
(1) 9時00分～13時00分
800円～850円 (2)13時00分～17時00分

(3)17時00分～22時00分

パート労働者 59歳以下 03030- 1802571

(1)16時15分～20時15分
755円～755円 (2)17時15分～21時15分

パート労働者 不問 03030- 1803471
普通自動車免許一種

(1) 7時30分～10時30分
720円～720円 (2)11時00分～14時00分

パート労働者 不問 03030- 1908671

(1) 8時00分～14時30分
雇用期間の定めなし 750円～800円

パート労働者 不問 02030- 4645271
普通自動車免許

716円～716円

パート労働者 不問 03030- 1793971
変形（１年単位）
(1) 9時00分～17時00分

720円～750円

パート労働者 不問 03030- 1794171
大型自動車免許一種 変形（１年単位）

（必須） (1) 8時30分～12時00分
1,100円～1,100円

パート労働者 不問 03030- 1788371

(1) 6時00分～ 8時00分
1,300円～1,300円

パート労働者 不問 03030- 1790771

(1)14時30分～22時30分
755円～755円 (2)13時30分～21時30分

パート労働者 18歳以上 03030- 1809071
普通自動車免許一種 交替制あり

（通勤用） (1)17時15分～ 8時30分
1,067円～1,067円 (2) 8時30分～17時15分

パート労働者 不問 03030- 1810471
普通自動車免許一種

（通勤用） (1)16時00分～ 0時00分
1,000円～1,100円

パート労働者 18歳以上 03010-10829871
普通自動車免許一種

（通勤用） (1)16時00分～ 0時00分
1,000円～1,100円

パート労働者 18歳以上 03010-10830171
普通自動車免許一種

（通勤用） (1)16時00分～ 0時00分
1,000円～1,100円

パート労働者 18歳以上 03010-10831071
普通自動車免許一種 交替制あり

（通勤用）
1,000円～1,100円

パート労働者 18歳以上 03010-10835471
交替制あり
(1) 8時30分～16時30分

750円～750円 (2)12時30分～20時30分

パート労働者 不問 03010-10838271

(1)23時00分～ 0時00分
1,040円～1,040円

パート労働者 18歳以上 03010-10841671
普通自動車免許一種

（通勤用） (1) 7時00分～12時00分
800円～1,000円 (2)16時00分～19時00分

パート労働者 不問 03030- 1816071
介護職員初任者研修
普通自動車免許一種

800円～900円

パート労働者 不問 03030- 1825371

(1) 6時00分～ 9時00分
716円～716円

パート労働者 不問 03030- 1826671
1

調理員（根市店）

2人

おにぎり、お弁当、ファーストフードの調理をし
ていただきます。盛り付け、パッキング等もあり
ます。時間帯によって、ご飯を炊くなどの作業も
あります。食材の切り方や、レジ打ち業務はあり
ません。◆短期アルバイト相談可

岩手県宮古市大字根市第
２地割字中割目六番四

ローソン宮古根市
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員「介護」

1人

デイサービス業務全般を行います。身の回りのお
世話・食事・排せつ・入浴・移動の介助、リネン
交換・清掃・洗濯などの手助け、レクレーショ
ン、社用車で利用者の送迎を行います。その他付
随する業務をします。利用者は１日１６人程度と

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中家２０－１０

有限会社　なかむ
ら（デイサービス
センターやすら
ぎ）

雇用期間の定めなし

又は 8時30分～17時30分の
間の4時間以上

岩手県下閉伊郡岩泉町

保育士補助「保育」≪急募
≫

1人

園児の補助（１歳～６歳までのクラスの補助）担
任の補助となります。担当クラスは現段階では未
定で、就業場所はご相談に応じます。＊業務経験
がなくても育児等の経験があれば応募可能です。
＊教員免許・保育士免許をお持ちの方は優遇しま

岩手県宮古市赤前第３地
割１４－１１

社会福祉法人　慈
愛会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

清掃スタッフ（宮古店）

2人

パチンコホールの清掃業務・ホール床の拭き掃き
作業・パチンコ台ガラスの清掃、灰皿清掃・トイ
レ清掃・その他、関連する業務及び指示された業
務＊当店の閉店後業務としての作業です。

岩手県盛岡市東見前５地
割５７－１－２Ｆ

株式会社　飛鳥商
事

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 岩手県宮古市

ラーメンショップスタッフ
（ユニオン山田店）

2人

＊ラーメンショップ『おそばの源さん』内での調
理及び接客業務に従事していただきます。＊時
間、日数については応相談。＊調理が好きで、人
と接することが好きな方。明るく接客ができる方
希望。

岩手県盛岡市東見前５地
割５７－１－２Ｆ

株式会社　飛鳥商
事

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

ホールスタッフ・カウン
タースタッフ（ユニオン山

3人

パチンコ店のホール及びカウンターの一般業務。
その他、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。＊時間、勤務日数について
は応相談。＊土・日・祝日働ける方なら尚可。

岩手県盛岡市東見前５地
割５７－１－２Ｆ

株式会社　飛鳥商
事

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 又は 8時30分～ 0時00分の

間の5時間以上
岩手県下閉伊郡山田町

ホールスタッフ・カウン
タースタッフ（１６時～／

3人

パチンコ店のホール及びカウンターの一般業務。
その他、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。＊勤務日数、時間応相談
＊土・日・祝日働ける方なら尚可

岩手県盛岡市東見前５地
割５７－１－２Ｆ

株式会社　飛鳥商
事

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 又は16時00分～ 0時00分の

間の5時間程度
岩手県宮古市

ホールスタッフ・カウン
タースタッフ（１６時～／

3人

パチンコ店のホール及びカウンターの一般業務。
その他、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。＊時間、勤務日数について
は応相談。＊土・日・祝日働ける方なら尚可。

岩手県盛岡市東見前５地
割５７－１－２Ｆ

株式会社　飛鳥商
事

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は16時00分～ 0時00分の
間の5時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

ホールスタッフ・カウン
タースタッフ（１６時～／

3人

パチンコ店のホール及びカウンターの一般業務。
その他、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。＊時間、勤務日数について
は応相談。＊土・日・祝日働ける方なら尚可。

岩手県盛岡市東見前５地
割５７－１－２Ｆ

株式会社　飛鳥商
事

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は16時00分～ 0時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

当直専門員（非常勤嘱託
員）

1人

岩泉地区合同庁舎の休日および夜間における日
直・宿直を行います。警備、巡回、電話交換等の
業務を月に１２～１５日（３日に１回程度）勤務
となり２人のチームによる交替制です。就業時
間：開庁日は（１）の宿直勤務、閉庁日は（２）

