
820円～820円

パート労働者 不問 02020- 3807181

(1)13時00分～20時00分
820円～820円

パート労働者 不問 02020- 3809381

750円～750円

パート労働者 不問 02020- 3912081
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- 5786581
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- 5789881
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- 5792381

(1) 8時30分～17時00分
826円～876円

パート労働者 不問 03030-  895981

750円～850円

パート労働者 不問 03030-  906181
普通自動車免許一種 交替制あり

（通勤用） (1) 7時30分～11時30分
900円～900円 (2) 8時30分～12時30分

パート労働者 不問 03030-  915081

(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-  924381
歯科衛生士

1,300円～1,500円

パート労働者 不問 03030-  926981

(1) 7時00分～12時00分
750円～900円 (2) 8時00分～13時00分

(3) 9時00分～14時00分

パート労働者 不問 03030-  932681
普通自動車免許一種

（通勤用）
740円～800円

パート労働者 不問 03030-  934581

(1) 9時30分～15時30分
900円～1,000円

パート労働者 不問 03030-  935481
普通自動車免許一種

850円～850円

パート労働者 不問 03030-  936781

738円～738円

パート労働者 不問 03030-  939181

(1)17時00分～22時00分
800円～800円

パート労働者 不問 03030-  942581
普通自動車免許一種

1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030-  828381
1

     （3月2日時点の内容です）

　　２月２７日　から　３月２日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　３月１５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

グローサリー【ファル磯鶏
店】７時～１２時の内４時

1人

グローサリー販売業務全般・グローサリー（お菓
子、ペット飲料、雑貨など）の品だしおよび陳列
・その他付随する業務※土日祝日勤務できる方を
希望します

青森県八戸市大字長苗代
字前田８３－１

株式会社　ユニ
バース

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

又は 7時00分～12時00分の
間の4時間程度

岩手県宮古市

グローサリー【ファル磯鶏
店】１３時～２０時（６時

1人

グローサリー販売業務全般・グローサリー（お菓
子、ペット飲料、雑貨など）の品だしおよび陳列
・その他付随する業務※土日祝日勤務できる方を
希望します

青森県八戸市大字長苗代
字前田８３－１

株式会社　ユニ
バース

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

青果【ファル磯鶏店】短時
間１６時～２０時内４時間

1人

青果販売業務全般およびフラワー業務含む・野
菜、果物などの袋詰め、パック、値付けなどの加
工・商品の品出し及び陳列・その他付随する業務
・水揚げや枝・茎や余分な部分の切断などの加
工・保存他※土日祝日、お盆、年末勤務できる

青森県八戸市大字長苗代
字前田８３－１

株式会社　ユニ
バース

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

又は16時00分～20時00分の
間の4時間程度

岩手県宮古市

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

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

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

ホール係

1人

ラーメン店において、配膳、片付け、食器洗浄
（洗浄機使用）、店舗内清掃等を行います。食券
機で注文と支払になります。カウンター１１席、
テーブル５席となります。エプロン貸与します。

岩手県宮古市茂市９－３
－６

株式会社　角登商
店

雇用期間の定めなし

又は11時00分～17時00分の
間の2時間以上

岩手県宮古市

調理員

2人

４施設利用者の朝食・昼食・夕食約３００食分の
調理や弁当の調理業務をしていただきます。野菜
の下処理、配膳、洗浄作業や清掃業務も行いま
す。調理員４人態勢で行っています。○調理経
験、調理師免許あれば尚可

岩手県下閉伊郡山田町山
田１－１１－３

社会福祉法人　親
和会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 5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

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

歯科衛生士

1人

歯科衛生士業務全般を行います。プラーク・歯
石・口腔内の汚れ除去や歯科予防処理及び虫歯等
予防のための保健指導、医師の指示のもとに行う
診療補助を行います。また治療器具の準備・後片
付け、洗浄、消毒、院内清掃なども行います。立

岩手県宮古市上鼻二丁目
２番１号

デンタルクリニッ
ク駒井

雇用期間の定めなし

又は 8時00分～18時00分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

鮮魚・加工品販売

2人

魚市場内店舗にて鮮魚・加工品の販売、品出し、
レジ、袋詰め等をする仕事です。対面販売なの
で、楽しく働けると思います。長期で働いていた
だける方希望します。

岩手県宮古市保久田６－
２２

有限会社　後藤商
店

雇用期間の定めなし

又は 7時00分～17時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

清掃員

1人

事務所や個人宅の清掃業務全般（台所、浴室、ト
イレ、フローリング等）から業務を覚えていただ
きます。作業内容は依頼主により異なるので、現
場指導を受けて習得していただきます。その後の
就業場所・時間等については相談の上決定しま

