
(1) 6時00分～ 9時00分
730円～730円

パート労働者 不問 03030- 2134071

(1) 9時00分～13時00分
730円～730円

パート労働者 不問 03030- 2135371

(1)13時00分～17時00分
730円～730円

パート労働者 不問 03030- 2136671
普通自動車免許一種

（通勤用） (1) 6時00分～ 9時00分
750円～750円

パート労働者 不問 03030- 2137571
普通自動車免許一種

（通勤用） (1) 9時00分～13時00分
750円～750円

パート労働者 不問 03030- 2138471
普通自動車免許一種

（通勤用） (1)13時00分～17時00分
750円～750円

パート労働者 不問 03030- 2139771

(1)12時00分～16時00分
800円～900円

パート労働者 不問 03030- 2141171
変形（１年単位）

900円～1,200円

パート労働者 不問 03030- 2142071
変形（１年単位）

750円～900円

パート労働者 不問 03030- 2143371
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 9時00分～17時00分

720円～720円

パート労働者 59歳以下 03030- 2149271

(1) 6時30分～ 9時00分
雇用期間の定めなし 716円～716円 (2)17時00分～19時30分

パート労働者 不問 03030- 2150071
普通自動車免許一種

（通勤用） (1) 9時10分～16時00分
790円～790円

パート労働者 不問 03030- 2151371

(1)16時00分～23時00分
720円～720円

パート労働者 18歳以上 03030- 2108271

720円～720円

パート労働者 18歳以上 03030- 2109971

(1) 6時00分～ 9時00分
900円～900円

パート労働者 18歳以上 03030- 2110371

720円～720円

パート労働者 18歳以上 03030- 2111671

(1) 5時00分～ 9時00分
720円～900円 (2) 9時00分～13時00分

(3)17時00分～21時00分

パート労働者 不問 03030- 2112571
美容師

雇用期間の定めなし 716円～1,000円

パート労働者 64歳以下 03030- 2119071
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     （5月12日時点の内容です）

　　５月８日　から　５月１２日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　５月２５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
事業所名
求人番号

コンビニ販売員／６時～

1人

コンビニエンスストア店内での接客やレジ、商品
陳列、補充、整理などの販売業務全般を行ってい
ただきます。店内の簡単な清掃も行っていただき
ます。＊土日祝日の勤務可能な方を希望します。
＊接客、レジ経験があれば尚よろしいです

岩手県宮古市金浜第６地
割４ー３

ローソン　宮古金
浜店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

コンビニ販売員／９時～

1人

コンビニエンスストア店内での接客やレジ、商品
陳列、補充、整理などの販売業務全般を行ってい
ただきます。店内の簡単な清掃も行っていただき
ます。＊土日祝日の勤務可能な方を希望します。
＊接客、レジ経験があれば尚よろしいです

岩手県宮古市金浜第６地
割４ー３

ローソン　宮古金
浜店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

コンビニ販売員／１３時～

1人

コンビニエンスストア店内での接客やレジ、商品
陳列、補充、整理などの販売業務全般を行ってい
ただきます。店内の簡単な清掃も行っていただき
ます。＊土日祝日の勤務可能な方を希望します。
＊接客、レジ経験があれば尚よろしいです

岩手県宮古市金浜第６地
割４ー３

ローソン　宮古金
浜店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員／６時～

1人

コンビニエンスストアでの販売業務全般となりま
す。店内での接客やレジ、商品の陳列補充、店内
外の簡単な清掃等を行っていただきます。接客が
好きな方からのご応募を歓迎します。○長期勤務
できる方希望

岩手県下閉伊郡山田町大
沢６－７－５

ローソン　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

販売員／９時～

1人

コンビニエンスストアでの販売業務全般となりま
す。店内での接客やレジ、商品の陳列補充、店内
外の簡単な清掃等を行っていただきます。接客が
好きな方からのご応募を歓迎します。○長期勤務
できる方希望

岩手県下閉伊郡山田町大
沢６－７－５

ローソン　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

販売員／１３時～

1人

コンビニエンスストアでの販売業務全般となりま
す。店内での接客やレジ、商品の陳列補充、店内
外の簡単な清掃等を行っていただきます。接客が
好きな方からのご応募を歓迎します。○長期勤務
できる方希望