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字松橋２４－３

沿岸広域振興局
土木部　岩泉土木
センター雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

ナイトマネージャー≪急募
≫

1人

宮古ショッピングセンター　マリンコープＤＯＲ
Ａにおいてナイトマネージャーとして、夜間管
理、防犯、施錠、商品管理、施設修繕その他付随
する業務となります。土、日、祝日勤務できる方
を希望します。１年毎の契約更新

岩手県宮古市小山田二丁
目２－１

いわて生活協同組合
宮古ショッピングセ
ンター　マリンコー
プＤＯＲＡ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

サービススタッフ（６時
～）

1人

当ホテルのレストランでの朝食対応や昼食準備業
務です。食事のセッティング、ご案内、接客、食
事配膳、片付け等となります。制服は支給となり
ます。初めての方からの応募も可能です。＊正社
員登用あり

岩手県宮古市日立浜町３
２－４

株式会社　浄土ヶ
浜パークホテル

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

運行管理スタッフ

1人

当浄土ヶ浜パークホテルの送迎バスの運行業務に
従事します。宿泊・宴会・婚礼のお客様の送迎
で、大型バスや中型バスの運転となります。市内
や近隣町村が中心となりますが、慣れてからは盛
岡もあります。洗車や車両管理、その他付随する

岩手県宮古市日立浜町３
２－４

株式会社　浄土ヶ
浜パークホテル

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

組立作業

2人

成形（インサート成形）で造った電子部品を組立
治具等を使用して、組立作業を行います。また、
堅型成形機を使用し、インサート成形（金属と樹
脂の複合成形）で電子部品（コネクタ）の製造を
行う場合もあります。＊未経験の方でも対応でき

岩手県宮古市大字崎鍬ヶ
崎第９地割３０番地

モルデック株式会
社　宮古工場

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

調理（岩手県宮古市田老）

1人

学校給食センター内での調理業務全般（準備、後
片付け、掃除も含む）１０００食分を１２名で調
理しています。

弘前市田園４－１１－９ 一冨士フードサー
ビス株式会社

岩手県宮古市

一般事務及び歯科技工業務
補助

1人

当事業所において、一般事務および歯科技工業務
補助、パソコンを使用し納品書・請求書等の書類
作成、その他付随する業務を行って頂きます。作
業に使用した器具の洗浄等もお願いします。※歯
科業務経験があれば尚可です。

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
又は 8時30分～17時00分の
間の3時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

お弁当の製造販売

1人

お弁当の調理・レジ業務・接客をしていただきま
す。お弁当の調理については、マニュアルに基づ
いて作成します。慣れてきましたら配達をお願い
する場合もありますが、その際は社用車（軽自動
車）を使用してもらいます。明るく元気な方で、

岩手県宮古市大通り１丁
目１－２６　浅沼ビル１
Ｆ

ほっかほっか亭
宮古中央通り店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

衣料部門

1人

衣料部門での接客販売業務を担当していただきま
す。商品の補充作業、商品整理・陳列、レジ作業
を主に行っていただきます。＊土、日、祝日勤務
可能な方希望●雇用は１年ごとの更新です

岩手県宮古市小山田二丁
目２－１

いわて生活協同組合
宮古ショッピングセ
ンター　マリンコー
プＤＯＲＡ

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

雑貨等の販売

1人

当店では医薬品、化粧品、雑貨、食料品等を取り
扱っています。店内でのレジ打ち、接客、清掃
等、販売に関わる業務を行っていただきます。ま
た、主に雑貨や食料品コーナーの商品補充や陳列
作業もあります。＊長期勤務できる方希望します

岩手県下閉伊郡山田町中
央町５－６

株式会社　ツルハ
ドラック岩手山田
店雇用期間の定めなし

又は 9時00分～22時00分の
間の3時間以上

岩手県下閉伊郡山田町

     （5月2日時点の内容です）

　　４月２５日　から　５月２日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　５月１８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

時間額 就業時間
所在地

就業場所

◎ 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。 パートタイム 

平成２９年５月１１日発行  



(1)17時00分～23時00分
730円～730円

パート労働者 18歳以上 03030- 1827571

(1) 8時00分～15時00分
730円～730円 (2) 8時00分～14時00分

パート労働者 不問 03030- 1828471

(1)17時00分～23時00分
730円～730円

パート労働者 18歳以上 03030- 1829771

(1)17時00分～23時00分
730円～730円

パート労働者 18歳以上 03030- 1830971

(1)23時00分～ 8時00分
730円～730円

パート労働者 18歳以上 03030- 1831171
普通自動車免許一種

（通勤用） (1) 8時00分～17時00分
716円～716円

パート労働者 不問 03030- 1851571

(1) 9時30分～15時30分
760円～760円

パート労働者 不問 03030- 1862771

(1) 9時00分～16時30分
716円～800円

パート労働者 不問 03030- 1864271

(1) 9時00分～15時00分
716円～800円

パート労働者 不問 03030- 1866171

普通自動車免許一種 716円～1,000円
（自家用車使用）

パート労働者 不問 03030- 1872271

(1)17時00分～21時00分
800円～900円

パート労働者 不問 03030- 1874171
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1)21時00分～ 4時00分

833円～833円 (2)21時00分～ 2時00分

パート労働者 18歳以上 03030- 1875071
普通自動車免許一種

（通勤用）
780円～800円

パート労働者 不問 03030- 1877671

850円～850円

パート労働者 18歳以上 03030- 1881971

746円～746円

パート労働者 不問 03030- 1883071

746円～746円

パート労働者 不問 03030- 1884371
介護職員初任者研修
普通自動車免許一種

1,000円～1,400円

パート労働者 不問 03030- 1889871
普通自動車免許一種

（通勤用） (1)11時30分～19時30分
755円～775円 (2) 9時00分～13時00分

パート労働者 不問 03030- 1896771

750円～750円

パート労働者 不問 03030- 1898271

850円～950円

パート労働者 不問 03030- 1904971

(1) 8時00分～12時00分
750円～750円 (2)12時00分～16時00分

パート労働者 不問 03030- 1905171
2

販売員（根市店）１７時～

1人

接客、レジ打ち、商品袋詰め、電話対応、品出
し、清掃、商品発注等、コンビニエンスストア内
の業務を行います。商品発注は、適性を見ながら
指導いたします。３～４名で業務を行います。
●短期アルバイト相談可

岩手県宮古市大字根市第
２地割字中割目六番四

ローソン宮古根市
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員（本町店）８時～

1人

接客、レジ打ち、商品袋詰め、電話対応、品出
し、清掃、商品発注等、コンビニエンスストア内
の業務を行います。商品発注は、適性を見ながら
指導いたします。３～４名で業務を行っておりま
す。

