
普通自動車免許一種
(1)11時00分～14時00分

1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030-  216681
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時30分～14時30分

750円～800円

パート労働者 不問 03030-  217981
栄養士資格

普通自動車免許一種 (1) 8時30分～15時30分
（通勤用） 800円～800円

パート労働者 不問 03030-  223381

750円～750円

パート労働者 不問 03030-  228781
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
1,077円～1,077円 (2) 8時30分～17時15分

パート労働者 不問 03030-  229881

(1) 9時00分～16時00分
738円～750円

パート労働者 不問 03030-  232381

(1)17時00分～23時00分
800円～1,500円

パート労働者 18歳以上 03030-  235581

(1) 8時30分～17時00分
826円～826円

パート労働者 不問 03030-  238881
簿記３級

(1) 8時30分～17時00分
826円～826円

パート労働者 不問 03030-  240381

(1)16時00分～ 0時00分
850円～850円

パート労働者 18歳以上 03030-  243581
正看護師

普通自動車免許一種
（自家用車使用） 1,500円～1,700円

パート労働者 不問 15010- 1798281

(1)16時30分～ 0時30分
750円～750円

パート労働者 18歳以上 03030-  171581

(1) 9時00分～16時30分
740円～740円

パート労働者 不問 03030-  172481

(1)17時00分～21時00分
750円～750円

パート労働者 不問 03030-  173781
普通自動車免許一種

800円～850円

パート労働者 不問 03030-  177081

(1) 9時30分～15時30分
760円～760円

パート労働者 不問 03030-  180481
普通自動車免許一種

（通勤用） (1) 9時00分～16時00分
755円～775円 (2) 9時00分～13時00分

パート労働者 不問 03030-  181781

(1) 8時00分～16時00分
900円～900円 (2)12時00分～20時00分

パート労働者 不問 03030-  185081
1

内勤スタッフ

1人

店舗に持ち込みされた荷物を受け取り、内容確
認、サイズの計測、伝票記入、料金の精算をしま
す。必要な場合は、荷物の梱包をします。その
他、伝票の整理、電話応対、付随する所内業務を
行います。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字三本松５４－１０

ヤマト運輸株式会
社　岩手岩泉営業
所雇用期間の定めあり（4ヶ月

未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

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

事務補助員／配電課・工事
グループ（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

一般事務

1人

当社において事務業務を行っていただきます。主
に専用システムへの各種入力、書類作成、来客や
電話対応、事務用品の管理などを行います。書類
の提出や買い物など外出用務をお願いする場合が
あります。

岩手県宮古市栄町２番５
号　カリヤビル１Ｆ

株式会社　アス
タート保険企画

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード・エ
クセル）が出来る方

又は 9時00分～18時00分
の間の6時間程度

岩手県宮古市

調理補助・ホール係

1人

味蔵の厨房にてラーメンなどの調理補助、盛り付
け、食器洗いとホールでの注文取り、料理の配膳
下膳などをして頂きます。厨房・ホールの清掃も
あります。＊経験がある方尚可


岩手県宮古市磯鶏２丁目
５７番２

麺屋　味蔵

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員（９：００～）コン
ビニエンスストアー

1人

接客、レジ、袋詰め、商品の陳列と補充、店舗内
外の掃除、ごみの片付け等の業務を行っていただ
きます。商品発注や在庫管理業務は特にありませ
ん。２人体制での勤務となります。※土日祝日に
就業可能な方を希望※接客経験がある方は尚可

岩手県宮古市長町１－６
－２１

有限会社　今泉商
会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員（１６：３０～）コ
ンビニエンスストアー

1人

接客、レジ、袋詰め、商品の陳列と補充、店舗内
外の掃除、ごみの片付け等の業務を行っていただ
きます。商品発注や在庫管理業務は特にありませ
ん。２人体制での勤務となります。※土日祝日に
勤務可能な方を希望※接客経験がある方は尚可