岩手県宮古市実田一丁目
６番６号

有限会社　メンテ
ナンス宮古

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5時間程度

岩手県宮古市、下閉伊郡山田町

サービススタッフ（客室
セット）≪急募≫

2人

当浄土ヶ浜パークホテルに宿泊されるお客様の客
室において客室内のゴミの回収、備品等の補充や
セット作業等に従事していだきます。作業手順は
採用後に指導いたしますので、経験の有無は問い
ません。＊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

事務≪急募≫

1人

司法書士の指示に基づく、補助的な事務処理業務
を行います。電話、来客対応、社用車を使用して
の顧客先への書類受取り並びに完了書類お届けを
する事から始めていただき、業務の習熟度に合わ
せて、パソコンによる書類作成を行います。

岩手県宮古市小山田２丁
目３番１号

司法書士　昆裕司
事務所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

パソコン操作（ワード、エ
クセル入力可能な方）

又は 8時30分～17時30分の
間の6時間程度

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

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

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

学校図書館支援員（非常勤
職員）

1人

宮古市立川井小学校及び川井中学校に勤務となり
ます。学校図書館において、図書整理や貸し出
し、読み聞かせなど児童生徒の読書活動推進支援
や、パソコンを使用して、蔵書管理や図書館だよ
りの作成等を行っていただきます。勤務時間、日

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）操作が出来ること

又は 8時00分～17時00分の
間の6時間程度

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８日発行  



歯科衛生士

800円～1,200円

パート労働者 不問 03030-  945881
普通自動車免許一種

（通勤用） (1) 7時00分～13時00分
800円～1,000円 (2) 9時00分～15時00分

(3)15時00分～20時00分

パート労働者 64歳以下 03030-  949381
普通自動車免許一種

（通勤用） (1) 7時00分～13時00分
800円～1,000円 (2) 9時00分～15時00分

(3)15時00分～20時00分

パート労働者 64歳以下 03030-  950581
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 9時00分～15時00分
738円～738円

パート労働者 不問 03030-  951481

(1) 9時00分～12時00分
738円～738円 (2) 9時00分～15時00分

パート労働者 不問 03030-  957381

(1)23時00分～ 8時00分
738円～738円

パート労働者 18歳以上 03030-  960781

(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-  961881

(1) 8時00分～16時00分
738円～738円

パート労働者 不問 03030-  962281

(1) 9時00分～15時00分
738円～738円

パート労働者 不問 03030-  964081

(1) 9時00分～15時00分
738円～738円

パート労働者 不問 03030-  965381
普通自動車免許一種

900円～900円

パート労働者 59歳以下 03080-  879681
普通自動車免許一種

750円～800円

パート労働者 59歳以下 03080-  880481
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

（必須） (1) 6時30分～10時30分
雇用期間の定めなし 750円～850円 (2) 8時00分～12時00分

(3)12時30分～16時30分
パート労働者 59歳以下 (4)15時00分～19時00分 05020- 1043481

(1)13時00分～20時00分
840円～840円

パート労働者 不問 02020- 3407381

850円～950円

パート労働者 不問 03030-  831781

850円～950円

パート労働者 不問 03030-  832881

(1)10時00分～15時00分
850円～950円

パート労働者 不問 03030-  833281

800円～900円

パート労働者 不問 03030-  834181

(1) 9時00分～14時00分
800円～900円

パート労働者 不問 03030-  836381

(1)18時00分～21時00分
800円～800円

パート労働者 不問 03030-  838981
普通自動車免許一種

800円～1,000円

パート労働者 不問 03030-  840881
2

営業補助

1人

弊社は公共工事（道路・ダム・下水道など）か
ら、一般の建築工事（新築・リフォーム）の他
に、水道や外構など、様々な種類の工事を行う会
社です。営業業務の補助を担当していただきま
す。書類の作成、データ入力、書類の提出、電話

岩手県宮古市山口一丁目
２－３１

沢与建設　株式会
社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン操作ができる方
（ワード・エクセル）

