
普通自動車免許一種
（自家用車使用） (1) 9時00分～17時00分

860円～980円

パート労働者 59歳以下 03010-28754571
交替制あり

820円～940円

パート労働者 59歳以下 03010-28760371
普通自動車免許一種

（通勤用） (1) 8時00分～17時00分
738円～738円 (2)17時00分～ 8時30分

パート労働者 18歳以上 03020- 2647171

(1) 8時00分～11時00分
760円～760円

パート労働者 不問 03030- 4865871

(1) 9時30分～16時00分
793円～793円

パート労働者 不問 03030- 4867971

(1)10時00分～15時00分
850円～950円

パート労働者 不問 03030- 4873271

(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- 4877371
普通自動車免許一種

800円～800円

パート労働者 不問 03030- 4878671

(1)12時00分～17時00分
850円～850円

パート労働者 不問 04010-80034171
美容師免許

普通自動車免許一種 (1) 9時30分～12時00分
1,500円～2,100円

パート労働者 不問 15110- 7933371
普通自動車免許一種 交替制あり

（通勤用）
738円～738円

パート労働者 59歳以下 03010-28548871
普通自動車免許一種 交替制あり

（通勤用）
738円～738円

パート労働者 59歳以下 03010-28549271
普通自動車免許一種 交替制あり

（通勤用）
738円～738円

パート労働者 59歳以下 03010-28551371

(1)10時00分～15時00分
835円～835円

パート労働者 不問 03010-28671071
正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 03010-28674571

845円～945円

パート労働者 不問 03010-28680371

(1) 9時00分～13時00分
810円～850円 (2) 9時00分～18時00分

パート労働者 59歳以下 03010-28502371
普通自動車免許一種 交替制あり

（通勤用） (1) 8時00分～17時00分
800円～1,000円 (2)17時00分～ 0時00分

(3) 0時00分～ 8時00分

パート労働者 18歳以上 03030- 4843071
1

     （12月8日時点の内容です）

　　１２月４日　から　１２月８日　までに受理した求人です。　＜次回発行日は　１２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

時間額 就業時間
所在地

就業場所
事業所名
求人番号

会員管理係（宮古支店）

2人

○会員様のサポート業務。定期訪問、電話対応、
集金等※自家用車での外回りが主な業務となりま
す。（乗りなれない社用車ではないため安心して
業務に集中して頂けます）※具体的には、宮古
市・山田町エリアでのお仕事です！☆未経験者で

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

精算事務パート（宮古典礼
会館）

1人

宮古典礼会館の事務所にて下記の業務を行って頂
きます。・電話応対・入金処理・現金管理・簡単
な清掃・接客・その他、関連する業務＊スタッフ
増員のための募集です。＊未経験者でも安心の研
修充実しております！！

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

パソコンがある程度使える
方

又は 9時00分～18時00分の
間の7時間程度

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

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

クリンクルー（末広町地
内）

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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

生活支援員（非常勤）

1人

当センター内にある通所施設にて、利用者（障が
いをお持ちの方）の日中活動に係る支援（造形活
動、軽運動、創作活動等）をしていただきます。
おおよそ１５名ほどが通所されておりスタッフ３
名で対応します。※勤務時間・勤務日数は相談に

岩手県宮古市緑ヶ丘２番
３号

社会福祉法人若竹会
宮古圏域障害者支援
センター　はあとふ
るセンターみやこ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

ホールスタッフ（トマト＆
オニオン）１０時～

1人

お客様のご案内、注文伺い、料理提供とサービ
ス、後片付け、店舗内外の清掃業務をしていただ
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ん。●正社員登用
制度があり

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

受付事務

1人

さかもと眼科クリニック内において、来院患者様
の受付や診療室への誘導、レジを使用しての会計
精算、電話対応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

さかもと眼科クリ
ニック

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

又は 9時00分～18時00分の
間の4時間程度

岩手県宮古市

事務補助

1人

商品管理課にて主に事務処理等の補助を中心とし
た仕事を行います。その他に注文等の電話対応、
荷造り、伝票データ入力、コピー用紙や書籍など
の運搬、来客応対等があります。データ入力は専
用ソフトを使用しますので、使用時には指導しま