岩手県宮古市長町１－６
－２１

有限会社　今泉商
会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

（請）正看護師（岩手県山
田町）

1人

契約先のグループホームにて、入居者様の健康管
理や介護士さんへの医療面でのアドバイスをしま
す。＊お好きな曜日のお好きな時間１．５～３時
間の仕事です＊業務上、車を使用する機会：有
（マイカー使用）＊週１～２回　１．５～３時間

新潟市中央区米山４丁目
２－１６　キャッスル米
山Ｂ号

株式会社　ナース
パートナー

雇用期間の定めなし

病院勤務３年以上
又は 9時00分～17時00分
の間の2時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

ホール兼調理（つぼ八）

5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。調理では、飲み物
作り、食材の仕込み、調理、盛付け、食器洗い等
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す。

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

岩手県宮古市

経理事務

1人

経理事務を担当していただきます。専用ソフトを
使用し、現金、売掛金、買掛金事務、旅費精算、
電話対応等を行います。簿記資格は全商、日商問
いません。業務に慣れるまでは経験者が指導しま
すので、安心して応募下さい。簿記２級であれば

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

事務職

2人

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）製造に関する事務処理を行っていた
だきます。取引先企業に対する送り状などの各種
伝票処理、専用ソフトへの数字入力、電話対応な
どになります。業務に慣れるまで経験者が指導し

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

ホール・調理補助

1人

ホールにおいて接客業務（お客様のご案内、注文
受け、配膳、後片付け、レジ等を行います）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・調理器具の洗浄等を行い

岩手県宮古市大通１丁目
４ー１３　２Ｆ

大衆わいん酒場
のらくら

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

電子部品の組立、ハンダ作
業

1人

電子部品の組立とハンダ作業を行います。コネク
タの組立や基板・ハーネス品へのハンダ作業また
は検査となります。その他、指示された業務及び
付随する業務を行っていただきます。

岩手県宮古市田の神二丁
目５－２１

宮古　アドバン

雇用期間の定めなし

ハンダ加工経験者 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

ホール係

1人

宿泊・日帰り温泉施設「食事処」において、お客
さま案内、注文配膳、片付け、館内清掃、状況に
より食堂の調理補助をお願いする場合がありま
す。接客が好きな方お待ちしております。


岩手県下閉伊郡山田町川
向町１０－５

天翔水産株式会社
うみねこ温泉　湯
らっくす雇用期間の定めなし

又は17時00分～22時00分
の間の4時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

栄養士≪急募≫

1人

「陸中海岸青少年の家」の食堂において、宿泊者
や利用者の人数によりますが、約１００食前後の
食事の献立作成をしていただきます。また利用者
の朝食、昼食、夕食の材料下準備、盛付、片付
け、清掃を行います。調理は６名で行っていま

岩手県下閉伊郡山田町中
央町６番６

ケイエム企画

雇用期間の定めあり（4ヶ月
未満）

パソコン操作（ワード・エ
クセル）の出来る方 岩手県下閉伊郡山田町

水産加工員

3人

びはん水産加工場において、魚の加工・製造業務
に従事していただきます。山田魚市場で水揚げさ
れた鮮魚を調理し、塩辛・新巻・いくら・塩うに
等の水産加工品の製造を担当していただきます。
＊未経験者歓迎ご相談下さい

岩手県下閉伊郡山田町中
央町５－６

株式会社　びはん
コーポレーション

雇用期間の定めあり（4ヶ月
以上）

又は 8時00分～14時30分
の間の4時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

事業所名
求人番号

放送業務（パート）

1人

放送業務全般。ＦＭラジオ放送でのアナウンス、
ミキサー、取材活動、パソコンを使用しての原
稿・資料・パンフレット等の作成などを行いま
す。取材活動等の外出は、基本的に社有車を使用
します。※コミュニティＦＭに関心があり熱意の

