製材して板を作り
ます　・集成材部門：板を人工乾燥した後、４～５
枚の板を貼り合わせ、柱等の角材を作ります　・最
新鋭の機械化された製造ラインです

岩手県宮古市川井第６地割
３５

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

鉄道施設保守管理業務 施設本部において施設、線路等の保守管理を行いま
す。
・土木構造物の検査、点検、メンテナンス　・施設
電気関係の検査、点検、メンテナンス　・工事作業
業務等

岩手県宮古市栄町４番地 三陸鉄道　株式会社

雇用期間の定めなし
PC入力程度、鉄道、又は鉄道以
外の土木保守管理業務あれば尚

可
岩手県宮古市

大工 一般住宅の建築および内装、外装などの大工仕事に
従事していただきます。・現場は宮古がほとんどで
す。　・使用する車両は２ｔダンプになります。
＊大工経験のある方を求めております。大工経験年
数１～２年程度の方も応募可能です。

岩手県宮古市松山第７地割
１３番地４

株式会社　鈴喜建設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

現場管理／岩手県 現場管理としてのお仕事を担当していただきます。
土木施工管理技士（２級以上）をお持ちの方の募集
です。

土木施工管理技士
（２級以上）

三重県桑名市下深谷部８０
８番地３

ＴＯＴＡＬＭＡＳＴ
ＥＲＳ　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

技術者 ◆管工事、土木工事の現場施工管理
・発注担当者との協議　・現場の施工管理、工程管
理、安全管理等　・工事関係資料等の作成　・その
他、上記に付随する業務　＊主に久慈管内と、岩泉
町周辺の現場も行っております。

岩手県久慈市山形町川井第
８地割１５－７

プレステック　株式
会社

土木、管工事、建築関係
の施工管理技士資格で可雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

技術職／宮古衛生広域施設
管理センター（日勤）

＊宮古衛生広域施設管理センター内最終処分場に
て、大型ダンプを運転しての運搬作業　＊重機車両
を用いての整地作業等　＊車両及び重機の点検管理
業務にも従事します。

岩手県釜石市定内町４丁目
１番４７号

株式会社　テツゲン
東北支店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木作業員 ＊土木工事現場での土木作業員のお仕事です。
未経験者の方も歓迎します。
【建設】

三重県桑名市下深谷部８０
８番地３

ＴＯＴＡＬＭＡＳＴ
ＥＲＳ　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

トラック運転手／田老工場
～気仙沼市

７ｔトラック運搬業務全般となります。
・産業廃棄物の運搬業務
【運送範囲】
気仙沼市から宮古市まで回収、田老工場に運搬
　

岩手県宮古市港町２－４ 株式会社　丸才　宮
古営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

普通作業員兼重機オペレー
ター

主に公共工事の土木作業と重機オペレーターに従事
していただきます。・人力での土砂の掘削や部材の
持運びなど手元作業等　・重機バックホウ等での操
作業務　松山地区の資材置き場に集合して、社用車
にて現場に向かいます

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

岩手県宮古市、他

商品企画、販売、製造 ＊宮古駅前のパティスリー・末広町のカフェ・新し
くオープンしたベーカリー、３店舗の運営業務に携
わっていただきます。
・お客様への接客・販売　・新商品の企画　・お菓
子、パンの製造

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

生活支援員 生活支援に係る業務全般となります。・当施設利用
者の日中活動（軽作業）や通院、買い物（２～３
名）の付き添いなど　・社用車（ＡＴ車）の運転が
あります。○未経験者の方大歓迎　○正社員への登
用制度あり　○働き方改革関連認定企業

岩手県宮古市崎山第５地割
９４

社会福祉法人　若竹
会　わかたけ学園

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

溶接工（宮古工場） 弊社工場内での各種プラント機器の溶接作業及び製
缶作業に従事して頂きます・鋼材等を取り扱うため
力仕事等あり・業務に慣れて来たら将来は工場内で
製作した製缶品の据え付け作業等で社用車（有資格
により２トン～４トン平ボディトラック運転あり）