岩手県宮古市新町２番１
４号

株式会社　小成

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン操作（ワード・エ
クセル）

又は 9時00分～17時00分の
間の6時間

岩手県宮古市

（請）給食調理業務［宮古
市］

1人

◎寮内での調理及び清掃業務。少人数（５～１０
名分）朝夕食を調理＊夕食調理の際、翌朝食分を
作っていただきます＊清掃は厨房、食堂のみ

宮城県仙台市宮城野区中
野字神明１４４

スタミナフード
株式会社　東北委
託管理室雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県宮古市

美容師＜岩手県＞

1人

老人介護施設へご高齢者を対象とした美容サービ
ス（ヘアカットや毛染め、パーマなど）の提供を
行います。※施設への連絡、アポイント調整など
は本社で行います。※美容業務に必要な道具を
持っている方を希望します。◆各地区の公共施設

新潟県燕市野中才１３３
９番地２

株式会社　ブルー
ライン２１

雇用期間の定めなし

美容師歴６年以上 岩手県宮古市、他

菌床の管理と菌床しいたけ
栽培（大川工場）

5人

（株）ミナカワ大川工場において、菌床の管理と
菌床しいたけの栽培や収穫作業を担当して頂きま
す。合わせて品質管理等も行っていただきます。
ホダの移動、袋取り、浸水作業、品質管理、運搬
等の業務。＊就業時間について　１日４時間～

岩手県盛岡市向中野２丁
目１９番３８号【求人票
郵送先指定あり】

株式会社　ミナカ
ワ　菌類栽培部

雇用期間の定めなし

又は 8時00分～17時00分の
間の4時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

菌床の管理と菌床しいたけ
栽培（穴沢工場）

5人

（株）ミナカワ穴沢工場において、菌床の管理と
菌床しいたけの栽培や収穫作業を担当して頂きま
す。合わせて品質管理等も行っていただきます。
ホダの移動、袋取り、浸水作業、品質管理、運搬
等の業務。＊就業時間について　１日４時間～

岩手県盛岡市向中野２丁
目１９番３８号【求人票
郵送先指定あり】

株式会社　ミナカ
ワ　菌類栽培部

雇用期間の定めなし

又は 8時00分～17時00分の
間の4時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

菌床ホダ木の製造、培養
（菌床培養センター）

5人

（株）ミナカワ菌床培養センターにおいて、下記
業務を行っていただきます。・ホダの材料（オガ
粉等）の袋詰め・ホダの移動＊就業時間について
１日４時間～７．５時間のシフト制（相談により
決定）

岩手県盛岡市向中野２丁
目１９番３８号【求人票
郵送先指定あり】

株式会社　ミナカ
ワ　菌類栽培部

雇用期間の定めなし

又は 8時00分～17時00分の
間の4時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

デイサービス厨房スタッフ
（八木沢）

1人

ニチイケアセンター八木沢において厨房スタッフ
の業務に従事していただきます。・昼食の準備・
食器洗浄・厨房内の清掃・衛生管理・備品の整
理・整頓・食材の発注業務・月末の棚卸業務・献
立の作成。その他、上記に付随する業務

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
月未満）

岩手県宮古市

通所介護におけるドライ
バー業務（八木沢）

1人

通所介護サービスをご利用するお客様の送迎業務
（ワンボックス車使用）入社時に介護初任者研
修・旧ホームヘルパー２級以上の資格を保有して
いない方は内定後、社内割引制度にて取得を奨励
します。

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
月未満）

又は 8時00分～18時00分の
間の4時間程度

岩手県宮古市

自動車運転免許二種
（普通・中型・大型の

いずれか）

一般事務及び調剤助手（ク
ローバー薬局飯岡店）

1人

調剤薬局（クローバー薬局飯岡店）において、一
般事務及び調剤助手業務に従事して頂きます。・
レセプトコンピューター操作・薬局受付・調剤助
手・電話応対・薬局内清掃・その他、指示された
業務