岩手県下閉伊郡山田町大
沢６－７－５

ローソン　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

接客係（丼の店おいかわ
宮古魚菜市場店）

1人

丼物・定食のお店です。注文されたメニューを厨
房に伝え、料理が出来上がるまでにお膳の準備を
します。出来上がった料理を配膳し、食事の済ん
だお客様の会計と下膳をします。この他、盛り付
け等の調理補助、皿洗い、店内外の清掃などを

岩手県宮古市板屋３丁目
２－６

株式会社　ダイニ
ング

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

水産加工員（１）

6人

サンマの箱詰め、それに付随する仕事。魚をさば
く作業はありません。力仕事あり（１５キロくら
いの荷物の持ち運びをしていただきます）立ち仕
事となります。雇用期間：９月～１１月の盛漁期
中（※漁の状況により変動する場合あり）普通自

岩手県宮古市藤原二丁目
５番１１

株式会社　佐々幸

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時間程度

岩手県宮古市

水産加工員（２）

3人

サンマの箱詰め、それに付随する仕事。魚をさば
く作業はありません。仕事は立ちながらの作業と
なります。雇用期間：９月～１１月の盛漁期中
（※漁の状況により変動する場合あり）

岩手県宮古市藤原二丁目
５番１１

株式会社　佐々幸

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時間程度

岩手県宮古市

調理員

1人

高齢者向け賃貸住宅入居する方に提供する食事の
調理業務となります。朝・夕９食程度の調理をし
ていただきます。担当者２～３名での交替制勤務
となります。

岩手県宮古市向町２番３
４号

有限会社　介護施
設　あお空

岩手県宮古市

ガソリンスタンド販売員

1人

当給油所において、お客様への接客対応、ガソリ
ン、軽油、灯油の給油及び窓ふき、洗車、タイヤ
交換、オイル交換その他、付随する業務全般を行
います。お客様に笑顔で対応できる方を希望しま
す。※危険物取扱者（乙４類）資格保持者尚可。

宮古市築地２丁目１－８ ラガマル石油　株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

製造スタッフ（軽作業）

1人

金具の製造補助作業。２０ｃｍ位の薄い金具を治
具を使い、手作業で曲がりの修正作業を行いま
す。主に座っての作業となります。その他、工場
内の清掃など、雑務作業も行っていただきます。

岩手県下閉伊郡岩泉町猿
沢日向前１１４－１

特殊バネ株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

レジ接客業務（１６時～）

2人

店内での販売業務全般を行っていただきます。レ
ジ接客、ＦＦの作成、販売、荷物の検品、商品の
品出し、陳列、店内清掃、発注、季節商品の拡販
など。担当制ではありません。全ての作業をス
タッフ皆で協力し合って行っていただきます。

岩手県宮古市西町三丁目
３－１

ローソン宮古西町
店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

レジ接客業務（２３時～）

2人

店内での販売業務全般を行っていただきます。レ
ジ接客、ＦＦの作成、販売、荷物の検品、商品の
品出し、陳列、店内清掃、発注、季節商品の拡販
など。担当制ではありません。全ての作業をス
タッフ皆で協力し合って行っていただきます。

岩手県宮古市西町三丁目
３－１

ローソン宮古西町
店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

又は23時00分～ 9時00分の
間の8時間

岩手県宮古市

レジ接客業務（６時～）

2人

店内での販売業務全般を行っていただきます。レ
ジ接客、ＦＦの作成、販売、荷物の検品、商品の
品出し、陳列、店内清掃、発注、季節商品の拡販
など。担当制ではありません。全ての作業をス
タッフ皆で協力し合って行っていただきます。

岩手県宮古市西町三丁目
３－１

ローソン宮古西町
店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

レジ接客業務（９時～）

2人

店内での販売業務全般を行っていただきます。レ
ジ接客、ＦＦの作成、販売、荷物の検品、商品の
品出し、陳列、店内清掃、発注、季節商品の拡販
など。担当制ではありません。全ての作業をス
タッフ皆で協力し合って行っていただきます。