岩手県宮古市栄町３番３
５号　キャトル５階

宮古エフエム放送
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）ができる方 岩手県宮古市

     （1月12日時点の内容です）

　　１月５日　から　１月１２日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　１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

◎ 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。 

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。 

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３０年１月１８日発行  



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-  186381

785円～785円

パート労働者 不問 03030-  190881

(1)16時00分～21時00分
785円～785円

パート労働者 不問 03030-  199781

(1) 8時00分～12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-  200581
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時30分
750円～800円 (2) 6時00分～15時00分

パート労働者 64歳以下 03030-  210781

1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030-  212281

850円～900円

パート労働者 不問 03030-  213181
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時00分
1,000円～1,100円

パート労働者 不問 03030-  131881

1,000円～1,000円

パート労働者 18歳以上 03030-  133181

(1)13時00分～19時30分
740円～800円

パート労働者 不問 03030-  135381

(1)14時30分～19時30分
900円～900円 (2)16時00分～19時30分

パート労働者 不問 03030-  140281

800円～800円

パート労働者 不問 03030-  150181
普通自動車免許一種 交替制あり

(1) 8時30分～17時30分
745円～850円 (2)11時00分～20時00分

(3) 6時30分～15時30分

パート労働者 64歳以下 03030-  155581
普通自動車免許一種

1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030-  156481

1,500円～1,500円

パート労働者 59歳以下 03030-  160381

(1) 8時30分～10時00分
845円～945円 (2)15時30分～17時00分

パート労働者 不問 03010-  439981
介護職員初任者研修 交替制あり

(1) 8時00分～17時00分
945円～945円 (2) 9時00分～18時00分

パート労働者 不問 03010-  479081

740円～740円

パート労働者 不問 06030-  507581

800円～800円

パート労働者 不問 07021-  100581
変形（１年単位）
(1) 9時00分～15時00分

740円～800円

パート労働者 不問 03030-  267681
2

事務員（９時～１５時）

2人

一般的事務処理及び工場運営に係る庶務を行って
いただきます。書類作成、管理、経理補助、電話
応対及び工場運営に係る庶務、資材・生産管理に
係る事務処理などの業務となります。

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

婦人服販売員（ハニーズ宮
古店）

1人

○上記店舗でのカジュアル婦人服の販売。接客、
販売、レジ、在庫補充などの商品管理等。販売ノ
ルマは有りません。※１０代前半から４０代、５
０代の女性向けの商品を扱っています。※店舗の
状況により、長時間勤務（社会保険適用）での契

福島県いわき市鹿島町走熊
字七本松２７－１（株式会
社　ハニーズホールディン
グス　本社内）

株式会社　ハニー
ズ

雇用期間の定めあり（4ヶ月
未満）

又は 9時30分～19時15分
の間の4時間程度

岩手県宮古市

品出し、レジ（宮古店）

1人

○商品の陳列等及びレジ業務担当※雇用期間は、
採用日より直近の”４月１５日”、もしくは　”
１０月１５日”のいずれか。その後においては
【６ヵ月毎の契約更新】の可能性あり。（条件あ
り）この場合の更新日も上記４月、１０月の日付

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

未満）
又は 7時30分～15時00分
の間の5時間程度

岩手県宮古市

デイサービスの介護員（八
木沢）「介護」

1人

デイサービスにおける介護業務全般を行っていた
だきます。・入浴介助・給食、食事介助・レクリ
エーションの企画、実行等・その他、上記に付随
する業務および指示された業務＊土・祝日働ける
方

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（宮古）

1人

通所介護サービスをご利用されるお客様の送迎
（ワンボックス車使用）入社時に介護職員初任者
研修又は旧ホームヘルパー２級以上の資格を保有
していない方は、入社後、社内割引にて取得を奨
励します。《急募》