岩手県岩手郡雫石町南畑
３１地割９２－１６

有限会社　タカ・
コーポレーション

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード・エ
クセル）

岩手県下閉伊郡山田町

清掃業務（短期）

2人

客室清掃の業務全般に従事していただきます。１
～２名体制の勤務となります。その他に、フロン
ト業務（電話応対など）や敷地内の清掃等もして
いただきます。時間や曜日等、ぜひご相談下さ
い。＊掛け持ち（ダブルワーク）可能。＊日勤の

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根１－２１４－２

有限会社　Ｒ（ホ
テルＲ）

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

◎ 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１２月１４日発行  



(1)11時00分～14時30分
750円～900円 (2)18時00分～22時00分

パート労働者 不問 03030- 4850171

(1)10時00分～18時00分
1,200円～1,200円

パート労働者 18歳以上 03030- 4852371

775円～775円

パート労働者 不問 03030- 4853671

(1)12時00分～20時00分
785円～785円

パート労働者 不問 03030- 4854571

(1) 9時20分～15時00分
900円～900円

パート労働者 不問 03030- 4794971

(1) 9時30分～16時00分
850円～850円 (2)10時00分～16時30分

(3) 9時00分～15時30分

パート労働者 不問 03030- 4798671

(1) 9時30分～16時00分
850円～850円

パート労働者 不問 03030- 4799571

(1)10時00分～16時30分
850円～850円

パート労働者 不問 03030- 4801371

738円～738円

パート労働者 不問 03030- 4803571
歯科衛生士

800円～1,200円

パート労働者 不問 03030- 4812471

(1)23時00分～ 8時00分
738円～738円

パート労働者 18歳以上 03030- 4818071

(1) 8時00分～15時00分
738円～738円 (2) 8時00分～14時00分

パート労働者 不問 03030- 4819371
普通自動車免許一種

(1)10時30分～16時00分
750円～800円

パート労働者 不問 03030- 4831871

(1) 9時00分～15時00分
雇用期間の定めなし 760円～760円 (2) 9時00分～16時15分

パート労働者 不問 03030- 4832271
普通自動車免許一種

（通勤用） (1) 6時15分～14時15分
800円～800円 (2) 6時15分～12時45分

パート労働者 不問 03030- 4838571

(1) 8時00分～12時00分
雇用期間の定めなし 740円～740円

パート労働者 不問 03030- 4840271
交替制あり
(1)12時00分～17時00分

760円～760円 (2)17時00分～21時00分
(3)17時30分～22時15分

パート労働者 不問 03010-29022471

(1) 9時00分～15時10分
800円～800円 (2)10時00分～16時00分

(3)11時00分～17時00分

有期派遣パート 不問 03010-29064571

800円～900円

パート労働者 不問 03030- 4879571
看護師又は准看護師

(1) 9時30分～16時00分
1,083円～1,471円

パート労働者 不問 03030- 4880871
介護職員初任者研修
普通自動車免許一種
（自家用車使用） 1,200円～1,700円

パート労働者 不問 03030- 4881271
2

飲食店スタッフ

2人

和・洋・中を中心にした飲食店（座席数１階４４
席、２階６０席）において、ホールや食器洗浄な
どを行っていただきます。お客様のご案内、注
文、配膳、会計、片付け、食器洗浄など状況に応
じた対応をしていただきます。○普通自動車免許

岩手県下閉伊郡山田町川
向町１０－６

三陸味処　三五十

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

駐車場警備（板屋）

2人

当社請負事業所において駐車場警備に従事しま
す。スーパーの駐車場における案内誘導業務で
す。２名体制での勤務となります。◆日曜日のみ
の勤務です◆６０歳以上の方の応募やダブルワー
ク勤務希望の方、応募可能です。ご相談下さい。

岩手県宮古市実田１－２
－３

株式会社　トス
ネット北東北　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

畜産部門《急募》

1人

畜産部門での商品づくりを行います。パック詰
め、値段付け、品出し、陳列等になります。その
他作業場所の清掃業務も行います。土日祝日は状
況により早出もあります。◆土・日・祝、勤務で
きる方◆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）