岩手県宮古市小山田１丁目
７

五菱工業　株式会社
宮古事業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

鉄工作業員（宮古工場） 弊社工場内において下記の業務にします。
・各種プラント機器の溶接作業　・製缶作業　・配
管工事　・各種産業機械の据付工事　・メンテナン
ス等　＊据付作業の際は社用車（２トン～４トン平
ボディトラック）を使用します

岩手県宮古市小山田１丁目
７

五菱工業　株式会社
宮古事業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

鉄工作業員 弊社山田工場において下記の業務に従事します。
・各種プラント機器の溶接作業　・製缶作業　・配
管工事　・各種産業機械の据付工事　・メンテナン
ス等　＊据付作業の際は社用車（２ｔ～４ｔ平ボ
デートラック）を使用します。

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第２地割８－１

五菱工業株式会社
山田工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

営業事務 当社において下記の業務に従事していただきます。
・見積書の作成、各種書類の作成など　・取引先な
どへ書類の受け渡し　・資材受注、発注　・その他
付随する業務
＊ＰＣを使用する業務が中心となります。

岩手県下閉伊郡山田町船越
第９地割２１５番地１

株式会社丸一水産

雇用期間の定めなし エクセル、ワード、
メールソフトの基本操作がで

きる方 岩手県下閉伊郡山田町



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 208,000円～208,000円 (2)21時00分～6時00分

正社員 18歳～59歳 03030- 3058411
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

3人 172,000円～172,000円 (2)21時00分～6時00分

正社員以外 60歳以上 03030- 3059011
交替制あり
(1)7時00分～16時00分

1人 148,700円～178,700円 (2)8時00分～17時00分
(3)13時00分～22時00分

正社員 59歳以下 03030- 3060911

(1)8時00分～17時00分
2人 140,500円～140,500円

正社員 59歳以下 03030- 3061111

(1)8時30分～17時30分
1人 142,760円～146,200円

正社員以外 59歳以下 03030- 3065511
普通自動車免許一種
２級土木施工管理技士 (1)7時30分～16時30分

1人 １級土木施工管理技士 160,000円～250,000円
あれば尚可

正社員 59歳以下 施工管理経験あれば尚可 03030- 3066411
変形（1ヶ月単位）
(1)13時30分～22時00分

2人 147,334円～173,334円

正社員以外 不問 03030- 3067011
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～16時30分
1人 146,812円～146,812円 (2)8時30分～17時00分

正社員以外 不問 03030- 3068311
栄養士 変形（1ヶ月単位）

管理栄養士 (1)8時30分～17時30分
1人 あれば尚可 166,200円～187,300円 (2)5時30分～14時30分

(3)7時30分～16時30分

正社員以外 64歳以下 栄養士経験あれば尚可 03030- 3071211
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

1人 いずれか 200,000円～300,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 施工管理経験 03030- 3073411
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)7時30分～16時30分
2人 173,700円～192,300円 (2)9時00分～18時00分

(3)12時00分～21時00分

正社員以外 64歳以下 経験あれば尚可 03030- 3076611
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)7時30分～16時30分
2人 162,300円～187,300円 (2)9時00分～18時00分

(3)12時00分～21時00分

正社員以外 64歳以下 03030- 3079711
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

2人 いずれか 191,334円～215,250円
普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 建設経験者 03030- 3086111
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- 3087711
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 348,000円～425,000円