岩手県宮古市大字根市第
２地割字中割目六番四

ローソン宮古根市
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員（小本店）１７時～

1人

接客、レジ打ち、商品袋詰め、電話対応、品出
し、清掃、商品発注等、コンビニエンスストア内
の業務を行います。商品発注は、適性を見ながら
指導いたします。３～４名で業務を行います。
●短期アルバイト相談可

岩手県宮古市大字根市第
２地割字中割目六番四

ローソン宮古根市
店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

販売員（本町店）１７時～

2人

接客、レジ打ち、商品袋詰め、電話対応、品出
し、清掃、商品発注等、コンビニエンスストア内
の業務を行います。商品発注は、適性を見ながら
指導いたします。３～４名で業務を行います。
●短期アルバイト相談可

岩手県宮古市大字根市第
２地割字中割目六番四

ローソン宮古根市
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員（根市店）２３時～

1人

接客、レジ打ち、商品袋詰め、電話対応、品出
し、清掃、商品発注等、コンビニエンスストア内
の業務を行います。また、従業員への業務内容の
説明指導もしていただきます。深夜帯は２人体制
での業務です。深夜手当を別途支給いたします。

岩手県宮古市大字根市第
２地割字中割目六番四

ローソン宮古根市
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

菌床椎茸の培養、栽培・収
穫作業

2人

ハウス内での菌床椎茸の培養・栽培・収穫作業。
椎茸菌を接種した菌床ホダの入荷（棚に並べ
る）、出荷準備（袋を取り除く、ケースに入れ
る）、及び、菌床椎茸の栽培（収穫、手入れ）を
行います。収穫は、ハサミで切り取ります。

岩手県下閉伊郡田野畑村
和野１６９番９

株式会社　ミナカ
ワ　田野畑パック
セン夕ー雇用期間の定めなし

又は 8時00分～17時00分の
間の5時間程度

岩手県下閉伊郡田野畑村

事務補助員／配電課（９：
３０～）

1人

配属先は、配電課です。主に専用システムを使用
した入力作業を行っていただきます。その他、来
客対応（お茶出し等）の業務があります。電話対
応による業務はございません。担当が丁寧に指導
致しますので、未経験の方でも安心して仕事がで

岩手県宮古市築地二丁目
２番３３号

東北電力株式会社
宮古営業所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

クリンクルー（９時～１６
時３０分）≪急募≫

1人

建物清掃全般を行います。トイレ清掃が主になり
ますが、掃き掃除、拭き掃除、備品の交換、ごみ
の回収なども行います。就業場所へは、直行直帰
となりますので、自分で通勤可能な方を希望しま
す。◆雇用期間は１年更新

岩手県宮古市田の神二丁
目３－１１

株式会社　サンズ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

クリンクルー（９時～１５
時）≪急募≫

2人

建物清掃全般を行います。依頼の状況に応じて、
掃き掃除、拭き掃除、備品の交換、ごみの回収な
どを行います。就業場所により、直行直帰または
事務所に集合して移動となりますので、自分で通
勤可能な方を希望します。◆雇用期間は１年更新

岩手県宮古市田の神二丁
目３－１１

株式会社　サンズ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

訪問介護職員「介護」

1人

利用者様宅での訪問介護サービス業務を行いま
す。ケアプランに合わせた食事・移動・入浴・排
泄等の介助や、掃除・洗濯・調理・食器洗い等の
日常生活援助など全般的な業務を行います。利用
者様宅へは直行・直帰となり、自家用車を使用し

岩手県宮古市高浜三丁目
１－１４

合同会社ライフサ
ポート・ゆうゆう

雇用期間の定めなし

又は 6時00分～21時00分の
間の4時間程度

岩手県宮古市

介護職員初任者研修又
は介護福祉士

配膳兼厨房内作業

1人

寿司、和食を中心にお客さまへ食事を提供をして
います。カウンター席、テーブル席、座敷席、２
階座敷席合わせて約６５席あります。お客さまへ
の配膳、厨房内において食器洗浄（洗浄機使用）
退席後の片付け、店舗内清掃等を行います。

岩手県宮古市鍬ヶ崎上町
６－２６

寿司　魚正

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

運転手（随伴車）

1人

宮古市内・近郊を中心とした運転代行業務全般と
なります。お客様ご依頼地にあわせての随伴車両
運転、接客、乗務記録簿への記載、精算会計、車
両管理等を行っていただきます。＊経験がなくて
もやる気のある方を希望します。＊就業時間、日

岩手県宮古市実田１－１
－１

運転代行　人力舎

雇用期間の定めなし

運転経験１年以上 岩手県宮古市

基板加工

3人

基板部門の挿入、修正作業です。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、
経験がない方でも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

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

又は 8時00分～17時00分の
間の5時間以上

岩手県宮古市

ホール兼調理補助（つぼ
八）≪急募≫

2人

ホールでは注文取り、配ぜん、片付け、レジ業務
等のお客様対応等になります。調理補助では、飲
み物作り、食材の仕込み、調理、盛付け、食器洗
い等の調理補助を行います。その他開店前や閉店
後の清掃など店内の雑務全般も行っていただきま

岩手県宮古市近内第４地
割５２－３　ラフィネＡ
１０２

株式会社　マルセ
イユ

雇用期間の定めなし

又は14時00分～ 0時00分の
間の3時間以上

岩手県宮古市

水産担当／オール店

3人

びはんストアオール店において、水産業務を担当
していただきます。鮮魚等の加工、パック詰め作
業のほか、商品の補充、陳列などをおねがいしま
す。雇用期間は１年毎の更新となります。

岩手県下閉伊郡山田町中
央町５－６

びはん　株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 又は 8時00分～16時00分の

間の4時間以上
岩手県下閉伊郡山田町

水産担当／豊間根店

1人

びはんストア豊間根店において、水産業務を担当
していただきます。鮮魚等の加工、パック詰め作
業のほか、商品の補充、陳列などをお願いしま
す。雇用期間は１年毎の更新となります。

岩手県下閉伊郡山田町中
央町５－６

びはん　株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 又は 8時00分～16時00分の

間の4時間以上
岩手県下閉伊郡山田町

訪問介護ヘルパー「介護」

1人

要介護者の家庭を訪問し、家事・介護などケアプ
ランに合わせた介護サービスを提供する仕事で
す。就業時間は要介護者の要請に応じて決定いた
します。自宅から要介護者宅に直行し、業務を行
います。移動には、私有車または施設所有車を使

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なし

又は 7時00分～18時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

事務員

1人

いわて生協共同購入事業部宮古センターにて下記
の事務関連業務を行って頂きます。・電話対応
（お問い合わせ対応など）・来客対応・パソコン
操作・伝票整理、その他付随する業務＊事務経験
者優遇します。＊雇用契約は年度更新です。