又は 9時00分～18時00分の
間の4時間程度

岩手県宮古市

レジ担当／サービス部門
（１２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

ハウスキーパー（客室清掃
員）

5人

客室清掃の仕事です。お客様がチェックアウトさ
れた後の客室清掃、ベッドメイク、バス・トイレ
等の水回り清掃、アメニティ類補充などを行いま
す。その他大浴場の清掃もあります。＊未経験の
方も指導いたしますので、ご相談ください。

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

パソコン操作補助・一般事
務／個人課税部門

7人

当税務署の個人課税部門において、確定申告関係
を中心とした事務を担当していただきます。主な
担当業務は、申告書等作成システムのパソコン操
作補助、書類整理等の一般事務となります。【雇
用期間・採用人数内訳】（１）１月２２日（月）

岩手県宮古市小山田一丁
目１－１　宮古合同庁舎

宮古税務署

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） パソコン操作（ワード、エ

クセル等の一般的な入力等
ができる程度） 岩手県宮古市

データ入力・一般事務／管
理運営・徴収部門

10人

当税務署の管理運営・徴収部門において、税金の
申告・納付関係を中心とした事務を担当していた
だきます。主な担当業務は、各種書類整理等の一
般事務、申告書等のデータ入力となります。【雇
用期間・採用人数内訳】１月１５日（月）～３月

岩手県宮古市小山田一丁
目１－１　宮古合同庁舎

宮古税務署

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） パソコン操作（ワード、エ

クセル等の一般的な入力等
ができる程度） 岩手県宮古市

電話交換・一般事務／総務
課

1人

当税務署の総務課において、電話交換及び書類整
理を中心とした事務を担当していただきます。主
な担当業務は、問合わせ内容に応じた各課・部門
への電話の取次ぎ、郵便物等の受付処理及び各
課・部門への回付となります。

岩手県宮古市小山田一丁
目１－１　宮古合同庁舎

宮古税務署

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） パソコン操作（ワード、エ

クセル等の一般的な入力等
ができる程度） 岩手県宮古市

縫製作業員（ミシン工）及
びアイロン工

3人

高級婦人服フルアイテムの縫製・アイロン作業で
す。工業用ミシンを使用して縫製・ボタン付けお
よび検査業務と衣類のパーツの仕上がった部分的
なところのアイロンがけを行っていただきます。
仕事は分業化されており、流れ作業のような形に

岩手県下閉伊郡山田町飯
岡８－７－３

有限会社　サン
ファッション

雇用期間の定めなし

又は 8時00分～17時00分の
間の6時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

歯科衛生士

1人

当院において歯科衛生士業務に従事します。主に
歯科医師の治療の補助、歯周病検査、ブラッシン
グなど口腔衛生指導、その他関連する業務を行っ
ていただきます。―　就業時間：相談に応じます
―　直接の問い合わせはご遠慮願います

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根２－１０５－１

留理歯科医院

雇用期間の定めなし

実務経験３年以上
又は 8時30分～18時00分の
間の4時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

販売員（田老店）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

販売員（田老店）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名で業務を行います。

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

クリンクルー（日立浜町）

1人

請負先施設内において清掃業務に従事していただ
きます。客室掃除、布団上げ、トイレ、客室の風
呂等の清掃をしていただきます。概ね１０名で割
り当てられた範囲の清掃となります。

岩手県宮古市長町１丁目
９－１７

リアス環境管理
株式会社

岩手県宮古市

ホール係及び事務

1人

当法人で運営するカリー亭において従業員（障が
いをお持ちの方）と共に接客、注文受け、配膳、
片付け、レジ、食器洗浄機を使用し洗浄、商品発
送事務その他付随する業務に従事していただきま
す。

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎１
８－１７－１９

特定非営利活動法
人　イーハトーブ
とりもと雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理補助

1人

仕出し弁当の調理補助を担当していただきます。
一日２０ヶ所ほど（宮古市内）１００食位を取り
扱います。２～３人で、材料の仕込み、簡単な調
理、盛り付け、洗い物等をお願いします。