正社員 59歳以下 03030- 3088811
保育士 変形（1ヶ月単位）

(1)7時30分～16時30分
1人 151,700円～165,800円 (2)8時30分～17時30分

いずれか (3)9時00分～18時00分

正社員以外 64歳以下 03030- 3089211
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

車両系建設機械運転技能者 (1)8時00分～17時00分
2人 職長・安全衛生責任者教育等 171,875円～275,000円

中型自動車免許、あれば尚可

正社員 64歳以下 03030- 3090011
交替制あり
(1)8時30分～17時30分

1人 136,784円～197,760円 (2)19時10分～4時10分

正社員以外 18歳～59歳 03030- 3091311

(1)8時30分～17時30分
1人 140,000円～199,500円

正社員 59歳以下 03030- 3092611
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 170,000円～240,000円

正社員 64歳以下 03030- 3093911

5

警備員（資格不問）【６０
歳以上限定求人】

●工事・建設現場や店舗駐車場などでの「交通誘
導」業務●イベントや祭り会場での「雑踏警備」業
務※［６０歳以上歓迎求人］です！未経験者でも安
心して仕事が始められます。未経験の方、シニアの
方でも安心してスタートできる研修を行っています

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

管理職候補（警備職） ・当初１～２年程度、実際の［警備業務］に従事し
て頂き、実務経験を積んで頂きます。・その間に国
家資格を取得して頂き、将来的には、［営業］とし
て顧客管理、［業務］として警備員教育・人員手配
業務を行って頂きます。

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

牛乳・乳製品製造員 【ヨーグルト製造に関する業務】
・タッチパネル式での機械操作及び原料の調合、殺
菌、充填作業です。

岩手県下閉伊郡岩泉町乙茂
字乙茂９０－１

岩泉ホールディング
ス　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

介護職員 介護老人保健施設介護サービス　入居者１１０名
短期入所１０名　全室個室ユニットケア、１ユニッ
ト１０名の介護業務、夜勤は２ユニット２０名の介
護業務　介護サービス内容　食事、入浴、排泄、機
能訓練、健康管理、自立支援、レクリエーション、

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

岩手県宮古市

施工管理 ◇道路舗装工事業の最大手である（株）ＮＩＰＰＯ
（旧社名：日本鋪道）のグループ会社です。
◇舗装土木工事の施工管理業務を行っていただきま
す。・施工計画の立案　・作業工程における監督や
指導　・材料、舗装機械等の手配

岩手県宮古市金浜第６地割
２１－６０　２Ｆ

株式会社　宮古日舗

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

貼り担当者 主にスキューバダイビングに使用するスーツや、関
連商品を取り扱っています。・ダイビングスーツの
製造　・貼り工程（接着剤でゴム製品を貼り合わせ
る作業）を担当　＊作業については指導いたします
ので、安心してご応募ください。

岩手県宮古市蟇目第８地割
１１９番地２

日本潜水機株式会社
スーツ事業部

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

観光案内員及び環境整備員 龍泉洞誘客事業に従事していただきます。（年数回
のお祭りなどのイベント）・観光案内、改札業務
・龍泉洞や新洞科学館の洞内監視、消毒作業　・園
地（トイレ含む）や洞内の清掃管理（草取や草刈り
機を使っての除草作業など）・園地内の整備、補修

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字府金４８

株式会社　岩泉総合
観光

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

飲食サービス係 龍泉洞温泉ホテルにおいて主に下記業務に従事して
いただきます。
・宴会、夕食の会場準備　・給仕、配膳等　・後片
付け
＜予約状況において＞・料理の盛付

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字府金４８

株式会社　岩泉総合
観光

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

土木施工管理技士 当社請負の各現場において下記業務を行っていただ
きます。・土木工事の現場施工管理業務　・安全管
理、品質管理、工程管理、出来形管理、原価管理
・パソコンを使用して書類、図面作成　・その他付
随する業務＊現場は現在、岩泉町や田野畑村が中心

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

栄養士 施設利用者の食事全般の栄養指導を行います。
・栄養指導　・食材の発注業務　・他に調理補助を
していただくこともあります。　・調理員４名体制
＊業務内容について、わかりやすく指導します。＊
上記仕事内容は望みの園はまなすでの業務です。