岩手県宮古市田鎖８－１
２－１

いわて生活協同組
合　共同購入事業
部　宮古センター雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
パソコン（ワード・エクセ

ル）操作
岩手県宮古市

精肉部門

1人

豚・牛・鶏肉の精肉、冷凍加工肉の加工、パック
詰め、商品陳列、試食のお勧め等となります。レ
ベルに応じ、包丁やスライサーを使用し、加工や
専用機で値段付けも担当していただきます。お
盆、年末年始は早朝早出残業があります。土・

岩手県宮古市板屋２丁目
１－２

株式会社　ベル
ジョイス　ジョイ
ス宮古千徳店雇用期間の定めなし

又は 8時00分～18時00分の
間の5時間

岩手県宮古市

キッチンスタッフ（トマト
＆オニオン）／１７時～２

1人

調理補助、食器洗浄、仕込み、厨房内清掃等を行
います。最初は食器洗浄や清掃業務をしていただ
きます。その後野菜のカットなどの食材の準備か
ら徐々に調理を覚えていただきます。初期段階で
のトレーニングタイムもあるので、未経験者も心

岩手県宮古市鴨崎町１－
５８

アンドーコーポ
レーション　有限
会社雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は17時00分～22時00分の
間の4時間程度

岩手県宮古市

販売員

2人

魚菜市場店舗において、海産物の販売業務を担当
していただきます。レジ操作、接客応対、商品袋
詰め、品出し、陳列、店舗内清掃等もお願いしま
す。土・日・祝祭日も勤務できる方を希望しま
す。

岩手県宮古市南町１２ー
１７

有限会社　坂兼商
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市



800円～900円

パート労働者 不問 03030- 1909571

(1) 9時00分～15時00分
716円～716円

パート労働者 59歳以下 03030- 1910871

800円～900円

パート労働者 不問 03030- 1912971

(1)14時00分～18時00分
785円～785円

パート労働者 不問 03030- 1914071
普通自動車免許一種

(1)17時00分～21時00分
716円～800円

パート労働者 不問 03030- 1915371
普通自動車免許一種

（通勤用） (1) 5時00分～ 9時30分
雇用期間の定めなし 716円～800円

パート労働者 不問 03030- 1916671
普通自動車免許一種

（通勤用） (1)16時00分～21時00分
716円～800円

パート労働者 不問 03030- 1917571

(1) 8時45分～13時00分
785円～785円 (2) 8時45分～14時00分

(3)18時00分～22時00分

パート労働者 不問 03030- 1919771

(1)22時00分～ 1時00分
850円～950円

パート労働者 18歳以上 03030- 1920971

(1)16時00分～21時00分
785円～925円

パート労働者 不問 03030- 1922071

(1) 8時00分～12時00分
785円～785円

パート労働者 不問 03030- 1924671
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可）

800円～1,000円

パート労働者 64歳以下 03030- 1926471

(1)17時00分～22時30分
900円～900円

パート労働者 18歳以上 03030- 1930071

(1) 5時30分～11時00分
900円～900円

パート労働者 不問 03030- 1932671

(1)12時30分～20時30分
800円～800円

パート労働者 59歳以下 03030- 1933571

900円～1,030円

パート労働者 64歳以下 普通自動車免許一種 03030- 1937271
交替制あり
(1) 6時00分～ 9時00分

716円～800円 (2) 9時00分～13時00分
(3)13時00分～17時00分

パート労働者 不問 03030- 1939171
介護職員初任者研修
普通自動車免許一種
（自家用車使用） 1,100円～1,400円

パート労働者 不問 03030- 1947171
普通自動車免許一種

(1) 9時00分～16時30分
902円～902円 (2) 9時00分～12時00分

パート労働者 不問 03030- 1948071

(1) 7時00分～11時00分
750円～750円 (2)16時00分～21時00分

パート労働者 不問 03030- 1949371

(1)10時00分～18時00分
800円～800円

パート労働者 59歳以下 03030- 1951471
3

ホールスタッフ大戸屋宮古
店／１７時～

1人

定食レストラン「大戸屋ごはん処」における接客
全般と清掃業務です。お客様のご案内、注文伺
い、料理提供とサービス、後片付け、店内外の清
掃等をしていただきます。初期段階でのトレーニ
ングタイムもあるので、未経験者も心配ありませ

岩手県宮古市鴨崎町１－
５８

アンドーコーポ
レーション　有限
会社雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は17時00分～23時00分の
間の3時間程度

岩手県宮古市

食品加工

2人

主に、加工食品（海産物を使用したおつまみや、
茎わかめ、きくらげなどの珍味）の製造作業から
包装作業までを担当していただきます。この他、
調味液の包装作業などもあります。業務経験がな
い方からの応募も可能です。

岩手県宮古市津軽石第１
３地割３１６番地１

フードパック　株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ホールスタッフ（大戸屋宮
古店）／１０時～

1人

定食レストラン「大戸屋ごはん処」における接客
全般と清掃業務です。お客様のご案内、注文伺
い、料理提供とサービス、後片付け、店内外の清
掃等をしていただきます。初期段階でのトレーニ
ングタイムもあるので、未経験者も心配ありませ

岩手県宮古市鴨崎町１－
５８

アンドーコーポ
レーション　有限
会社雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は10時00分～17時00分の
間の4時間程度

岩手県宮古市

惣菜係（１４時～１８時）

1人

惣菜係での商品づくり、主に揚げ物、お弁当、惣
菜類全般の調理、盛付け、パック詰めを行いま
す。ある程度下ごしらえされた食材を、レシピに
沿って調理します。その他、値段ラベル貼り、商
品補充、陳列の作業もあります。また、清掃など

岩手県宮古市田の神２－
２－３０

いわて生活協同組
合　ベルフ西町店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

調理補助・洗い場（ビジネ
スインやまだ／浜処いっぷ

1人

和食を中心に、定食・丼物・そば等のメニューが
あり、仕込み、調理、盛り付けの補助業務、およ
び調理器具・皿等の洗い場を担当していただきま
す。社用車（軽ワゴン等）にて、配達や食材の買
い出しをお願いすることもあります。＊調理業務

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－１３４－１

株式会社　いっぷ
く

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

朝食スタッフ（ビジネスイ
ンやまだ／浜処いっぷく）

1人

ビジネスホテル内のレストランにて、朝食スタッ
フとして勤務していただきます。主な担当業務
は、接客、配膳、片付け、皿洗い等になります。
スタッフ３名で担当していただきます。

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－１３４－１

株式会社　いっぷ
く

岩手県下閉伊郡山田町

夕食スタッフ１６時～／マ
ンスリーインやまだ

1人

ホテル内レストランにて夕食スタッフとして勤務
していただきます。主な業務は、接客、配膳、調
理補助（肉、野菜などのカット等）片付け、皿洗
い等になります。日によりご利用のお客さまの人
数に変動はありますが、おおよそ４０名程度にな

