
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- 6756881

(1)10時00分～15時00分
835円～835円

パート労働者 不問 03010- 6757281

845円～945円

パート労働者 不問 03010- 6759081
薬剤師

1,800円～2,200円

パート労働者 不問 03030- 1178081

1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 1181481

(1)14時00分～18時30分
850円～850円

パート労働者 不問 03030- 1182781
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～12時30分
740円～740円

パート労働者 不問 03030- 1185181
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～11時30分
740円～740円

パート労働者 不問 03030- 1186081

750円～800円

パート労働者 不問 03030- 1190781

(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 04010-18651081

(1) 8時30分～17時15分
810円～860円

パート労働者 不問 03010- 6602881
普通自動車免許一種

(1) 6時00分～ 9時00分
740円～740円 (2)15時00分～19時00分

(3)17時00分～19時00分

パート労働者 不問 03030- 1155681

(1)10時00分～15時00分
850円～950円

パート労働者 不問 03030- 1157581

(1)22時00分～ 7時00分
800円～800円

パート労働者 18歳以上 03030- 1158481
普通自動車免許一種

（通勤用） (1)11時00分～16時30分
800円～800円 (2)16時00分～20時00分

パート労働者 不問 03030- 1159781

(1) 8時30分～16時30分
738円～738円

パート労働者 不問 03030- 1162681
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可）

738円～790円

パート労働者 不問 03030- 1167881
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
（ＡＴ限定不可） (1) 7時00分～14時00分

738円～790円 (2) 8時00分～15時00分

パート労働者 不問 03030- 1168281
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     （3月9日時点の内容です）

　　３月５日　から　３月９日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　３月２２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

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）

経験あれば尚可 岩手県宮古市

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）

集団給食経験あれば尚可 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）

薬剤師

1人

当院の外来、及び入院病棟（１４８床）の薬局業
務を担当していただきます。院内処方が主な業務
となり、院内の調剤、調合、その他薬剤管理な
ど、薬局業務全般を行っていただきます。


岩手県宮古市保久田８－
３７

特定医療法人　弘
慈会　宮古第一病
院雇用期間の定めなし

又は 8時30分～17時30分の
間の4時間程度

岩手県宮古市

特別支援教育支援員／（非
常勤職員）

2人

宮古市立小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。主に日常生活の介助、学習の支
援、移動の介助、健康や安全面の確保、学校行事
での介助等を行います。○勤務時間、日数は各小

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

指導員／赤前学童の家他

2人

学童の家において、児童（小学校低学年）の指
導、安全管理等を行います。児童と一緒に運動な
ども行います。児童数は１０名程度です。教員免
許、保育士資格お持ちの方は優遇します。

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
月未満）

又は 7時30分～18時30分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

配達員

1人

お弁当の配達先の仕分け、配達を行っていただき
ます。他にお弁当のラップかけ、配達に使用した
発砲スチロールの消毒、回収したお弁当のゴミの
仕分け作業もあります。その他お弁当の盛付け等
付随する業務があります。配達には社用車を使用

岩手県宮古市保久田３－
１３

味工房　楓

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理員

1人

お弁当の調理、盛付等を行っていただきます。次
の日の準備や清掃等の業務もあります。場合に
よって、配達業務担当者が休みの時などは、配達
をお願いすることもあります。その場合には社用
車を使用していただきます。○調理業務の経験が

岩手県宮古市保久田３－
１３

味工房　楓

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員

1人

末広店において鮮魚販売を行います。接客、商品
パック詰め、陳列、会計業務、店内清掃等を行い
ます。接客が好きな方お待ちしています。


岩手県宮古市佐原３丁目
５－６

高田魚店

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

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

医療事務（岩泉町）

1人

請負先の医療機関にて以下の医事業務全般を行い
ます。【受付窓口と受付周辺のお仕事です】◇カ
ルテの出し入れ、カルテの搬送◇保険証の確認、
登録◇診断書などの書類の受付。医療事務未経験
の方でも大歓迎です！丁寧にご指導いたしますの