又は 8時00分～17時00分の
間の4時間以上

岩手県宮古市

食器洗浄作業≪急募≫

1人

請負先病院内での食器洗浄作業に従事していただ
きます。入院患者の食事の際の食器（１食あたり
約３００人分程度）を食器洗浄機、手洗いで洗浄
します。４人体制で業務を行います。


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

岩手県宮古市

キッチンスタッフ／大戸屋
宮古店　９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）

岩手県宮古市

ホール・キッチンスタッフ
（大戸屋宮古店：社会保険

1人

定食レストラン「大戸屋ごはん処」において、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。
また、厨房内で調理、食器や器具の洗浄、仕込
み、厨房内の清掃も行っていただきます。初期段

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 9時00分～23時00分の
間の7時間程度

岩手県宮古市

キッチンスタッフ（トマト
＆オニオン）１０時～

1人

調理、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となります。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）

岩手県宮古市

ホールスタッフ（トマト＆
オニオン：社会保険加入）

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10時00分～ 0時00分の
間の7時間程度

岩手県宮古市

キッチンスタッフ（トマト
＆オニオン：社会保険加

1人

調理、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となります。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～ 0時00分の
間の7時間程度

岩手県宮古市

食肉【ファル磯鶏店】１３
時～２０時（６時間）

1人

食肉加工販売業務全般・食肉のカット、加工・
パック作業及び値付け・商品の品出し及び陳列・
その他付随する業務

青森県八戸市大字長苗代
字前田８３－１

株式会社　ユニ
バース

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 岩手県宮古市

介護員「介護」

1人

＊グループホームにおける介護業務全般に従事し
ていただきます。・食事、入浴、散歩、活動等の
介助・食事調理、後片付け、施設内清掃・その他
関連する業務

秋田県能代市浅内字中山
９２番地

株式会社　ラ・サ
ルーテ

介護施設での勤務経験があ
れば尚可

岩手県下閉伊郡岩泉町

一般事務（パート）

1人

建設機械のレンタル及び販売に関する以下の業務
を担当していただきます。・来店するお客様対応
（電話、店頭）・社内オンラインシステム等への
データ入力・その他付随する関連業務※経験の無
い方でも応募が可能です。

岩手県大船渡市赤崎町字
亀井田１０３－１

株式会社ワキタ
大船渡営業所

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

岩手県下閉伊郡岩泉町

建設機械洗車スタッフ
（パート）

1人

建設機械の入出庫及び清掃業務を担当していただ
きます。・取り扱う建設機械の倉庫内における入
出庫管理業務・洗車場におけるレンタル商品や建
設機械等の清掃洗浄を行う業務・その他関連する
付随業務※経験の無い方でも応募可。

岩手県大船渡市赤崎町字
亀井田１０３－１

株式会社ワキタ
大船渡営業所

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

岩手県下閉伊郡岩泉町

成形品の外観検査

4人

電子部品に使用されるプラスチック成形品の検査
作業。目視での検査や拡大鏡・実体顕微鏡を使用
しての検査です。細かい作業ですので、視力を必
要とする仕事になります。（メガネ・コンタクト
可）＊未経験者でも指導します。＊検査業務の経

岩手県宮古市板屋３－１
１－１５

株式会社　エム・
アイ・エス東北工
場雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県宮古市

計量、梱包作業

2人

計量・梱包作業および出荷作業・電子部品の出荷
における計量・各種製品の確認、トレー・緩衝
材・ダンボール箱を使用して、決められた仕様に
従って梱包します・主に立ち作業です。※未経験
者でも指導します。※付随した製品検査や、電子

岩手県宮古市板屋３－１
１－１５

株式会社　エム・
アイ・エス東北工
場雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県宮古市

販売員（石崎店）８時～

2人

接客、レジ打ち、商品袋詰め、電話対応、品出
し、商品発注、清掃等、コンビニエンスストア内
の業務全般を行います。商品発注は、適性を見な
がら指導いたします。３～４名で業務対応を行い
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

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

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

電子部品製造に関わる軽作
業

2人

電子部品の組立、電子部品の袋詰めや箱詰め等、
製造に関連した作業を行っていただきます。手先
を使い、立作業となります。本人の能力、適性を
見て組立作業、袋詰め作業等の仕事の内容を決め
ます。＊未経験者でも指導します。＊拡大鏡、実