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－１３４－１

株式会社　いっぷ
く

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

サービス係（レジ担当）

3人

レジ接客業務全般に従事していただきます。バー
コード読込み、レジスター操作、商品代金の精算
（自動精算機を使用）を行います。また、組合員
カードの読込み、レジ袋の確認、配布、エコバッ
クへの商品袋詰めなど、その他付帯した業務とな

岩手県宮古市田の神２－
２－３０

いわて生活協同組
合　ベルフ西町店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

キッチンスタッフ（トマト
＆オニオン）／２２時～

1人

調理補助、食器洗浄、仕込み、厨房内清掃等を行
います。最初は食器洗浄や清掃業務をしていただ
きます。その後野菜のカットなどの食材の準備か
ら徐々に調理を覚えていただきます。初期段階で
のトレーニングタイムもあるので、未経験者も心

岩手県宮古市鴨崎町１－
５８

アンドーコーポ
レーション　有限
会社雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

レジ担当／サービス部門
（１６時～）

1人

サービス部門でのレジ接客業務を行っていただき
ます。おもにバーコード読み込み、レジスター操
作、商品代金の精算（自動精算機を使用）、エコ
バッグへの商品袋詰めなどです。◆土・日・祝、
勤務できる方（状況により早出あり）◆雇用は１

岩手県宮古市小山田二丁
目２－１

いわて生活協同組合
宮古ショッピングセ
ンター　マリンコー
プＤＯＲＡ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

寿司製造（水産部門）８時
～１２時《急募》

1人

水産部門でのお寿司の盛付、パック詰め、商品補
充、陳列、清掃作業業務を行っていただきます。
また、仕事に慣れてくれば、発注業務もしていた
だきます。◆雇用は１年ごとの更新です

岩手県宮古市小山田二丁
目２－１

いわて生活協同組合
宮古ショッピングセ
ンター　マリンコー
プＤＯＲＡ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 岩手県宮古市

ガソリンスタンド販売員
（船越ＳＳ）

2人

山田町船越のガソリンスタンド店において、主に
車両への給油業務、応対サービス、窓ふき、洗車
などに従事していただきます。就業時間は１日３
～５時間程度となり、固定時間で相談可能です。

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－１４２－１２

株式会社　サカモ
ト

雇用期間の定めなし

又は 8時00分～19時30分の
間の3時間以上

岩手県下閉伊郡山田町

夕食レストランキッチン・
ホールスタッフ

1人

夕食（ハーフバイキング形式）調理、盛り付け、
ホール接客、食材の発注、検品等の食材管理や衛
生管理を行っていただきます。ハーフバイキング
とはメイン料理はお客様まで運び、他がバイキン
グとなります。

岩手県宮古市藤の川１５
番地３８号

ルートインジャパ
ン株式会社　　ホ
テルルートイン宮
古

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

朝食レストランキッチン・
ホールスタッフ

2人

バイキング形式の朝食メニューの調理、盛り付
け、ホールでの接客をしていただきます。また食
材の発注、検品等の食材管理や衛生管理も行って
いただきます。４～５名体制を予定しておりま
す。＊未経験の方も歓迎いたします。

岩手県宮古市藤の川１５
番地３８号

ルートインジャパ
ン株式会社　　ホ
テルルートイン宮
古

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

レジチェッカー・品出し
（１２時３０分～）

2人

主に業務用の容量の多い食品などを取り扱ってい
るスーパーになります。商品の陳列、品出し、包
装、レジ操作会計、接客等を行います。初めての
方でも指導しますのでご応募下さい。

岩手県下閉伊郡山田町大
沢第２地割４８番地４

株式会社　マルイ
チ　業務スーパー
山田店雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

生活相談員／宮古「介護」

1人

デイサービスにおいて、お客様やお客様のご家族
様との相談業務、契約手続き業務、他事業所との
連絡調整業務、介護業務、介護職員の補助、その
他付随する業務を行っていただきます。社会福祉
主事任用…大学等において社会福祉に関する科目

岩手県宮古市向町２番３
４号

有限会社　介護施
設　あお空

雇用期間の定めなし

又は 8時30分～17時30分の
間の6時間程度

岩手県宮古市

社会福祉主事任用、社
会福祉主事、介護支援
専門員、精神保健福祉
士、社会福祉士のいず

れか

コンビニエンスストアス
タッフ

7人

＜仕事内容＞＊店内販売（接客・レジ業務）＊商
品陳列＊商品補充・発注＊フード調理＊店内外清
掃など○アルバイトや副業希望の方も歓迎します
○初めての方でも丁寧に指導いたします

岩手県下閉伊郡山田町中
央町５一６

株式会社　びはん
センター

雇用期間の定めなし

(4)22時00分～ 6時00分
岩手県下閉伊郡山田町

ホームヘルパー「介護」

5人

山田町内の利用者宅への訪問介護業務に従事して
いただきます。身体介護、入浴介助および家事の
支援、通院介助などを行っていただきます。な
お、訪問時には自家用車を使用していただきま
す。介護福祉士の資格あれば尚可です。

岩手県下閉伊郡山田町山
田第１５地割８２番２

社会福祉法人　山
田町社会福祉協議
会雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は 7時00分～18時00分の
間の1時間以上

岩手県下閉伊郡山田町

河川管理補助（宮古土木セ
ンター）

1人

県が管理する宮古市・山田町内の河川の状態の巡
視、調査、報告書作成等となり、パソコン（ワー
ド、エクセル）を使用してデータ入力が伴いま
す。水質の汚れ、不法な工作物の設置の有無、土
砂等の堆積物・構造物の確認や河川のゴミの収集

岩手県宮古市五月町１番
２０号　宮古地区合同庁
舎内

岩手県沿岸広域振
興局

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン入力（ワード・エ
クセル）操作

岩手県宮古市

販売員≪急募≫

3人

コンビニエンスストア店内での販売業務（レジ、
接客応対、商品袋詰め、品出し、陳列など）を担
当していただきます。その他店内外の清掃等もお
願いします。店舗リニューアルにつき新しい機械
導入予定です。一緒においしいパンを焼いてみま

岩手県宮古市南町１２ー
１７

有限会社　坂兼商
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

レジチェッカー・品出し
（１０時～）

1人

主に業務用の容量の多い食品などを取り扱ってい
るスーパーになります。商品の陳列、品出し、包
装、レジ操作会計、接客等を行います。初めての
方でも指導しますのでご応募下さい。