自動車運転免許二種（普
通・中型・大型のいずれ

か）

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

理学・作業療法士

1人

当施設において入所・通所者の方へのリハビリ
テーション業務に従事していただきます。基本機
能の回復サポートから日常生活に必要な能力を高
めるためのリハビリテーション等を行います。＊
経験者、優遇いたします

理学療法士または
作業療法士

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

又は 8時30分～17時30分
の間の5時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

事務補助

1人

測量等に関する事務補助等に従事していただきま
す。ワード・エクセル等を使った書類作成等の業
務となります。就業時間や週所定労働日数等は面
談において相談して決定いたします。

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）

ワード・エクセル操作
又は 8時30分～17時00分
の間の5時間程度

岩手県宮古市

介護員／えくぼ「介護」

1人

「グループホームえくぼ」において、利用者の食
事介助、入浴介助、排泄介助などや、レクレー
ション活動の企画・運営などの業務に携わってい
ただきます。また、施設車で病院への送迎をして
いただきます。※月１５日位の勤務となります。

岩手県宮古市長根４－１
３－１

株式会社　介護施
設えくぼ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

洗い場兼雑務（つぼ八）≪
急募≫

1人

つぼ八宮古大通り店での洗い場兼雑務業務。調理
器具や食器類の洗浄や店内清掃等も行います。
（食器やグラス等は、軽く手洗いした後、食器洗
浄機で洗います）その他付随する作業を担当しま
す。

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16時00分～ 0時00分
の間の4時間程度

岩手県宮古市

歯科助手

1人

医師のアシスタント業務となります。医師の指示
のもと診療の補助、治療器具の準備、片付け、洗
浄、消毒、院内の清掃などを行います。業務に慣
れてきたら受付業務も担当していただきます○経
験のある方、優遇します。

岩手県宮古市実田一丁目
７－１７

くらた歯科医院

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）操作のできる方 岩手県宮古市

レジチェッカー係

1人

スーパーマーケット玉木屋レジチェッカー係とし
て、接客、レジ打ち、品出し、清掃、その他付随
する業務を行っていただきます。＊スーパーでの
業務経験ある方歓迎いたします


岩手県宮古市板屋１－６
－６

株式会社　玉木屋

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

警備員

5人

工事車両誘導警備、通行止めの案内業務イベント
に伴う雑踏警備業務、駐車場案内に従事していた
だきます。場所やイベントによっては直行直帰と
なる場合もあります。＊６０歳以上の方の応募相
談可能

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）
又は 8時00分～17時00分
の間の8時間

岩手県下閉伊郡岩泉町、宮古市他

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
い作業を行っていただきます。現場、直行直帰と
なります。測量の業務経験がなくても対応可能な
仕事内容です。

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

販売員

2人

メンズからレディースまでの幅広い年代層のトー
タルウェアの販売・接客をして頂きます。雰囲気
に慣れるまでは商品整理や清掃を手伝って頂きま
す。接客については先輩スタッフが指導いたしま
すので、経験がない方も安心して応募ください。

岩手県宮古市宮町４－４
－１１

青山商事株式会社
（洋服の青山　宮
古店）雇用期間の定めあり（4ヶ月

以上）
又は 9時30分～19時30分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

販売員（短期）

2人

メンズからレディースまでの幅広い年代層のトー
タルウェアの販売・接客をして頂きます。雰囲気
に慣れるまでは商品整理や清掃を手伝って頂きま
す。接客については先輩スタッフが指導いたしま
すので、経験がない方も安心して応募ください。

岩手県宮古市宮町４－４
－１１

青山商事株式会社
（洋服の青山　宮
古店）雇用期間の定めあり（4ヶ月

未満）
又は 9時30分～19時30分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

介護員（グループホーム職
員）「介護」

1人

認知症介護全般を行います。主な仕事は食事、入
浴、排泄の介助やレクの支援、通院介助などを行
います。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。