岩手県宮古市西町三丁目
３－１

ローソン宮古西町
店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

又は 9時00分～17時00分の
間の6時間程度

岩手県宮古市

美容師

1人

カット、カラー、パーマ、メイクアップ等、美容
業務全般を行っていただきます。その他、電話応
対、店舗清掃、器具・用具の洗浄など付帯業務も
あります。座席数は４席で、予約を優先しており
ます。

岩手県宮古市大通２丁目
２－４

ドゥ・ヒートライ
ズ　クリエイティ
ブ　株式会社

又は 9時00分～18時00分の
間の3時間以上

岩手県宮古市

盛付、調理補助スタッフ

3人

板前さんの元で、盛付や調理を補助的にお手伝い
していただきます。その他、皿洗い等の食器洗浄
も有ります。また、時間帯によっては、ホールで
の接客業務（配膳・レジ・片付け）も有ります。
※調理経験のある方優遇いたします。

岩手県宮古市築地一丁目
１－３８

浄土ヶ浜海舟　株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

◎ 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１８日発行  



普通自動車免許一種
(1) 8時30分～17時30分

1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 2124971
看護師又は准看護師

(1) 9時00分～16時30分
1,270円～1,370円

パート労働者 不問 03010-11495171
交替制あり

780円～780円

パート労働者 不問 03010-11502671
交替制あり

1,105円～1,105円

パート労働者 不問 03010-11503571
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

860円～980円

パート労働者 59歳以下 03010-11531871
普通自動車免許一種 交替制あり

1,060円～1,180円

パート労働者 59歳以下 03010-11533971

1,000円～1,300円

パート労働者 不問 04011- 2239571

(1)12時30分～16時30分
780円～780円

パート労働者 不問 03010-11310371

(1) 7時00分～16時00分
729円～729円 (2)17時00分～22時15分

パート労働者 不問 03010-11317971
交替制あり

760円～760円

パート労働者 不問 03010-11323271

900円～900円

パート労働者 18歳以上 03030- 2058471

716円～716円

パート労働者 不問 03030- 2060971

(1) 7時45分～12時45分
1,000円～1,000円 (2)14時00分～18時30分

パート労働者 不問 03030- 2062071
歯科衛生士

(1) 7時45分～12時45分
1,500円～1,500円 (2)14時00分～18時30分

パート労働者 不問 03030- 2063371
看護師又は准看護師

(1) 8時30分～12時30分
1,100円～1,300円 (2)14時00分～18時00分

パート労働者 不問 03030- 2064671

750円～750円

パート労働者 不問 03030- 2065571
普通自動車免許一種

（通勤用） (1)16時00分～ 0時00分
730円～730円

パート労働者 18歳以上 03030- 2067771

(1) 9時00分～18時00分
800円～800円 (2) 9時00分～17時00分

(3) 9時00分～13時00分

パート労働者 不問 03030- 2068871
普通自動車免許一種

（通勤用）
雇用期間の定めなし 730円～750円

パート労働者 64歳以下 03030- 2071371
普通自動車免許一種

（通勤用） (1) 9時00分～15時00分
730円～750円

パート労働者 64歳以下 03030- 2072671

(1) 9時00分～17時00分
755円～755円 (2) 8時00分～16時00分

パート労働者 不問 03030- 2079171
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測量補助

1人

宮古市鍬ヶ崎地区において、区画整理事業の測量
全般に従事していただきます。測量士の指示に従
い作業を行います。現場、直行直帰となります。
＊測量経験あれば尚可

岩手県宮古市保久田６－
２　コーポ８　２号室

株式会社　日測
宮古事務所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 岩手県宮古市

デイサービス看護スタッフ
（八木沢）「看護」

1人

ニチイケアセンター八木沢のデイサービスにおい
て、看護業務を行っていただきます。・バイタル
チェック・配薬・処方箋の塗布・緊急時の対応・
口腔ケア・その他、上記に付随する業務および指
示された業務