岩手県下閉伊郡山田町大
沢第２地割４８番地４

株式会社　マルイ
チ　業務スーパー
山田店雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町



(1)17時00分～22時00分
750円～750円

パート労働者 不問 03030- 1954271

(1) 8時00分～17時00分
1,000円～1,250円 (2)21時00分～ 6時00分

パート労働者 18歳以上 03030- 1955971

(1)22時00分～ 6時00分
雇用期間の定めなし 750円～750円

パート労働者 18歳以上 03030- 1958371

730円～730円

パート労働者 不問 03030- 1960771

(1)20時00分～ 0時00分
雇用期間の定めなし 750円～750円

パート労働者 18歳以上 03030- 1961871

(1)16時00分～21時30分
750円～780円

パート労働者 不問 03030- 1962271

1,200円～1,500円

パート労働者 不問 03030- 1969471

(1) 6時00分～ 9時00分
780円～780円 (2)21時00分～ 2時00分

(3)14時00分～21時00分

パート労働者 不問 03030- 1971971

(1) 9時00分～13時30分
720円～750円

パート労働者 59歳以下 03030- 1976571

(1) 9時00分～13時30分
720円～750円

パート労働者 59歳以下 03030- 1977471

(1) 9時00分～15時00分
720円～720円

パート労働者 不問 03030- 1979871
普通自動車免許一種

(1) 9時00分～12時00分
725円～750円 (2) 8時30分～12時00分

(3) 9時00分～14時00分

パート労働者 不問 03030- 1980171
普通自動車免許一種

1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 1984571
普通自動車免許一種
＊仕事の内容欄参照 (1) 8時30分～16時45分

1,340円～1,340円

パート労働者 不問 03030- 1985471
保健師（取得見込可）
普通自動車免許一種 (1) 8時30分～16時45分

1,526円～1,526円

パート労働者 不問 03030- 1986771

(1) 8時45分～15時15分
1,414円～1,414円 (2)10時45分～17時15分

パート労働者 不問 03030- 1987871

(1) 9時00分～14時00分
720円～720円

パート労働者 不問 03030- 1990371

(1) 8時00分～12時00分
750円～1,000円 (2)12時00分～17時00分

パート労働者 64歳以下 03030- 1992571

(1) 6時00分～11時00分
750円～1,000円 (2) 7時00分～12時00分

(3)12時00分～17時00分

パート労働者 64歳以下 03030- 1993471

(1) 8時00分～12時00分
716円～800円 (2)13時00分～17時00分

パート労働者 64歳以下 03030- 1994771

(1)15時00分～20時00分
720円～720円

パート労働者 不問 03030- 2004171
4

販売員（１７時～２２時）

2人

コンビニ店での販売及び接客業務に従事していた
だきます。主にレジ業務・袋詰め・商品陳列・品
出しなどを行っていただきます。また、店舗内外
の清掃もしていただきます。◆就業時間・勤務日
数は相談に応じます

岩手県下閉伊郡山田町大
沢第１地割４３番地５号

セブン－イレブン
山田町大沢店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

警備員（アルバイト）

7人

当社請負の工事現場での交通誘導、人や車両の誘
導を行っていただきます。また、イベント会場や
駐車場での人や車両の誘導を行っていただきま
す。普通自動車免許があれば尚可ですが、免許が
なくても応募できます。＊１ヶ月＝１４日間以内

岩手県宮古市西ケ丘２丁
目１２番１号

トータルセキュリ
ティー　株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

販売員（２２時～６時）

2人

コンビニ店での販売及び接客業務に従事していた
だきます。主にレジ業務・袋詰め・商品陳列・品
出しなどを行っていただきます。また、店舗内外
の清掃作業も行っていただきます。

岩手県下閉伊郡山田町大
沢第１地割４３番地５号

セブン－イレブン
山田町大沢店

岩手県下閉伊郡山田町

清掃作業員／小山田地内
（８時～）≪急募≫

1人

日常清掃作業に従事します。モップ掛け、ほうき
や掃除機などを使用しての清掃、ゴミの回収作業
もあります。その他トイレ内の清掃、トイレット
ペーパーの交換・補充も行っていただきます。

岩手県宮古市藤の川１３
番２３号

宮古環境管理株式
会社

雇用期間の定めなし

又は 8時00分～17時00分の
間の3時間程度

岩手県宮古市

販売員（２０時～０時）

1人

コンビニ店での販売及び接客業務に従事していた
だきます。主にレジ業務・袋詰め・商品陳列・品
出しなどを行っていただきます。また、店舗内外
の清掃作業も行っていただきます。

岩手県下閉伊郡山田町大
沢第１地割４３番地５号

セブン－イレブン
山田町大沢店

岩手県下閉伊郡山田町

調理補助兼ホール係

1人

厨房での調理補助業務を行います。当面は食材の
切り方や盛り付け等の簡単な調理補助と、ホール
内での接客やレジ、食器洗いと片付け、店内清掃
等をお願いします。その後は徐々に調理業務を覚
えていただきます。

岩手県宮古市末広町５－
３

冨士乃屋

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

水産加工員

3人

水産物加工作業全般を行います。生の状態のホタ
テ、ウニ、鮮魚（旬に合わせた魚）の発泡スチ
ロール等への箱詰め作業など行っていただきま
す。作業手順については、指導します。

岩手県下閉伊郡山田町境
田町４９５番地１

貫長水産　株式会
社

雇用期間の定めなし

又は 7時00分～11時00分の
間の3時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

販売・調理スタッフ

1人

ファーストフード（ハンバーガー類）の接客、販
売、レジ、調理、洗浄、店内清掃など、その他付
随する業務。ニンテンドーＤＳを使った新しいト
レーニング手法です。未経験者でも、安心してト
レーニングできる環境が充実しています。○ユニ

岩手県宮古市宮町１－１
－３８

ヒロフーズ株式会
社　マクドナルド
１０６宮古店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

販売員（土・日曜日）≪急
募≫

1人

紳士服、婦人服、子供服、肌着、寝具等を総合的
に接客販売していただきます。その他、レジ作
業、商品の陳列、商品の整理、各売場の在庫管
理、店内の清掃等の業務を行っていただきます。
＊未経験の方も歓迎します。＊お客様と笑顔で接

岩手県宮古市末広町２－
８

有限会社　高幸洋
品店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員（月～金曜日）≪急
募≫

1人

紳士服、婦人服、子供服、肌着、寝具等を総合的
に接客販売していただきます。その他、レジ作
業、商品の陳列、商品の整理、各売場の在庫管
理、店内の清掃等の業務を行っていただきます。
＊未経験の方も歓迎。＊お客様と笑顔で接するこ

岩手県宮古市末広町２－
８

有限会社　高幸洋
品店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

加工従業員

3人

当組合加工場において、わかめ・昆布・ふのり・
ひじき等の海藻類を原料として、塩蔵品や乾燥物
の加工・製造作業を行います。わかめ・昆布につ
いては等級別の選別作業も行います。また、袋詰
めから製品出荷までの作業も担当します。