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

支援員・介護職 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

介護支援専門員 利用者の支援、健康管理業務、ケアプランの作成、
相談業務に従事します。
・利用者への支援や関係機関への連絡調整など
・訪問外出用務の際は施設車（ＡＴ車）を利用
・シフトにより（１）～（５）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
会介護支援専門員

（ケアマネージャー）
雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

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
ラック等になります。＊資格が無くても入社後、修
理にあたり必要な資格を取得することができます。

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

鳶工及び土工／正社員 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

岩手県宮古市

保育士又は幼稚園教諭 ０歳～６歳児までの児童保育補助を担当
・園児達の給食・お手洗いの指導
・遊び・お昼寝の見守り等
・担任の補助業務を行います
＊１４名の園児を４名の職員にて対応しています。

岩手県下閉伊郡山田町船越
第９地割２６－１６

社会福祉法人　親和
会　日台きずな保育
園

幼稚園教諭免許
（専修・１種・２種）

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

営業／宮古営業所 当事業所において、建設会社への建設機械・車両
（油圧ショベル、トラック等）レンタル販売のルー
ト営業業務に従事していただきます。
○営業範囲：岩手県内　＊社有車を使用（オートマ
チック限定は不可）

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

自動機及び成形オペレー
ター

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　・顕微鏡・測定器
での製品寸法の測定や製品の品質確認

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

現場作業員 当社において下記の業務に従事していただきます。
・外構、ブロック積み等エクステリア工事　・左官
工事　・土木工事　・舗装工事　・その他付随する
業務　＊お持ちの免許・資格に応じた作業をしてい
ただきます。

岩手県宮古市老木第１７地
割４番地４

ガーデンクラブ　株
式会社

雇用期間の定めなし
土木工事、舗装工事、左官
工事、ブロック積み工事経験

岩手県宮古市

事務 当施設において下記の業務に従事して頂きます。
・請求関係、給与計算、経理全般
・利用者様の見守り、送迎
・その他付随する業務


岩手県宮古市田鎖３－８ 株式会社　みやこ

雇用期間の定めなし ワード・エクセル
（表計算）、介護経験

または事務経験あれば尚可 岩手県宮古市

プレス金型技術者 高速精密プレス金型を完成させる仕事です。金型部
品を研磨で調整し、組み込んで金型を仕上げ、プレ
ス機械を操作して寸法出しをする仕事に従事してい
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
精密プレス金型の製作・
仕上・調整の経験がある方 岩手県下閉伊郡山田町



普通自動車免許一種
(1)8時30分～17時30分

1人 215,000円～280,000円

正社員 64歳以下 03030- 3094111
介護職員初任者研修修了者

ホームヘルパー２級
3人 上記のいずれか以上 165,000円～175,000円

普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03030- 3095711
保育士 変形（1ヶ月単位）

(1)7時00分～15時45分
1人 181,600円～201,600円 (2)8時15分～17時00分

あれば尚可 (3)8時45分～17時30分

正社員以外 不問 03030- 3098511
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 194,792円～343,750円

正社員 64歳以下 03030- 3099411
車両系建設機械運転技能者

いずれか (1)8時00分～17時00分
1人 普通自動車免許一種 200,000円～200,000円

正社員 不問 03030- 3100711
変形（1年単位）
(1)7時00分～16時00分

2人 143,000円～160,000円 (2)17時00分～2時00分

正社員 18歳～59歳 03030- 3102211
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

1人 143,000円～160,000円

正社員 59歳以下 検査業務経験あれば尚可 03030- 3103511
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時45分

1人 138,544円～138,544円

正社員以外 67歳以下 03030- 3104411
普通自動車免許一種 交替制あり

介護福祉士 (1)6時00分～15時00分
1人 142,600円～172,200円 (2)6時30分～15時30分

(3)7時00分～16時00分

正社員 59歳以下 03030- 3107611
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

２級電気工事施工管理技士 (1)8時30分～17時30分
1人 143,033円～230,000円

現場作業経験または

正社員 不問 現場管理経験 03030- 3108911
２級管工事施工管理技士 変形（1年単位）
１級冷凍空気調和機器施工技能士 (1)8時30分～17時30分