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）

岩手県下閉伊郡岩泉町

弁当調理係≪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

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

コンビニ販売員／２２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４－３

ローソン　宮古金
浜店

雇用期間の定めなし

又は22時00分～ 9時00分の
間の8時間

岩手県宮古市

調理兼ホール係（土日祝
日・お盆・正月）

1人

ラーメンの調理、盛付、仕込等（スープ仕込作業
は無）と、レジ業務を含むホール係（注文伺い、
配膳、下膳）、手が空いている時は食器洗浄作業
も行っていただきます。○オーダーエントリーシ
ステムで注文伺いはブックレットへの入力、会計

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎７
－３２－２５

野菜たっぷりタン
メンの店　大久保

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

水産加工員（鮭フレーク部
門）

2人

鮭フレークの製造にかかる加工作業となります。
鮭の捌き、身をほぐす作業、粉砕、ビン詰めの各
作業工程があります。手作業により、全工程を全
員で行います。＊初めての方にも丁寧に指導しま
すので経験がなくても応募出来ます。

岩手県下閉伊郡山田町船
越１１－７－１４

有限会社　長根水
産

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

接客係

2人

やまびこ館における接客業務全般を行います。レ
ストランではホール業務（注文受け、食事等の提
供、片付け）や接客、会計レジ等となり、売店で
は会計レジ、商品袋詰めや引渡し、商品陳列等に
なります。ファストフードコーナーでは、注文受

岩手県宮古市川内８－２ 株式会社　川井産
業振興公社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 8時00分～18時00分の
間の5時間以上

岩手県宮古市

製造係

1人

特産品加工場において、特産品のシソジュース、
黒豆ジュース等のビン詰め作業、ダイコン、ハク
サイ等を使った漬物の加工、袋詰め作業、山菜の
加工、袋詰め等加工全般の作業をしていただきま
す。立仕事が多く、重い物（２０ｋｇ～４０ｋ

岩手県宮古市川内８－２ 株式会社　川井産
業振興公社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

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３０年３月１５日発行  



(1) 9時00分～12時00分
800円～800円 (2)15時00分～18時00分

パート労働者 不問 04030- 1460381

(1) 9時00分～12時00分
800円～800円

パート労働者 不問 04030- 1461681
普通自動車免許一種

(1)10時30分～16時00分
750円～850円

パート労働者 不問 03030- 1121681
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～1,500円

パート労働者 不問 03030- 1127281

(1)10時30分～14時30分
738円～800円 (2)17時00分～21時00分

パート労働者 不問 03030- 1129081

(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- 1132481
普通自動車免許一種

979円～1,144円

パート労働者 不問 03030- 1142881

740円～740円

パート労働者 不問 03030- 1143281
普通自動車免許一種

(1)12時00分～16時00分
755円～775円

パート労働者 不問 03030- 1145081

750円～850円

パート労働者 不問 03030- 1149581
普通自動車免許一種
（自家用車使用） (1) 9時30分～17時30分

1,000円～1,000円

有期派遣パート 不問 13040-30376281
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- 6295681
交替制あり

820円～940円

パート労働者 59歳以下 03010- 6298481

(1) 9時00分～17時00分
820円～940円

パート労働者 59歳以下 03010- 6304281
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- 6329881

(1) 8時45分～16時45分
761円～761円 (2)13時15分～21時15分

パート労働者 不問 03030- 1072181

(1) 8時45分～16時45分
761円～761円 (2)13時15分～21時15分

パート労働者 不問 03030- 1074381

(1) 8時00分～12時00分
761円～870円 (2)17時00分～21時00分

パート労働者 不問 03030- 1075681

761円～761円

パート労働者 不問 03030- 1076981

(1) 8時45分～12時45分
761円～761円 (2)12時45分～16時45分

(3)16時45分～21時00分

パート労働者 不問 03030- 1077581
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メンテナンス担当

1人

メンテナンス担当のお仕事は、売場等の清掃、商
品・陳列棚の整理、賞味期限等のチェック、生体
（魚のみ）のエサやりや水槽のお掃除、植物への
水やり等です。仕事のやり方やコツは、入社時て
いねいに教育致しますので、安心してご応募して