岩手県宮古市田老三丁目
２番１号

田老町漁業協同組
合（加工場）

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

製造及び販売

1人

ちくわ、さつま揚げ、揚げかまぼこ等の製造・販
売・配達業務を行って頂きます。製造業務におい
ては、原材料となる野菜のカット・製品の袋詰め
等、および使用器具の洗浄等、清掃作業をお願い
します。社用車にて配達業務をしていただく場合

岩手県宮古市藤原二丁目
４－１６

有限会社　丸徳

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

特別支援教育支援員／（非
常勤職員）

1人

宮古市立第二中学校に勤務となります。特別な支
援を要する児童生徒への学校生活の支援等を行っ
ていただきます。（配置校は採用時に通知）勤務
時間、日数は各小中学校の授業教科や行事等で異
なります。また、教員免許を保有している方から

岩手県宮古市新川町２－
１

宮古市役所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 8時00分～17時00分の
間の6時間程度

岩手県宮古市

家庭児童相談員／福祉課
（非常勤職員）

1人

福祉課に勤務となります。家庭児童福祉に関する
相談および指導業務、その他付随する業務を行い
ます。訪問の際は公用車使用となります。≪必要
経験・資格≫＊大学において、児童福祉・社会福
祉・心理学等の課程修了者。＊医師または社会福

岩手県宮古市新川町２－
１

宮古市役所

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）操作ができること

岩手県宮古市

保健師／健康課（非常勤職
員）

1人

健康課（宮古保健センター）への勤務となりま
す。「こころの健康づくり事業」に関わる訪問指
導、健康相談、健康教育の実施、その他付随する
業務を行います。（訪問の際は公用車を使用しま
す。）

岩手県宮古市新川町２－
１

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

学芸専門員／文化課（非常
勤職員）

3人

文化課学芸係として崎山貝塚縄文の森ミュージア
ムに勤務していただきます。学芸員の指導の下、
企画展や縄文体験学習の準備から実施まで行うと
ともに、ミュージアムの公開活用事業や運営に関
する業務、又、市指定文化財等の維持、管理、調

岩手県宮古市新川町２－
１

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

学芸員資格もしくは資
料館や博物館等で体験
学習等の指導を行った
経験または勤務したこ

とがある方

清掃係

1人

ホテル館内の清掃を行います。宿泊部屋数３８室
の各和室や洋室、部屋内トイレ、バス、階段や廊
下、ロビー、各階トイレ、宴会場、大浴場等にな
ります。清掃は５名体制で行っております。


岩手県宮古市新町４－１ 合資会社宮古ホテ
ル沢田屋

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

販売員（大通）≪急募≫

1人

鮮魚類、加工品の店頭販売業務を行っていただき
ます。商品の説明、レジ、袋詰め、品出し、陳列
など、接客業務をメインとした店内業務です。ま
た、地方発送等の対応もあります。就業時間につ
いては相談に応じます。長期勤務可能な方を希望

岩手県宮古市大通三丁目
６－４５

株式会社　佐々由

雇用期間の定めなし

又は 8時00分～17時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

販売員（魚菜）≪急募≫

2人

鮮魚類、加工品の店頭販売業務を行っていただき
ます。商品の説明、レジ、袋詰め、品出し、陳列
など、接客業務をメインとした店内業務です。ま
た、地方発送等の対応もあります。就業時間につ
いては相談に応じます。長期勤務可能な方を希望

岩手県宮古市大通三丁目
６－４５

株式会社　佐々由

雇用期間の定めなし

又は 6時00分～17時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

水産加工員（大通）≪急募
≫

2人

水産加工の業務を行っていただきます。サンマ・
サケ・カレイなどの捌き、干物等の加工処理、計
量、箱詰め作業となります。※就業時間について
は相談に応じます。※長期勤務可能な方を希望し
ます。※勤務態度、能力により正社員への登用制

岩手県宮古市大通三丁目
６－４５

株式会社　佐々由

雇用期間の定めなし

又は 8時00分～17時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

販売員／たけや

1人

店舗内において、各種商品の販売に関する業務全
般を行っていただきます。主にレジ業務、商品の
陳列や補充、店舖内の清掃を行っていただくほ
か、その他付随する業務も行っていただきます。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字村木６２－１０

有限会社　たけや

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町



普通自動車免許一種
（通勤用） (1)10時00分～17時00分

750円～750円

パート労働者 不問 05070- 1238271
変形（１ヶ月単位）

720円～720円

パート労働者 不問 06030- 3968971
交替制あり
(1) 7時30分～11時30分

800円～900円 (2)12時30分～16時30分

パート労働者 不問 03010-11093171

(1) 9時00分～17時00分
770円～890円

パート労働者 59歳以下 03010-11116171
普通自動車免許一種

（通勤用） (1)17時00分～ 8時30分
716円～716円 (2) 8時00分～17時00分

パート労働者 不問 03020- 1127871

(1)16時00分～18時00分
740円～740円

パート労働者 不問 03030- 2019871

(1) 6時30分～ 8時30分
740円～740円

パート労働者 不問 03030- 2021071
普通自動車免許一種

（通勤用） (1) 8時00分～14時00分
716円～750円 (2) 9時00分～16時00分

(3)10時00分～17時00分

パート労働者 不問 03030- 2022371

(1)15時00分～19時30分
785円～785円 (2)13時00分～19時45分

パート労働者 不問 03030- 2036271

780円～780円

パート労働者 不問 03030- 2039071
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

（通勤用） (1)13時30分～18時30分
892円～953円 (2) 8時00分～18時00分

パート労働者 不問 03030- 2040471
保育士

(1) 8時30分～12時30分
923円～923円

パート労働者 不問 03030- 2041771
普通自動車免許一種

(1)13時30分～19時00分
716円～730円

パート労働者 不問 03030- 2043271
変形（１年単位）
(1) 9時00分～15時00分

720円～800円

パート労働者 不問 03030- 2045171
普通自動車免許一種

（通勤用） (1) 8時00分～13時00分
720円～720円 (2)13時00分～18時00分

パート労働者 不問 03030- 2048671

720円～900円

パート労働者 不問 03030- 2050871

(1)16時00分～21時00分
845円～845円

パート労働者 不問 03030- 2054071
交替制あり

720円～800円

パート労働者 不問 07010- 7249571

5

販売補助員（宮古店）

1人

◎商品販売に係る補助業務全般を行っていただき
ます。・来客対応、電話対応、お茶出し等の業
務。・店舗内での販売補助業務。・店舗内の清
掃、整理整頓業務。・その他、付随する雑務等の
業務全般をしていただきます。◆土、日曜日勤務