岩手県宮古市板屋３－１
１－１５

株式会社　エム・
アイ・エス東北工
場雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県宮古市

外注回り

1人

宮古・山田の外注先への製品納入作業及び回収業
務を担当していただきます。運転業務が主にな
り、一日平均して５～６件くらいを訪問します。
担当２名でまわっていただきます。その他、空い
た時間に工場内での洗濯やプレスでゴムを抜く作

岩手県下閉伊郡山田町大
沢４－２０－１４０

ツインスターテク
ノロジー株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

フロントスタッフ

2人

フロント業務、利用客の案内、電話対応、予約管
理（パソコンで管理します）、会計精算、経理業
務（会計専用ソフトに打込み、伝票仕分け整理、
帳票作成・整理）またはホームページ作成（基本
となるテンプレートに写真や文章を打込み）状況

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
パソコン操作
（初級程度）

岩手県宮古市

予約管理事務スタッフ

2人

フロント業務に伴う予約表の作成、電話対応、会
計精算、経理業務（会計専用ソフトに打込み、伝
票仕分け整理、帳票作成・整理）またはホーム
ページ作成（基本となるテンプレートに写真や文
章を打込み）など、パソコンを使った事務を行っ

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
パソコン操作
（初級程度）

岩手県宮古市

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



交替制あり
(1) 6時30分～13時30分

1,000円～1,060円 (2)16時00分～19時00分
(3) 9時00分～13時00分
(4)15時00分～19時00分

パート労働者 不問 (5) 6時30分～10時30分 03030-  822481

(1) 7時00分～15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-  823781
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～16時00分
750円～800円

パート労働者 不問 03030-  826181
普通自動車免許一種

（通勤用） (1)17時00分～19時00分
1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030-  827081
普通自動車免許一種

（通勤用） (1) 6時15分～14時15分
雇用期間の定めなし 800円～800円 (2) 6時15分～12時45分

パート労働者 不問 03030-  971181
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-  975981
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-  976581
普通自動車免許一種

（通勤用）
1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030-  981081

(1) 9時00分～15時30分
普通自動車免許一種 1,500円～2,500円

パート労働者 不問 03030-  984981

(1)18時00分～22時00分
900円～1,000円

パート労働者 不問 03030-  990381

(1) 8時00分～17時00分
900円～1,125円

パート労働者 18歳以上 03030-  999081

(1) 9時00分～14時00分
780円～800円 (2)17時00分～21時00分

パート労働者 不問 03030- 1008681
普通自動車免許一種

（通勤用）
738円～738円

パート労働者 不問 03030- 1010781
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 9時00分～17時00分

740円～800円 (2)14時00分～22時00分

パート労働者 不問 03030- 1038881

(1) 9時00分～15時00分
760円～760円 (2) 9時30分～15時30分

(3)10時00分～16時00分

パート労働者 不問 03030- 1044481
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 不問 03030- 1045781

(1) 8時00分～13時00分
850円～1,200円 (2)13時00分～18時00分

(3)17時00分～20時00分

パート労働者 不問 03030- 1047281

770円～770円

パート労働者 不問 03030- 1048181

770円～800円

パート労働者 不問 03030- 1049081
交替制あり
(1)10時30分～17時30分

770円～770円 (2)14時00分～21時00分

パート労働者 不問 03030- 1053781

(1) 8時00分～16時00分
850円～850円

パート労働者 不問 03030- 1054881
3

ベーカリー係／７Ｈ≪急募
≫

1人

いわて生協ベルフ西町店のベーカリー「ＭＥＧＵ
ＭＩＹＡ」のスタッフを募集します。パンの製造
業務では、パン生地の成形・焼き上げなどを行い
ます。そのほか袋詰めや値段ラベル貼り、または
陳列・清掃等の附帯業務もあります。＊土日のみ

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

勝馬投票券の発売≪急募≫

3人

勝馬投票券の発売業務となります。ガラス越しの
対面販売と自動発券機での発売がありますが、対
面販売では簡単な数字の端末入力があります。自
動発券機はつり銭の補充をしていただきます。業
務の最後に売上の集計を数名で行います。○どち