岩手県宮古市磯鶏３丁目
３－２２

ＤＣＭホーマック
株式会社　宮古南
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は 8時45分～21時00分の
間の4時間以上

岩手県宮古市

レジ業務

3人

レジチェッカー。自動ツリ銭機を使用しますの
で、従来のレジ業務より操作は容易になっており
ます。また、採用後は担当者が指導しますので、
２～３日で仕事を覚えていただくことが可能で
す。雇用期間：１２ヶ月毎の更新。長期間働ける

岩手県宮古市磯鶏３丁目
３－２２

ＤＣＭホーマック
株式会社　宮古南
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は 8時45分～21時00分の
間の4時間程度

岩手県宮古市

補充担当

1人

倉庫に入荷した商品を売場の棚に並べていくお仕
事です。慣れないうちはどこに何があるかわから
ないと思いますが、教育環境やツールが充実して
おりますので、安心してご応募して下さい。雇用
期間：１２ヶ月毎の更新。長期間働ける方歓迎

岩手県宮古市磯鶏３丁目
３－２２

ＤＣＭホーマック
株式会社　宮古南
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

サービスカウンター担当

1人

サービスカウンターのお仕事は、お客様の問い合
わせ対応、売場案内、配達受付、注文などの手続
き、カウンター内商品の販売や販売事務処理、合
鍵の作製等を行っていただきます。商品の関する
勉強会やパソコンによる教育環境も整っておりま

岩手県宮古市磯鶏３丁目
３－２２

ＤＣＭホーマック
株式会社　宮古南
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は 8時45分～21時00分の
間の4時間以上

岩手県宮古市

売場担当

1人

売場担当のお仕事は、売場でのお問い合わせ、接
客対応、売場の整理整頓、商品の陳列が主な仕事
です。車や釣り、ＤＩＹや植物に興味のある方、
ペットを飼われている方大歓迎。商品知識を深め
ていただく為の教育環境も充実しておりますの

岩手県宮古市磯鶏３丁目
３－２２

ＤＣＭホーマック
株式会社　宮古南
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は 8時45分～21時00分の
間の4時間以上

岩手県宮古市

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

積算事務パート（合掌堂
宮古店）

1人

仏壇・墓石を販売する合掌堂では、一生に一度の
大切なお買い物のお手伝いをするため、心に寄り
添うサービスを提供しております。具体的な内容
は、入金管理等の事務処理（精算）や電話対応、
接客、専用端末の入力作業、清掃等を行っていた

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

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

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

外資系大手タバコメーカー
コンビニエンスストアラウ

1人

外資系大手タバコメーカーのラウンダーとして、
エリア内ののコンビニエンスストアを巡回し、コ
ミュニケーションを図りながら販促物の設置や商
品メンテナンスをしていただきます。（１日１３
～１５店舗の訪問／１店舗１０分～２０分程度）

東京都港区赤坂３－５－
２　サンヨー赤坂ビル５
階

ソフトブレーン・
フィールド株式会
社雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県宮古市、他

受付・歯科助手

1人

院内において、受付業務・診療補助業務に従事し
ていただきます。来院受付、医療費請求等の医療
事務、診療器具の準備、片付け、歯科診療の補
助、院内清掃、その他付随する業務をお願いしま
す。＊経験者優遇

岩手県宮古市宮町一丁目
１－４６

坂下歯科医院

雇用期間の定めなし

又は 8時30分～18時30分の
間の4時間程度

岩手県宮古市

夕食弁当宅配スタッフ

1人

宮古センターにおける夕食弁当宅配スタッフを募
集いたします。・生協組合員さんのお宅に夕食用
のお弁当をお届けします。（軽ワゴン車使用）・
配達エリアは宮古市内が中心です。約３０件～３
５件程度の配達になります。

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

月未満）

岩手県宮古市

販売員

2人

紳士服、レディース、カジュアル販売接客、レジ
カウンター業務、商品仕入れ商品整理、店内清掃
等を行います。スーツをあまり着たことがなくて
も、安心して働けます。私たちと一緒にお客様の
スーツ選びのお手伝いをしませんか？未経験者の