秋田県湯沢市川連町字掵
の下１５１

株式会社　天治堂

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

販売（宮古店：陳列・レ
ジ）

1人

商品の陳列及びレジ担当○商品補充及びレジ業務
※雇用期間は１０月１５日までとなっております
が、【６ヶ月毎の契約更新】を行っており、更新
時期は毎年４月と１０月になります。

遊佐町比子字白木２３－
３６２

マルホンカウボ－
イ　本間物産株式
会社雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は13時00分～20時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

清掃（山田町）

2人

院内の清掃・共用部分（廊下、階段、トイレ等）
の清掃※女子トイレ清掃有・各室の清掃・その他
上記に付随する業務及び指示された業務※就業時
間は交代制となっておりますが、相談に応じます

岩手県盛岡市中央通３丁
目３番１号

協栄テックス　株
式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

典礼アシスタント（宮古典
礼会館）

3人

宮古典礼会館にて下記の業務を行って頂きます。
・会葬者への接客サービス・電話応対・葬儀の準
備、片付け・献茶業務・その他、関連する業務＊
スタッフ増員のための募集です。＊勤務時間、応
相談いたします。

岩手県盛岡市津志田南３
丁目１４番６５号【求人
票郵送先指定あり】

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

施設警備員【青少年の家】

1人

＊施設内での巡回警備全般・扉、門、窓等の施錠
及び破損状態の確認・灰皿、野営場その他火気の
残り火点検、確認・照明器具の消し忘れ、水道栓
の閉め忘れ等の確認≪急募≫

岩手県釜石市大渡町一丁
目５－８

東陵総業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

郵便内務作業（１）

2人

郵便局内において、主に各種郵便物等の区分け作
業に従事していただきます。郵便ポストや事業所
から集められたものを地名、または丁目ごとに郵
便を手で棚に分けていきます。


岩手県宮古市栄町１－７ 日本郵便株式会社
郵便事業総本部
宮古郵便局雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

郵便内務作業（２）

2人

郵便局内において、主に各種郵便物等の区分け作
業に従事していただきます。郵便ポストや事業所
から集めたものを地名、または丁目ごとに郵便を
手で棚に分けていきます。＊６ヶ月毎の更新とな
ります。

岩手県宮古市栄町１－７ 日本郵便株式会社
郵便事業総本部
宮古郵便局雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

加工員

2人

現場での水産物加工作業。ホタテ、甘エビ等、す
し種の加工となります。ホタテは、貝柱だけの状
態になったものを、手作業でカットします。甘エ
ビは、頭や殻を取りトレイに並べ、冷凍処理をし
ます。＊水産加工の経験があれば尚可です。

岩手県宮古市蟇目第２地
割字柴野８２－２

株式会社　川秀
蟇目工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

レジ担当／コープチェリオ
店

1人

レジ接客業務全般に従事していただきます。バー
コード読込み、レジスター操作、商品代金の精算
を行います。また、組合員カードの読込み、レジ
袋の確認、配布、エコバックへの商品袋詰めな
ど、その他付帯した業務となります。初めての方

岩手県宮古市西ヶ丘１丁
目６－１

いわて生活協同組
合　コープ西ヶ丘
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

販売員（土日勤務）

1人

接客、レジ、商品の受け渡し、商品の袋詰め、商
品陳列、補充、発注、揚げるなどの簡単な調理、
店内の清掃等の業務を行っていただきます。＊土
日だけのお仕事です。＊未経験者の方も応募可能
です。

岩手県宮古市実田二丁目
２－８

株式会社　三栄

雇用期間の定めなし

又は 8時00分～22時00分の
間の4時間以上

岩手県宮古市

放課後児童支援員（非常勤
職員）

1人

町内の放課後児童クラブにおいて、小学校の放課
後と土曜日を含む学校休校日に児童を預かり、安
心と安全を確保しながら、児童が遊び勉強し成長
する環境づくりを行っていただきます。就業場所
には支援員が２名配置されております。※「教

岩手県下閉伊郡山田町八
幡町３－２０

山田町役場

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

保育士（非常勤職員）

1人

山田町立船越保育園において、保育園児（０歳～
５歳児）の日中活動の保育や記録、園内清掃や備
品消毒など保育業務全般を担当していただきま
す。園児数は４０名の予定となっています。

岩手県下閉伊郡山田町八
幡町３－２０

山田町役場

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

弁当調理係／１３：３０～
《急募》

1人

弁当店内において、注文取り、調理、パック詰
め、レジ、掃除等をしていただきます。お弁当の
調理については、マニュアルに基づいて行いま
す。配達業務を行っていただくこともあります。
経験のない方には、簡単な作業から覚えていただ

岩手県下閉伊郡山田町中
央町６番６

ケイエム企画

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

基板実装組立係（９：００
～）

3人

電子機器などに使用される基板実装組立工程での
部品挿入、ハンダ付け、基盤分割作業、検査機等
による完成品検査をしていただきます。※作業手
順は丁寧にお教えしますので、未経験の方も応募
可能です。

岩手県宮古市松山６－４
６

株式会社　ウェー
ブクレスト　宮古
工場雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県宮古市

レジ部門（８時・１３時）
≪急募≫

1人

レジ部門において、お客様が購入された商品の会
計（レジチェッカー使用）と袋詰めをします。そ
の他商品陳列、搬入品の検品、店内清掃等もあり
ます。通常は２人体制ですが、仕事に慣れるまで
は３人体制となります。＊レジ経験尚可

岩手県宮古市佐原三丁目
１１－２

有限会社　フード
ショップはこいし

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

ホール兼調理補助

2人

調理補助（盛付け等）、食器洗浄、ホール（注
文、配膳）、レジ、店舗内外の清掃など食堂全般
の業務に従事して頂きます。親切丁寧に優しく指
導致しますので、初めての方でも安心して応募し
て下さい。

岩手県宮古市田老２丁目
５－１

善助屋食堂

雇用期間の定めなし

又は 8時00分～21時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

ガソリンスタンド販売員

2人

弊社ガソリンスタンドでの接客、給油、洗車の補
助業務を行っていただきます。○勤務日は週１日
からでも相談可能です。普通自動車免許がない方
でも応募できます。

岩手県宮古市築地２丁目
１－４

株式会社　菊長商
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

婦人服販売員（宮古）

2人

＊婦人服の店頭での接客販売及び付帯する一切の
業務を行っていただきます。・商品搬出入・簡単
な清掃・集計作業含むレジ業務・取扱い対象年
代：ミセス～シルバー・取扱い対象商品：カジュ
アル～フォーマル

福島県伊達市梁川町柳田
字町ノ内３６

株式会社大三

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

販売経験者尚可
又は 9時30分～20時00分の
間の8時間程度

岩手県宮古市