岩手県盛岡市盛岡駅西通
２－９－１　マリオスビ
ル１２Ｆ

株式会社　ニチイ
学館　盛岡支店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

経験あれば尚可 岩手県宮古市

ドラッグストアでの販売
（山田大沢店）

2人

・商品管理（発注、陳列、補充、整理）・レジ業
務・店内外の清掃・ＰＯＰ（値札）貼り等＊当社
は東北５県に店舗を展開する一部上場企業です。
＊販売未経験の方も大歓迎です。＊薬を販売でき
る資格取得のサポートあり。

岩手県紫波郡矢巾町大字
広宮沢第３地割２４２番
１

株式会社　薬王堂

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3時間以上

岩手県下閉伊郡山田町

デイサービス生活相談員
（八木沢）「介護」

1人

ニチイケアセンター八木沢においての業務になり
ます。・生活相談業務（初回の相談、利用説明、
日常相談等）・介護業務（入浴介助、食事介助、
排泄介助）・顧客管理・他事業所との連絡調整・
その他、上記に付随する業務

介護支援専門員、社会
福祉士、社会福祉主事
任用のいずれかと介護

職員初任者研修

岩手県盛岡市盛岡駅西通
２－９－１　マリオスビ
ル１２Ｆ

株式会社　ニチイ
学館　盛岡支店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

普通自動車免許一種
又は 8時00分～18時00分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

宿直パート（宮古典礼会
館）

2人

典礼会館にて「生きる、お葬式。」をコンセプト
に心に寄り添うサービスを。弊社典礼会館にて、
夜間の宿直業務を行って頂きます。ご遺族の方々
の心が少しでも軽くなるように、お迎えの同伴業
務（運転業務）や電話応対等が主なお仕事となり

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

又は19時00分～ 7時00分の
間の11時間程度

岩手県宮古市

業務パート（宮古典礼会
館）

2人

典礼会館にて「生きる、お葬式。」をコンセプト
に心に寄り添うサービスを。弊社典礼会館にて、
葬儀通夜の準備をメインに会場・祭壇の設営、片
づけなどを行って頂きます。当日は、会葬者様の
ご案内などご親族様のサポートを行って下さい。

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

又は 8時30分～17時30分の
間の7時間程度

岩手県宮古市

（宮古店）店長候補

1人

『ファミリーレストランまるまつ』で接客、調理
作業をマスターしていただき、その後、店舗運営
全般の業務をします。※上司の推薦によって店長
への資格試験を受ける事が出来ます。経験にもよ
りますが６ヶ月～１年程度で店長に昇格できま

宮城県富谷市成田９丁目
２－９

株式会社　カルラ

雇用期間の定めなし

又は10時00分～23時00分の
間の6時間程度

岩手県宮古市

洗浄員（宮古市）

1人

請負先事業所にて洗浄業務を行っていただきま
す。下膳、食器洗浄、調理器具洗浄、シンク周辺
の清掃などを行っていただきます。利用者数：６
５名程度＊平成２９年６月３０日までの勤務で
す。

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
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県宮古市

ドラッグストアでの販売
（岩手岩泉店）

4人

・商品管理（発注、陳列、補充、整理）・レジ業
務・店内外の清掃・ＰＯＰ（値札）貼り等＊当社
は東北５県に店舗を展開する一部上場企業です。
＊販売未経験の方も大歓迎です。＊薬を販売でき
る資格取得のサポートあり。

岩手県紫波郡矢巾町大字
広宮沢第３地割２４２番
１

株式会社　薬王堂

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

ドラッグストアでの販売
（宮古宮町店）

3人

・商品管理（発注、陳列、補充、整理）・レジ業
務・店内外の清掃・ＰＯＰ（値札）貼り等＊当社
は東北５県に店舗を展開する一部上場企業です。
＊販売未経験の方も大歓迎です。＊薬を販売でき
る資格取得のサポートあり。

岩手県紫波郡矢巾町大字
広宮沢第３地割２４２番
１

株式会社　薬王堂

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は13時00分～22時15分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

ホール係兼調理補助

1人

旬の地物料理を提供している居酒屋です。ホール
ではお客様の注文、配膳、片付け等、調理補助で
は厨房内で食材を切ったり、盛付、食器洗浄等を
行っていただきます。土日働ける方希望します。