岩手県下閉伊郡山田町大
沢４－３８－５

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

農産部門（７時間）

3人

農産部門での商品づくりとなり、袋詰め、パック
詰め、野菜のカット作業、商品補充などになりま
す。また、お客様へ商品おすすめ活動がありま
す。＊土・日・祝、勤務できる方（状況により早
出あり）＊１年更新

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

惣菜部門（１６時～２１
時）／アルバイト

1人

惣菜部門において惣菜製品の盛付、パック詰め、
値段ラベル貼り、商品陳列や補充などを行いま
す。また、清掃など付随する業務があります。＊
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
未満）

岩手県宮古市

水産担当

1人

水産係での商品づくりを行っていただきます。魚
介類を規格に合わせ計量、パック詰め、刺身の盛
り付け、値段ラベル貼り、商品陳列・補充、品
質・温度管理を行います。また、清掃など付帯す
る業務もあります。初めての方大歓迎です。雇用

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）
又は 8時00分～17時00分
の間の7時間程度

岩手県宮古市

検査係

1人

検査作業全般に従事していただきます。座っての
作業となります。目視によるバネの汚れやキズ、
不良などが無いか検査する仕事です。その他、工
場内の清掃など雑務作業もお願いします。

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



変形（１年単位）
(1) 8時30分～16時30分

740円～1,000円

パート労働者 不問 03030-  268981

(1)10時30分～14時30分
740円～750円 (2)18時00分～22時00分

パート労働者 不問 03030-  269581
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 8時30分～17時15分

774円～774円

パート労働者 不問 03030-  272181
普通自動車免許一種

（必須） (1) 8時30分～10時00分
800円～800円 (2)16時00分～17時00分

パート労働者 不問 03030-  274381

(1) 9時30分～13時00分
740円～740円

パート労働者 59歳以下 03030-  295881

(1) 8時00分～12時00分
740円～740円

パート労働者 59歳以下 03030-  296281

(1)13時30分～18時00分
740円～740円

パート労働者 59歳以下 03030-  297181

(1)10時30分～13時30分
740円～740円

パート労働者 不問 03030-  251581

(1) 8時30分～17時30分
普通自動車免許一種 1,200円～1,200円 (2) 8時00分～17時00分

(3) 9時00分～16時30分

パート労働者 64歳以下 03030-  254881
介護職員初任者研修
普通自動車免許一種

850円～1,000円

パート労働者 64歳以下 03030-  255281
普通自動車免許一種

（通勤用）
800円～860円

パート労働者 不問 03030-  257081

750円～750円

パート労働者 不問 03030-  258381

(1) 0時00分～ 9時00分
900円～900円 (2)18時00分～22時00分

(3) 9時00分～18時00分

パート労働者 不問 13040- 6364581

3

接客・調理／宮古市

5人

牛丼のすき家でのスピーディーな接客、調理、清
掃、金銭管理、搬入（１ケース２０ｋｇ）など店
舗に関わることすべて。接客だけ、調理だけと
いった職種はございません。

東京都港区港南ニ丁目１
８番１号　ＪＲ品川イー
ストビル５階

株式会社　北日本
すき家

雇用期間の定めあり（4ヶ月
未満）

又は 9時00分～ 8時59分
の間の3時間以上

岩手県宮古市

調理兼ホール（王将）

1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。

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

又は10時00分～20時00分
の間の4時間

岩手県宮古市

出荷補助（梱包係）

1人

製品（コネクター端子）をお客様に納品する際
に、委託している運送業者に製品を引き渡すまで
の作業を行っていただきます。出来上がった製品
を外観的にチェックし、製造伝票と照合確認、梱
包作業、出荷を行っていただきます。梱包作業が

岩手県宮古市津軽石１
４ー９７－２

ジュピター工業
株式会社

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7時間

岩手県宮古市

介護職員「介護」《急募》

2人

小規模デイサービス１８人の利用者の介護を行っ
ていただきます。主に食事・入浴介助、レクリ
エーション活動等を行っていただきます。入浴介
助は週に２回程度。介護職員は、全部で５人程度
おります。送迎できる方大歓迎です。