岩手県宮古市大通２丁目
２－１７

割烹　三浦

岩手県宮古市

販売員（６時１５分）≪急
募≫

1人

店内において、接客、レジ、商品袋詰め、商品陳
列、補充、店舗内外の清掃等を行っていただきま
す。販売員は他に３～４名おります。商品発注に
ついては、業務内容に予定しておりません。


岩手県下閉伊郡山田町船
越６－４５－２

ワイショップ　川
村

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

ドラッグストアでの販売
（宮古西町店）

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。＊初心者でも大
歓迎です。丁寧に指導します。＊薬を販売できる

岩手県紫波郡矢巾町大字
広宮沢第３地割４２６番
地

株式会社　薬王堂

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は12時00分～22時15分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

事務補助（宮古市）

1人

派遣先の事業所において以下の作業を行っていた
だきます。・資材の発注業務（品名、数量等をパ
ソコンで発注）・納入した資材の検品業務・出荷
業務（ラベル作成・梱包）・その他付随する業務
および指示された業務

岩手県盛岡市向中野３丁
目１８番２０号２Ｆ　ア
クエリアスビル

株式会社　エムア
ンドエム　盛岡営
業所雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

キッチンスタッフ／大戸屋
宮古店１７時～

1人

店舗の厨房内において、調理、食器や器具の洗
浄、仕込み、厨房内の清掃、その他、付随業務を
行います。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ん。●正社員登
用制度あり

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～21時00分の
間の3時間

岩手県宮古市

看護職／デイサービス
（パート）「看護」

2人

デイサービス利用者のバイタルチェック、簡単な
機能訓練、看護業務、健康相談等の補助。送迎車
の運転業務はありませんが、添乗業務は行って頂
きます。現在１日平均２５名程度の利用者があ
り、看護職員３名、介護職員５名体制で業務に当

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

月未満）
又は 9時00分～16時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

ホームヘルパー（地域ヘル
パー）「介護」

4人

市内に住む利用者様のご家庭を訪問し、食事・入
浴・排せつの介助や炊事・掃除・洗濯といった日
常生活の手助け等、家事及び身体介護のサービス
を提供します。（自家用車を使用して頂きます※
任意保険加入必須）・勤務時間は１日１時間～５

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

月未満）
又は 7時00分～18時00分の
間の1時間以上

岩手県宮古市



(1)10時00分～17時00分
750円～750円

パート労働者 不問 03030- 4884071

(1)10時00分～15時00分
800円～800円

パート労働者 不問 03030- 4901471

(1)17時00分～22時00分
800円～800円

パート労働者 不問 03030- 4902771

(1) 8時30分～17時00分
826円～876円

パート労働者 不問 03030- 4913971

(1) 9時00分～16時00分
870円～870円

パート労働者 不問 03030- 4837671

(1) 6時00分～10時00分
1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 4921971

(1)17時00分～21時00分
850円～950円

パート労働者 不問 03030- 4922171

(1) 9時00分～15時00分
750円～800円

パート労働者 不問 03030- 4923071

(1) 9時00分～18時00分
850円～850円 (2)11時00分～20時00分

パート労働者 不問 03030- 4924371

800円～850円

パート労働者 不問 03030- 4925671

(1)23時00分～ 0時00分
1,000円～1,000円

パート労働者 18歳以上 04010-80905371

(1)14時15分～18時15分
880円～880円

パート労働者 不問 03030- 4917671

3

児童指導員

1人

学童における子育て支援業務を行っていただきま
す。（児童定員２０名）長期休み（冬休みや春休
み）の時には、１日勤務（８時間）となります。
藤原小学校内の教室にて２名体制で実施しており
ます。

岩手県宮古市小山田２丁
目９番２０号

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

月未満）

岩手県宮古市

教諭免許又は児童福祉
施設での実務経験（２
年以上）又は保育士

ホールスタッフ

1人

キャトル内レストラン「ふーどおあしす満彩」に
おいて、配膳、テーブルの片付け、ホール内の清
掃、その他付随する業務を行っていただきます。
食券販売機にて会計をするためレジ業務はありま
せん。※業務経験のある方歓迎致します。