宮古市大通４丁目３－１
８

居酒屋　古都利

雇用期間の定めなし

又は19時00分～ 0時00分の
間の3時間程度

岩手県宮古市

工場製造

1人

社内工場にて和・洋菓子の製造補助を行います。
生地の仕込み、成形、焼成、包装等の工程、生地
をこねる工程と製品包装は機械を使用します。ま
た、配達業務を行う方は他にいますが、場合に
よって市内の配達や配達車に同乗し配達業務を手

岩手県宮古市新町１－２
８

有限会社　藤田屋

雇用期間の定めなし

又は 9時00分～16時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

歯科助手

2人

院内において、歯科診療の補助業務を行っていた
だきます。歯科医師が行う診療や処置のアシスタ
ント、治療器具の準備と後片付け、洗浄、消毒、
院内の清掃作業などをお願いします。＊希望によ
り、午前・午後どちらかのみの勤務

岩手県下閉伊郡山田町長
崎４丁目１４－２

木澤歯科医院

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

歯科衛生士

2人

院内において歯科衛生士業務に従事します。医師
の指示による歯科治療の一部や器具の消毒・材料
や薬剤の準備などの診療補助を行います。その他
口腔内衛生指導や歯石除去、予防処置、院内清掃
もしていただきます。＊希望により、午前・午後

岩手県下閉伊郡山田町長
崎４丁目１４－２

木澤歯科医院

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

看護師「看護」

1人

川原田小児科医院において看護業務全般を行って
いただきます。医師の「指示」に基づき患者さん
の診察介助、処置、検査、患者さんへの補足説明
その他付随する業務を行っていただきます。

岩手県宮古市小山田二丁
目７番７２号

川原田小児科医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員

1人

作業服、ユニフォーム、作業関連用品（靴・ヘル
メット・軍手など）の販売にかかる業務です。レ
ジや商品説明等の接客業務のほか、商品陳列、開
店準備、閉店後の片付け、店内清掃等の付帯業務
もあります。

岩手県宮古市実田１－５
－１６

ワークマン　宮古
店

雇用期間の定めなし

又は 7時00分～20時00分の
間の6時間程度

岩手県宮古市

販売員（ファミリーマー卜
崎山店）１６：００～０

1人

コンビニエンスストア業務全般に従事していただ
きます。レジ業務での接客応対、商品袋詰めや商
品の品出・補充等を行います。また、ファースト
フードの調理、店内外の清掃、ゴミ等の片付け作
業もあります。・フルタイムでの就労相談いたし

岩手県宮古市刈屋１１－
５２－１

有限会社　丸坂商
店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

調理員

2人

調理課に配属され、宿泊者や団体の方への食事、
レストラン、宴会で提供する食事の調理、盛付が
主な仕事になります。調理業務は５～６名で行っ
ております。＊調理業務経験があれば尚可

岩手県宮古市田老字向新
田１４８

株式会社　グリー
ンピア三陸みやこ

又は13時00分～21時00分の
間の6時間程度

岩手県宮古市

受付事務

1人

当眼科医院内において、来院患者の受付や診察室
への誘導、レジを使用しての会計精算、電話応対
などの業務を行っていただきます。診療報酬明細
書（レセプト）作成業務はありません。

岩手県宮古市向町４－４
１

有限会社　宮古メ
ディカルコンタク
ト雇用期間の定めなし

又は 9時00分～18時00分の
間の4時間程度

岩手県宮古市

清掃員

2人

営業課に配属され、施設内の清掃業務をして頂き
ます。チェックアウト後の客室や階段・廊下等の
清掃が主な仕事になります。清掃業務は１日５～
６名で行っております。


岩手県宮古市田老字向新
田１４８

株式会社　グリー
ンピア三陸みやこ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務員

1人

マリンコープドラ店舗内事務所において事務業務
に従事していただきます。電話・来客応対、パソ
コンを使用してのデータ入力、書類整理やファイ
リング、その他付随する業務を行っていただきま
す。◆土・日・祝、勤務できる方希望◆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