岩手県宮古市宮町４－１
－１７

株式会社　コナカ
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時間程度

岩手県宮古市

一般事務

1人

まちづくり事業。大川地域におけるまちづくり
（地域づくり）活動に係る一般事務業務を行いま
す。地域活動の企画・運営、自主防災の取組みに
係る支援活動、コミュニティタクシーの運営、そ
の他各種書類の作成、パソコンを使用してのデー

岩手県下閉伊郡岩泉町大
川字下町１１７番地４

おおかわむら地域
振興協議会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作できる方

又は 8時30分～17時30分の
間の6時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

警備員・交通誘導警備員
（アルバイト／宮古）

5人

各種電話工事や建設工事に伴い、道路において歩
行者や一般車両、工事車両が安全に通行できるよ
うに誘導を行います。また、イベント会場や駐車
場、お祭り等において人や車両の誘導を行ってい
ただきます。＊入社後は営業所にて当社担当ス

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

ホールスタッフ（ビジネス
インやまだ内　浜処いっぷ

1人

ビジネスホテル内の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。主に和食を中心と
してメニューを取り扱っています。４０席を２名
で担当します。主な業務は、接客・配膳・レジ業
務・片付け・皿洗い等になります。

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－１３４－１

株式会社　いっぷ
く

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

ホームヘルパー（地域ヘル
パー）「介護」

3人

市内に住む利用者様のご家庭を訪問し、食事・入
浴・排泄の介助や、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。（訪問の際は自家用車を使用して
頂きます。※任意保険加入必須）

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～19時00分の
間の1時間以上

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

清掃〔宮古市平津戸〕

1人

◇現場宿舎にて清掃業務に従事していただきま
す。宿舎内清掃は共用部（トイレ、風呂、食堂、
廊下等）

宮城県多賀城市笠神４丁
目３－３７

有限会社　三山食
品

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

調理補助〔宮古市平津戸〕

2人

◇現場宿舎にて調理補助に従事していただきま
す。２５名程度の食事作りの補助を行います。


宮城県多賀城市笠神４丁
目３－３７

有限会社　三山食
品

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市



(1) 9時20分～15時00分
900円～900円

パート労働者 不問 03030- 1082681
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パート労働者 不問 03030- 1084581

(1) 6時00分～10時00分
1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 1086781

(1)17時00分～21時00分
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パート労働者 不問 03030- 1087881

(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- 1088281
変形（１年単位）
(1) 9時00分～17時00分

750円～800円

パート労働者 不問 03030- 1090681
変形（１年単位）
(1) 9時00分～17時00分

750円～800円

パート労働者 不問 03030- 1093481
介護職員初任者研修
普通自動車免許一種

900円～1,130円

パート労働者 不問 03030- 1094781
普通自動車免許一種

(1) 9時00分～13時00分
738円～738円 (2)13時00分～17時00分

パート労働者 不問 03030- 1099381
普通自動車免許一種

(1) 5時30分～10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- 1103381

(1) 9時00分～17時15分
1,340円～1,340円

パート労働者 不問 03030- 1105981

780円～780円

パート労働者 不問 03030- 1106581
普通自動車免許一種

750円～750円

パート労働者 不問 03030- 1194081
普通自動車免許一種

(1) 9時00分～16時00分
750円～850円

パート労働者 不問 03030- 1195381

830円～830円

パート労働者 不問 03030- 1196681

(1) 9時00分～16時00分
876円～876円

パート労働者 不問 03030- 1197981
普通自動車免許一種

(1) 9時00分～16時00分
876円～876円

パート労働者 不問 03030- 1198581

(1) 8時00分～ 9時30分
800円～900円 (2)14時00分～18時00分

パート労働者 不問 03030- 1203581

3

レジ業務

2人

ケーズデンキ宮古店において、レジ業務に従事し
ていただきます。会計カウンターでの接客、レジ
操作など、商品のお会計業務全般をおこないま
す。携帯電話関連の業務はありません。＊土・
日・祝日、勤務出来る方／長期勤務可能な方＊業

岩手県宮古市宮町４丁目
２－２７

株式会社　デン
コードー　ケーズ
デンキ　宮古店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は 9時20分～20時10分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