岩手県宮古市栄町３－３
５

有限会社　ミナッ
ク（宮ビル）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ホール係　１０時～

1人

蛇の目本店（寿司店）にてホール係を募集しま
す。ご来店のお客様を席へ案内し注文を取り、料
理や飲み物を運びます。その他、レジ・電話応対
と後片付けや清掃等の作業があります。＊経験者
優遇・接客が好きな方歓迎します。☆★まかない

岩手県宮古市栄町２－８ 有限会社　蛇の目
本店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ホール係　１７時～

1人

蛇の目本店（寿司店）にてホール係を募集しま
す。ご来店のお客様を席へ案内し注文を取り、料
理や飲み物を運びます。その他、レジ・電話応対
と後片付けや清掃等の作業があります。＊経験者
優遇・接客が好きな方歓迎します。☆★夕食付で

岩手県宮古市栄町２－８ 有限会社　蛇の目
本店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

コネクタ製品検査及びオペ
レータ

4人

携帯電話やスマートフォンなどのモバイル機器、
パソコン・自動車用電子機器などに幅広く使用さ
れているコネクタ製品の検査（顕微鏡や測定機を
使用します）業務。また、業務に慣れてきたら、
コネクターを製造する機械の操作業務も行ってい

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　宮古工
場雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県宮古市

事務補佐員

1人

１．各種書類の整理、編綴及び点検作業。２．電
話対応補助。３．発送郵便物の点検、封入、封か
ん作業。４．パソコン（エクセル、ワード又は一
太郎）でのデータ入力作業。５．パソコン、コ
ピー機を使用した資料作成作業。６．帳簿の整

岩手県宮古市小山田一丁
目１－１

盛岡地方法務局
宮古支局

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

レストラン係／６：００～

1人

レストランにおいて、ご利用のお客様のバイキン
グ朝食の配膳、片付け。宴会がある際は、宴会会
場準備、接客及び片付け等を行います。会場準備
や配膳等、力仕事も伴います。未経験の方でも担
当が指導しますので、ご応募お待ちしておりま

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
月未満）

岩手県宮古市

レストラン係／１７：００
～

1人

レストランにおいて、ご利用のお客様のバイキン
グ夕食の配膳、片付け、宴会がある際は、宴会会
場準備、接客及び片付け等を行います。会場準備
や配膳等、力仕事も伴います。未経験の方でも担
当が指導しますので、ご応募お待ちしておりま

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
月未満）

岩手県宮古市

客室清掃係

2人

客室清掃及び客室のセット業務となります。お客
様がチェックアウトされた後の客室、トイレ等清
掃、アメニティ類補充、部屋数６７部屋を１０名
で分担します。ユニフォーム貸与となります。＊
経験者優遇

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎１
８－２５－３

休暇村　陸中宮古

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

予約係

1人

電話による予約受付業務およびインターネット予
約による整理、その他、付随する業務をおこなっ
ていただきます。未経験の方も丁寧に指導します
ので、ご応募お待ちしております。


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
月未満）

岩手県宮古市

販売員

2人

店内でのレジ打ち、接客、品出し、清掃等販売に
係る業務。医薬品、化粧品、雑貨等を取り扱って
います。店舗内で商品に関する勉強会などを実施
しており、また部門ごとに担当者もいますので、
経験、知識がなくても心配ありません。＊土日祝

岩手県宮古市保久田８－
５

株式会社　ツルハ
ドラッグ　宮古中
央店雇用期間の定めなし

又は16時00分～22時00分の
間の4時間程度

岩手県宮古市

（請）清掃スタッフ［宮古
市］

3人

アミューズメント施設の閉店後清掃。掃き、拭
き、モップ掛け、ゴミ回収、トイレ掃除。

宮城県仙台市若林区大和
町５丁目２３－１７

株式会社　ブリー
ズ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市