1人 １級配管技能士,いずれか 143,033円～230,000円
普通自動車免許一種
現場管理経験者または

正社員 不問 現場作業経験者あれば尚可 03030- 3109111
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)7時00分～16時00分
1人 152,100円～176,000円 (2)7時30分～16時30分

(3)9時00分～18時00分

正社員以外 不問 03030- 3110211
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)7時00分～16時00分
1人 152,100円～176,000円 (2)9時30分～18時30分

(3)12時00分～21時00分

正社員以外 18歳以上 03030- 3112411
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)7時00分～16時00分
1人 152,100円～176,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030- 3113011
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
2人 164,800円～267,800円

正社員 不問 03030- 3115611

(1)8時30分～17時30分
1人 135,192円～164,667円

製造業の経験が

正社員 59歳以下 あれば尚可 03030- 3116911
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 173,125円～196,209円

正社員 64歳以下 03030- 3119811
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
2人 170,000円～200,000円 (2)7時30分～16時30分

正社員 35歳以下 03030- 3120411
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時00分

2人 136,900円～136,900円

正社員 69歳以下 03030- 3122311
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 あれば尚可 198,000円～286,000円 (2)8時00分～15時00分

正社員 不問 現場経験者優遇 03100- 2375711

6

ホームヘルパー（正社員・
地域ヘルパー）

市内に住む利用者様のご家庭を訪問し（１日に対応
する利用者は平均６人程です）以下の業務を行って
いただきます。・食事、入浴、排せつの介助や、炊
事　・掃除、洗濯といった日常生活の手助けなど
＊家事及び身体介護のサービスを提供します。

岩手県宮古市田鎖３－８ 株式会社　みやこ

雇用期間の定めなし
又は6時00分～19時00分
の間の8時間

岩手県宮古市

介護支援専門員 ・利用者のケアプラン作成　・介護認定調書　・利
用者宅への訪問　・相談業務などを主に行っていた
だきます。＊利用者宅への訪問には社用車または自
家用車をを利用していただきます。自家用車使用の
場合は、車両賃借料とガソリン代を支給します。

岩手県宮古市田鎖３－８ 株式会社　みやこ
介護支援専門員

（ケアマネージャー）
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アップが
できます。

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

岩手県宮古市

保育士 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、常時複数で対応します。＊担
任は他におりますので、担任の補助を行っていただ
きます。●資格試験により、正社員の可能性あり

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第３地割１７７－１０

社会福祉法人　三心
会　豊間根保育園幼稚園教諭免許

（専修・１種・２種）
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

オイルシール成形オペレー
ター

合成ゴムを原料としたものをプレス機で受注製品の
型に加工する業務を行っていただきます。
・その他付随する業務となります。　・主に自動車
エンジン部分に使用するものを製造しています。


岩手県下閉伊郡岩泉町小本
字長内２６

岩手アライ　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

重機オペレーター 各現場において下記の仕事を行います。
・バックホウ等の重機を操作し、土砂等の掘削、盛
り上げ工事等　・工作物等解体工事　○現場は宮古
市、山田町、釜石市のほか陸前高田～田野畑。通勤
車がない方は乗合も相談可能です。

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
重機オペレーター経験

あれば尚可
岩手県宮古市、他

水産物加工員 当社加工場において、水産食品の製造・加工業務に
従事していただきます。・サンマ・鮭・サバ・イカ
など（時季により変動します）を扱います。・鮮魚
だけでなく、冷凍処理した魚を加工してみりん干し
や塩干し等を作ります。