岩手県宮古市大通り４－
３－１３

岩手県競馬組合
宮古場外勝馬投票
券発売所雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県宮古市

チェッカー部門

1人

お客様がお買上げの商品をＰＯＳレジを使用して
会計業務をしていただきます。その他に商品包
装、商品券販売、宅配便受け付けなどのサービス
カウンター業務もしていただきます。＊初心者、
６０歳以上の方歓迎＊経験者優遇致します。◆

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あり（4ヶ

月以上）
又は 9時00分～22時30分の
間の6時間

岩手県宮古市

デリカ部門

2人

寿司、弁当、揚げ物など惣菜全般の調理、盛付
け、商品陳列、試食のお勧め等となります。寿司
ネタを包丁で切る作業もあります。レベルに応
じ、専用機での商品値札付け作業も担当していた
だきます。＊初心者、６０歳以上の方歓迎＊経験

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あり（4ヶ

月以上）
又は 7時00分～21時00分の
間の6時間

岩手県宮古市

サービススタッフ

2人

ガソリンスタンドに係る業務及び接客業務全般を
行います。主に給油業務、来客対応や電話対応、
店舗清掃、その他付随する業務を行っていただき
ます。業務経験がない方からの応募も可能です。
＊勤務時間に関しては希望があれば変更も可能で

岩手県宮古市港町２番２
２号

カメイ株式会社
宮古支店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

販売・配達

2人

ギフト商品の店頭販売、接客、包装、レジ、在庫
整理（荷物の運搬あり）。注文頂いた商品やカタ
ログの配達、商品の発注。チラシのポスティング
（主に宮古市内）等。主な配達のエリアは宮古市
内～岩泉・山田・新里地区。○日曜・祝日も勤務

岩手県宮古市実田二丁目
２－１４

株式会社　野村商
店　宮古店（シャ
ディギフトセン
ター）

雇用期間の定めなし

又は 9時30分～18時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

事務補助員／お客さま提案
課（１０：００～）

1人

配属先は、お客さま提案課です。書類の整理分
類・コピー・綴り込み、お客様情報ファイルの作
成などが主な業務となります。その他、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

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

配達及び販売

1人

酒類、食料品等の配達業務を行います。主な配達
先は、宮古市内の飲食店となり、配達に使用する
車両はバンタイプ、軽トラック、三輪バイクにな
ります。その他、集金、店頭接客等となります。

岩手県宮古市末広町４－
２

有限会社　山清商
店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 岩手県宮古市

縫製工

2人

ミシンによる縫製、ボタン付けおよび製品の検査
がおもな仕事になります。また、糸やボタン・
ファスナーなどの付属品を補充する仕事もありま
す。重量物を運ぶ仕事はありません。※就業時間
については、相談に応じます。

岩手県宮古市蟇目８－１
２０

有限会社　興亜被
服工業所　宮古工
場雇用期間の定めなし

又は 8時15分～17時15分の
間の5時間

岩手県宮古市

調理補助、接客及び清掃作
業

2人

どさん娘ラーメン店にて調理補助、接客及び清掃
の仕事をしていただきます。盛り付けなど簡単な
調理や食器の洗浄、ホールでの注文取り、配膳、
レジ及び店舗内の清掃作業を行っていただきま
す。また、月曜日は開店前の清掃も行っていただ

岩手県宮古市長町１－８
－２８

どさん娘　バイパ
ス店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

交通誘導警備員

7人

主に宮古・下閉伊地域での道路工事現場や建設工
事現場で歩行者や一般車両、工事車両の安全を確
保するための交通誘導を行います。他にもイベン
ト会場での駐車場、一般来場者等の誘導・案内も
行っていただきます。入社後は担当スタッフによ

岩手県宮古市神田沢町１
番２３号

株式会社　セーフ
ティーガード

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

接客係（居酒屋おいかわ）

1人

居酒屋での接客・ホール業務をお願いします。注
文取り、飲み物作り、料理や飲み物の提供、後片
付け、洗い物、店内外の清掃などを行っていただ
きます。盛り付け等の調理補助業務もあります。
＊調理師・調理・接客経験者を優遇します。

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

理学療法士または作業療法
士

1人

デイサービス利用者１０名～１５名の方の機能訓
練を行います。また利用者の家庭（３件～４件）
を訪問し、状況にあった身体や作業の機能訓練を
行います。主に午前中がデイサービス、午後が訪
問サービスとなります。訪問エリアは宮古市内で