事務専門員／環境課（非常
勤職員）

1人

宮古市役所環境課に勤務となります。再生可能エ
ネルギーの普及に関連するフェイスブック、ブロ
グ作成、資料作成、来客対応をしていただきま
す、その他、付随する業務をお願いします。

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）

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作ができること

フェイスブック、ブログの
作成ができること 岩手県宮古市

調理員

1人

宿泊客に提供する調理業務補助及び客室・施設内
に清掃等をしていただきます。朝食・夕食概ね各
１０人分の食事の準備、片付けを３人のシフト対
応となります。場合によっては食材の買い出しを
して頂くこともあります。＊調理経験者尚可

岩手県下閉伊郡山田町大
沢１－１－３４

有限会社　船宿海
太郎

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

販売員

1人

農産物、海産物、林産物、食料品、調味料、種
苗、種実、花、植木等の販売に付帯する業務を
行って頂きます。主にレジ業務となります。月１
～２回程度、社用車（ＡＴ車）での配達・受取を
お願いする場合があります。

岩手県宮古市宮町３丁目
１０番４８号

合同会社　産直い
ちば

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

訪問介護員「介護」

2人

利用者に対する在宅介護業務を行います。（調
理、部屋の掃除、入浴、排泄、通院付添い等）事
務所に出勤してから利用者宅を訪問します。介護
サービスの内容にもよりますが、１日平均３～５
件の訪問となります。活動エリアは山田町内全域

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

又は 7時00分～20時00分の
間の4時間以上

岩手県下閉伊郡山田町

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

プラスチック成形品の検査

5人

電子部品用のプラスチック成形品の検査業務とな
ります。製品によって目視、拡大鏡、顕微鏡それ
ぞれの検査方法で製品検査を行っていただきま
す。安定した品質を供給していただく慎重な作業
となりますが、分かりやすく丁寧に指導いたしま

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

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
月以上）

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
月以上）

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
月以上）

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

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

ペットショップトリミング
サロン雑務

1人

当ペットショップトリミングサロンでお預かりす
るペットのお世話（散歩・食事等）や施設の清
掃、洗濯などをしていただきます。動物が好きで
明るくきれい好きな方をお待ちしています。

岩手県宮古市上鼻二丁目
５－５

株式会社　ＤＯＧ
１ハートフル

雇用期間の定めなし

又は 9時00分～18時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

ペットショップトリミング
サロン受付事務

1人

当ペットショップトリミングサロンでの受付（来
客対応、電話対応、販売）、その他清掃や商品管
理、パソコンを使った文書作成、ＰＯＰ作成など
をしていただきます。動物が好きで明るく気配り
の出来る方をお待ちしています。

岩手県宮古市上鼻二丁目
５－５

株式会社　ＤＯＧ
１ハートフル

雇用期間の定めなし

パソコン操作 岩手県宮古市

清掃作業員（時間雇用職
員）

1人

宮古市崎山貝塚縄文の森公園複合施設に勤務とな
ります。施設内の清掃作業に従事していただきま
す。また、敷地内の整備作業、その他付随する業
務をお願いします。自力で通勤できる方を希望し
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）

又は 8時30分～17時15分の
間の3時間

岩手県宮古市

事務補佐員≪急募≫

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
月以上）

岩手県宮古市

事務補佐員≪急募≫

1人

登記事務の補助、庁用車の運転業務（ＡＴ車）、
測量事務に関する補助、書類整理、その他付随す
る業務全般となります。管轄エリアは普代村、田
野畑村、岩泉町、宮古市、山田町、大槌町、釜石
市となります。週１～３回現場での調査等で日帰

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
月以上）

岩手県宮古市

バス添乗又は保育補助「保
育」

1人

園バス（送迎バス）の添乗業務又はあずかり保育
（延長保育）の担当をしていただきます。あずか
り保育は他に担任職員がいますので、園児の見守
りを主とした補助的な仕事となります。いずれか
選択できますので、お気軽に相談下さい。

岩手県下閉伊郡山田町八
幡町１２－２１

学校法人光明学園
山田幼稚園

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

幼稚園教諭または
保育士