岩手県宮古市藤原１丁目３
番４号

有限会社　三上商店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

オイルシールの仕上げ・検
査

受注製品の型に加工されたオイルシールの仕上げ及
び検査業務を行っていただきます。その他、付随す
る業務となります。主に自動車エンジン部分に使用
するものを、製造しています。


岩手県下閉伊郡岩泉町小本
字長内２６

岩手アライ　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

電気工事作業員・技術者 設備工事全般及び附帯作業のうちの電気設備配線工
事作業　・主に商店、コンビニエンスストア、水産
加工関係事業所等の工事　・屋内の電気配線工事
・冷暖房機、業務用冷蔵庫等の設置にかかる工事


岩手県宮古市津軽石第１０
地割３３７－１７

有限会社　赤松エン
ジニアリング

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員（特別養護老人
ホーム）／正社員

特別養護老人ホームおよび、短期入所生活介護事業
所の利用者への介護業務全般を行います。
・利用者への食事、入浴、排泄などの介護。
・レクリエーション活動等やその他雑務等を行いま
す。

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

介護員／紫桐苑 特別養護老人ホームに入所されている方の生活支援
が主な仕事になります。・食事・入浴・排泄・移動
等の介助、趣味や余暇活動へのサポート　・入所者
は定員６０名（長期入所５０名、ショートステイ１
０名）となります。

岩手県宮古市茂市第１地割
１１５番地１

社会福祉法人新里紫
桐会　特別養護老人
ホーム紫桐苑

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

管工事作業員・技術者 冷凍機設置工事全般及び附帯作業のうちの管工事作
業　・主に、商店、コンビニエンスストア、水産加
工関係の事業所などの工事を行っております。屋内
の給排水工事はもとより、冷暖房機、業務用冷蔵庫
等の設置にかかる工事もあります。

岩手県宮古市津軽石第１０
地割３３７－１７

有限会社　赤松エン
ジニアリング

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護員／あすなろ 小規模多機能型の生活支援が主になります。
・在宅者の生活支援なので、通い・泊まり・訪問の
３つの組み合わせで介護を提供します。・具体的に
は、食事の準備や介助、入浴の補助、排泄の補助、
余暇　活動等への支援になります。

岩手県宮古市茂市第１地割
１１５番地１

社会福祉法人新里紫
桐会　特別養護老人
ホーム紫桐苑

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

介護員／桐の花 特別養護老人ホームの介護業務に従事していただき
ます。・入所者２９名の方への入浴や食事等・生活
全般にわたって支援を行う介護サービスの仕事です
＊見学可能です。ハローワーク窓口でご相談下さい
＊日勤について相談に応じます（特記事項参照）

岩手県宮古市茂市第１地割
１１５番地１

社会福祉法人新里紫
桐会　特別養護老人
ホーム紫桐苑

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

自動組立機オペレーター 電子部品（コネクタ）の自動組立機の操作、その他
電子部品の組立を行います。
・組立自動機への製品投入、機械操作、機械のメン
テナンス　・目視や顕微鏡での製品検査作業も行い
ます　◆未経験でも指導します

岩手県宮古市板屋３－１１
－１５

株式会社　エム・ア
イ・エス東北工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

建築板金作業員 ・主な作業は、一般住宅の屋根葺き替え工事や雨樋
工事、各種塗装工事、板金加工等
・本社へ出社後乗り合わせで現場へ
・現場到着後は指導の元従って作業
・高所作業経験者大歓迎

岩手県宮古市日影町４－１
２

壽技工

雇用期間の定めなし
建設・建築業経験

あれば尚可
岩手県宮古市

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車を使用）

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

土木普通作業員 ・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　・現
場は宮古市内、山田町、大槌町、釜石市を予定

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

現場作業員 ◆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きた土掃

岩手県久慈市川崎町１６番
２７号

株式会社　東北法面
工業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

食品加工員 当社において下記の業務に従事していただきます。
〇冷凍食品の製造過程において、魚の捌き、衣つ
け、フライ、箱詰　〇ラインにおいては包装業務
通勤の際は、送迎用バスを利用していただきます。