普通自動車免許一種
（通勤用）

750円～950円

パート労働者 64歳以下 03030- 2082471

(1)17時15分～ 8時30分
890円～890円 (2) 8時30分～17時15分

パート労働者 18歳以上 03030- 2086971

(1) 8時30分～15時00分
730円～730円

パート労働者 不問 03030- 2087171

(1)17時00分～22時00分
800円～800円

パート労働者 不問 03030- 2099671

(1) 9時00分～16時00分
1,142円～1,142円 (2) 9時00分～15時00分

パート労働者 不問 03030- 2100171

900円～900円

パート労働者 18歳以上 03030- 2101071
普通自動車免許一種

(1)10時00分～16時00分
716円～800円 (2)17時00分～22時00分

パート労働者 不問 03030- 2155771

(1) 9時00分～15時30分
750円～800円

パート労働者 不問 03030- 2156871

(1) 9時00分～17時00分
880円～880円

パート労働者 不問 03030- 2157271

(1) 9時00分～17時00分
880円～880円

パート労働者 不問 03030- 2158971

750円～750円

パート労働者 不問 03030- 2161571

(1)18時00分～20時00分
1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 2162471
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時15分
783円～900円

パート労働者 不問 03030- 2164871

(1)16時00分～21時00分
900円～900円

パート労働者 不問 13130-14514671

800円～800円

パート労働者 不問 23020-34794771

800円～1,000円

パート労働者 64歳以下 03030- 2120471
普通自動車免許一種

（通勤用） (1) 9時00分～16時00分
793円～793円

パート労働者 不問 03030- 2166971

3

調理員（非常勤）

1人

当施設入所者および通所者への食事提供にかかる
調理業務補助となります。１回約１１０食分を５
～６名の調理員で、調理・食器洗浄・清掃などを
行います。＊正社員への登用制度あり

岩手県宮古市崎山第５地
割９４番地

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

調理補助及びホールスタッ
フ

1人

調理補助ではツマ作りや、食材のスライス等の下
処理、盛付け等をお願いします。ホールでは来店
したお客様のお席へのご案内、注文取り、酒類の
提供、配膳・下膳等。５０～６０席をスタッフ３
人で担当します。レジ業務はありません。初めて

岩手県宮古市大通２丁目
２－４

ドゥ・ヒートライ
ズ　クリエイティ
ブ　株式会社雇用期間の定めなし

又は16時00分～ 0時00分の
間の4時間以上

岩手県宮古市

店舗スタッフ（ゲオ宮古長
町店）

3人

接客を中心とする店舗運営業務全般（レンタルＤ
ＶＤ・コミックなどの貸出及び返却、ゲームソフ
ト・ＤＶＤなどの販売及び買取）※不明な点は面
接時にお尋ねください。

愛知県名古屋市中区富士
見町８番８号

株式会社　ゲオ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

又は 8時30分～ 0時30分の
間の4時間以上

岩手県宮古市

軽四セールスドライバー職
（三陸営業所）宮古市（長

2人

＊軽自動車（会社所有）で小口荷物を配達してい
ただくお仕事です。



東京都江東区新砂２－１
－１７

佐川急便株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

普通自動車運転免許取
得１年以上

住民健診受付補助員（日日
雇用職員）

1人

住民健診時の受付補助業務が主になります。その
他に宮古市役所総合窓口課において職員補助（受
付したデータをパソコンで入力）をしていただき
ます。勤務日は６月～１０月の間で指定した日と
なります。【予定勤務日数】６月：１２日、７

岩手県宮古市新川町２－
１

宮古市役所

日雇

パソコン操作（基本入力程
度）のできる方

岩手県宮古市

布団敷き係

2人

主に、宿泊予約部屋（和室）の寝具セット（布団
敷き）に従事して頂きます。１時間に１回、大浴
場脱衣場清掃（１０分程度、女性の方は女子風呂
のみ、男性の方は男風呂のみ）の兼務となりま
す。

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎１
８－２５－３

休暇村　陸中宮古

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（神林）

1人

当社請負先の館内の清掃全般（トイレ掃除、玄関
掃除、フロアーのモップ掛け、ごみの回収など）
に従事していただきます。原則として直行直帰と
なりますので、自力で通勤できる方を希望しま
す。