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

理学療法士又は
作業療法士

放牧整備作業員

4人

新たに牧場を拡張するにあたり、動物たちが快適
に過ごせるように伐採後の切った枝を処理した
り、しばかきや春には放牧の種をまく仕事です。
動物たちと触れ合いながら、自然の中で一緒に楽
しく仕事をして頂ける仲間を募集します。しあわ

岩手県宮古市田老字小堀
内１９－１５

しあわせ乳業　株
式会社

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6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

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

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

岩手県下閉伊郡山田町

調理員

2人

有料老人ホーム入居者に提供する食事２１食（ご
はん、汁物）の盛り付け、配ぜん、食器洗浄（椀
物）の業務になります。調理業務は委託業者が担
当するので調理室に入っての仕事はありません。
２人のシフトで対応して頂きます。

岩手県宮古市刈屋１２－
３

特定非営利活動法
人　愛福祉会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護員／デイサービス「介
護」

1人

デイサービス利用者の介護業務全般に従事してい
ただきます。主な業務内容は、利用者１８名の食
事、入浴、排せつ、レクリエーション等の対応と
なります。その他、送迎（社用車使用）も行って
いただきます。＊介護職員初任者研修以上の有資

岩手県宮古市刈屋１２－
３

特定非営利活動法
人　愛福祉会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

給食業務全般≪急募≫

2人

給食の調理、配膳、片づけ等全般に従事していた
だきます。学生数は４５～９０名と変動がありま
す。時間帯により２名で業務を行います。献立は
他の職員が作成し、買い出し業務もありません。
※雇用期間は１～２日程度前後する可能性があり

岩手県宮古市磯鶏２丁目
５－１０

独立行政法人　海
技教育機構　国立
宮古海上技術短期
大学校

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

日配係≪急募≫

1人

日配部門での業務になります。主に牛乳や乳製
品、豆腐などの比較的賞味期限の短い商品を取り
扱います。商品の補充・陳列・ラベル貼り・温度
管理等の仕事になります。その他清掃などの付帯
業務もあります。◆雇用期間：１年毎の更新

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



(1) 7時30分～11時30分
785円～785円

パート労働者 不問 03030- 1055281

(1) 7時00分～15時00分
785円～785円

パート労働者 不問 03030- 1056181

(1) 7時00分～15時00分
785円～785円

パート労働者 不問 03030- 1057081

(1) 8時45分～13時15分
785円～785円 (2)10時00分～14時15分

パート労働者 不問 03030- 1058381

(1) 9時00分～13時00分
785円～785円 (2)13時00分～18時00分

パート労働者 不問 03030- 1059681

775円～775円

パート労働者 不問 03030- 1060481

(1)12時00分～20時00分
785円～785円

パート労働者 不問 03030- 1061781

900円～900円

パート労働者 不問 04011- 1152281
普通自動車免許一種

(1)10時00分～16時00分
1,100円～1,200円

パート労働者 不問 11100- 2325381
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- 1618381

4

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

一般事務（岩手県下閉伊
郡）

1人

◇建設機械等を扱う営業所の事務全般・電話、接
客応対・部品発注、手配・システム入力・営業事
務補助・郵便局・銀行等での手続き・庶務業務な
ど＊増員のための募集になります。

埼玉県草加市弁天５－３
３－２５

日立建機日本　株
式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）


事務職経験者優遇

岩手県下閉伊郡岩泉町

（宮古店）飲食店での接
客・調理

1人

和食レストラン『まるまつ』での接客又は料理を
行います。接客・・お客様のご案内、ご注文や提
供作業を行います。調理・・すし、天ぷら、そば
の調理を行います（未経験の方でも行える内容で
す）清潔なお店で接客をお願いします。未経験で

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5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

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

サービス係（レジ担当）
金・土・日≪急募≫

2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

サービス係（レジ担当）≪
急募≫

2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

惣菜係（７時～１５時）≪
急募≫

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

惣菜係（７時～１５時）≪
急募≫

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

ベーカリー係／４Ｈ　≪急
募≫

1人

いわて生協ベルフ西町店のベーカリー「ＭＥＧＵ
ＭＩＹＡ」のスタッフを募集します。パンの製造
業務では、パン生地の成形・焼き上げなどを行い
ます。そのほか袋詰めや値段ラベル貼り、または
陳列・清掃等の附帯業務もあります。＊土日祝日

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