岩手県宮古市田老字古田７
５番地８

有限会社　宮古食品

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市



(1)8時00分～17時00分
3人 244,000円～322,600円

正社員 64歳以下 04010-51230011

(1)8時00分～17時00分
3人 244,000円～322,600円

正社員 64歳以下 04010-51241911

(1)8時00分～17時00分
3人 348,800円～552,100円

正社員 64歳以下 04010-51246511

(1)8時00分～17時00分
3人 362,000円～571,800円

正社員 64歳以下 04010-51257311
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 316,320円～550,100円

正社員 59歳以下 施工管理経験：３年以上 04010-51321311
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 245,440円～459,520円

正社員 59歳以下 04010-51371011
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

車両系建設機械運転技能者 (1)8時00分～17時00分
3人 あれば尚可 200,100円～220,800円

正社員 59歳以下 05041- 1508511

7

建築施工管理補助（経験３
年以内）

〇建築施工管理補助（経験３年以内）〇・民間発注
のマンション、商業施設、病院等の構造物（ＲＣ
造）工場等（Ｓ造）の現場管理補助業務です。・施
主との打合わせ、安全管理、施工図作成・修正業
務、設計、施工業務等の補助を行っていただきます

宮城県仙台市青葉区一番町
２丁目２－１３　仙建ビル
３階

株式会社　クランク

雇用期間の定めなし ワード、エクセル等
基本操作

施工管理経験あれば尚可
岩手県宮古市、他

土木施工管理補助（経験３
年以内）

〇土木施工管理補助（経験３年以内）〇土木関係の
工事現場において、工事の進み具合や安全確認、工
作物の寸法の測定などを複数人で行って頂く仕事で
す。お仕事を通して経験を積んで頂き、国家資格の
取得をサポートします。

宮城県仙台市青葉区一番町
２丁目２－１３　仙建ビル
３階

株式会社　クランク

雇用期間の定めなし ワード、エクセル等
基本操作

施工管理経験あれば尚可 岩手県宮古市、他

建築施工管理 〇建築施工管理〇・民間発注のマンション、商業施
設、病院等の構造物（ＲＣ造）工場等（Ｓ造）の現
場管理業務です。・施主との打合わせ、安全管理、
施工図作成・修正業務、設計、施工業務等を行って
いただきます。＊６０歳以上の方の応募可能です

宮城県仙台市青葉区一番町
２丁目２－１３　仙建ビル
３階

株式会社　クランク

雇用期間の定めなし ワード、エクセル等
基本操作

施工管理経験あれば尚可
岩手県宮古市、他

土木施工管理（宅地開発工
事など）

〇土木施工管理（宅地開発工事など）〇主に土木工
事（宅地開発造成）の施工管理になります。安全・
工程・品質の管理を複数人にて実施します。基準測
量、写真撮影、ＣＡＤ操作、安全書類の作成や発注
者との打ち合せ等応募者の経験に応じて現場を調整

宮城県仙台市青葉区一番町
２丁目２－１３　仙建ビル
３階

株式会社　クランク

雇用期間の定めなし ワード、エクセル等
基本操作

施工管理経験あれば尚可 岩手県宮古市、他

電気設備施工管理 各建設現場に伴う電気設備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、定例会対応も行って頂きま
す　・その他付随する図面業務、書類作成

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

施工管理補助（建築課） 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（建築）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、書類の作成　・施工
担当への指示出し及び進行状況等の確認など

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

土木作業員　【盛岡営業
所】

○土木作業に従事していただきます。土砂の掘削や
埋め戻し、コンクリート製品の敷設、土管などの設
置や埋設などを行ないます。＊就業場所は主に盛岡
市内や雫石町等の現場になります。＊やる気のある
方には各種免許取得制度あります。

秋田県仙北市角館町下川原
４６９

有限会社　三幸商会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他
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