岩手県宮古市長町１丁目
９－１７

リアス環境管理
株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 9時00分～16時00分の
間の3時間程度

岩手県宮古市

史跡環境整備作業員

1人

崎山貝塚縄文の森公園の園地等の環境整備作業業
務を行っていただきます。（職員の指示により刈
払い等の作業を行います。）

岩手県宮古市茂市２－１
１２－１

宮古市教育委員会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

体験学習作業員

2人

崎山貝塚縄文の森ミュージアムで行っている縄文
体験の作業補助及び市内小中学校への出前授業の
作業補助業務を行っていただきます。（職員の指
示により作業を行います。）

岩手県宮古市茂市２－１
１２－１

宮古市教育委員会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

調理補助及び施設清掃
≪急募≫

1人

デイサービス利用者の昼食・おやつの調理補助と
して、下ごしらえ、盛付け、配膳、食器洗浄など
を行っていただきます。また、施設内の清掃・洗
濯を行っていただきます。＊正社員登用制度あり
＊経験者、調理師免許お持ちの方優遇いたします

岩手県宮古市山口５丁目
８番２号

株式会社　かがや
きライフ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

ホール係兼料理補助

1人

ホールでのお客様のご案内、注文取り、接客、配
膳、会計、簡単な調理（野菜切り、仕込み、盛り
付け）清掃等になります。随時食材の買出しを
行っていただく場合があります。（社用車あり）

岩手県宮古市向町３－５ 楽菜

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理員（補助員）《急募》

1人

館内レストランにおいて、調理業務全般を行いま
す。主に和食が中心となり、山菜料理や鮎を使っ
た料理などが看板メニューです。宴会等ある場合
は、幅広いメニューを作っていただきます。調理
員は他４名おります。

岩手県宮古市茂市８－５
３

株式会社　新里産
業開発公社

雇用期間の定めなし

又は 8時00分～22時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

一時保護児童指導補助員兼
当直専門員

1人

児童相談所において、一時的に保護される児童
（１８歳未満）の夜間等の生活指導および当直業
務、電話、緊急時対応、その他付随する業務を担
当していただきます。※施設、学校、保育所等の
現場での就労経験者が望ましい※就業時間（１）

岩手県宮古市和見町９－
２９

岩手県宮古児童相
談所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

クリーニング工

1人

クリーニングママ号宮古工場において衣類、Ｙ
シャツ等のクリーニング仕上げ作業を行っていた
だきます。主にクリーニング完了製品のプレス包
装、クリーニング商品のプレス作業、検品（商品
確認）その他付随する業務及び指示された業務を

岩手県宮古市長根二丁目
５－５

クリーニングママ
号　宮古工場
（有限会社シメア
ゲ　宮古工場）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理（王将）≪急募≫

2人

中華料理店での調理業務全般を行います。食材の
仕込み、調理、盛り付け、食器洗い、清掃などに
なります。餃子が看板商品ですが、その他に定
食、麺類、ご飯物、揚げ物、サイドメニュー、デ
ザートなどの調理もあります。土日勤務可能な方

岩手県宮古市大通４丁目
４－２０　２Ｆ

株式会社　マルセ
イユ　大阪王将宮
古店雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

総合案内員／地域振興セン
ター

1人

・総合案内業務、来庁者の案内、電話交換業務等
・公文書公開業務補助、情報公開等申請書類の受
理、担当者への引継ぎ等＊雇用期間は年度毎の更
新となります。

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（ワード・エクセ
ル）操作

岩手県宮古市

調理師

1人

旬の地物料理を提供している居酒屋です。厨房内
での調理業務全般に従事していただきます。食材
を切ったり、刺身・焼物等を準備していただきま
す。盛付、食器洗浄・後片付け等もお願いしま
す。土日働ける方希望します。＊調理師免許あれ

宮古市大通４丁目３－１
８

居酒屋　古都利

雇用期間の定めなし

又は17時00分～ 0時00分の
間の4時間程度

岩手県宮古市