岩手県宮古市田鎖３－８ 株式会社　みやこ
ケアセンターみや
こ雇用期間の定めなし

又は 8時00分～17時00分
の間の3時間以上

岩手県宮古市

生活相談員「介護」

1人

当社が運営する小規模デイサービス（利用者１５
人程度）における相談業務全般に従事していただ
きます。利用者・家族・関係機関との相談業務、
連絡調整全般、送迎対応、その他付随する業務を
行っていただきます。＊経験者は優遇

岩手県宮古市田鎖３－８ 株式会社　みやこ
ケアセンターみや
こ雇用期間の定めなし

又は 8時00分～17時00分
の間の6時間以上

岩手県宮古市

社会福祉主事または介護
支援専門員（必須）

ホール係及び厨房補助

1人

店内での接客業務および厨房の補助業務となりま
す。お客様の注文受け、配膳、片付け、食器等の
洗浄、店内の清掃などを行います。その他レジを
お願いする場合もあります。＊調理経験があれば
尚可

岩手県宮古市西町１丁目
２－２３

麺屋　清兵衛

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

惣菜係（１３：３０～）

1人

惣菜の調理、パック詰め、商品の陳列・補充な
ど、惣菜担当業務全般を行います。調理について
は、揚げ物担当、おかず担当など業務を分担して
行います。午前の時間帯は、惣菜づくりをメイン
として計５名で作業しています。初めは、できあ

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中家３０番地

有限会社　松屋商
店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

惣菜係（８：００～）

1人

惣菜の調理、パック詰め、商品の陳列・補充な
ど、惣菜担当業務全般を行います。調理について
は、揚げ物担当、おかず担当など業務を分担して
行います。午前の時間帯は、惣菜づくりをメイン
として計５名で作業しています。初めは、できあ

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中家３０番地

有限会社　松屋商
店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

レジ（９：３０～）

1人

店内でのレジ・接客業務を行います。主にレジ業
務ですが、合間を見て飲料（缶ジュース・ペット
ボトル・缶ビールなど）の商品陳列・補充、ガラ
ス・棚・陳列ケース等の清掃をしていただきま
す。２人体制で業務ができるよう、３人でロー

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中家３０番地

有限会社　松屋商
店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

送迎車運転手

1人

当社が運営するディサービス施設において、お客
様の送迎車の運転及び車両管理業務に従事してい
ただきます。送迎車は軽自動車やハイエース（Ａ
Ｔ車）を使用していただきます。その他、洗車等
も行っていただきます。※介護関連資格が無い方

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

岩手県宮古市

母子福祉資金等償還協力員
（非常勤嘱託員）

1人

福祉課において以下の業務を行います。母子・寡
婦福祉資金の借受者に対する当該資金の償還計画
策定の指導。償還の督促。償還金の徴収。振興局
の行う貸付資金の償還業務補助。借受者の自宅を
訪問する必要があるため、公用車を使用する。担

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
未満）

岩手県宮古市
パソコン操作（エクセル・
ワード）が出来ること

ホール係兼厨房補助

1人

ホール業務全般として、注文取り、出来上がった
料理の配膳、お客様が退席されたテーブルの後片
付け、清掃などを行っていただきます。また、
ホールの状況を見ながら、盛り付け、皿洗いなど
の厨房補助業務もしていただきます。＊土日祝日

岩手県宮古市宮町４丁目
３－４０

お食事とコーヒー
ロートレック

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務員（８：３０～）

2人

一般的事務処理及び工場運営に係る庶務を行って
いただきます。書類作成、管理、経理補助、電話
応対及び工場運営に係る庶務、資材・生産管理に
係る事務処理などの業務となります。

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


