
(1)10時00分～18時00分
780円～830円

パート労働者 不問 02010- 7215681

(1)12時00分～17時00分
738円～822円 (2) 7時45分～16時15分

(3) 9時00分～17時00分

パート労働者 不問 03030- 1515981

850円～900円

パート労働者 不問 03030- 1519881

1,000円～1,000円

パート労働者 18歳以上 03030- 1520181

(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- 1521081

(1) 8時30分～16時30分
830円～830円

パート労働者 59歳以下 03030- 1524981

(1)23時00分～ 8時00分
738円～738円

パート労働者 18歳以上 03030- 1528881

(1)16時00分～23時00分
750円～750円

パート労働者 18歳以上 03030- 1529281

738円～738円

パート労働者 不問 03030- 1530381

(1) 9時00分～15時00分
750円～800円

パート労働者 不問 03030- 1531681

738円～760円

パート労働者 不問 03030- 1536881

(1) 8時00分～16時00分
755円～755円

パート労働者 不問 03030- 1537281
理容師又は

美容師 (1) 9時00分～14時00分
750円～800円 (2)10時00分～15時00分

パート労働者 不問 03030- 1542481

(1) 8時30分～17時00分
826円～826円

パート労働者 不問 03030- 1543781

(1) 8時30分～17時00分
826円～826円

パート労働者 不問 03030- 1544881
簿記検定（日商３級）

(1) 8時30分～17時00分
826円～826円

パート労働者 不問 03030- 1545281
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～14時30分
750円～800円 (2) 8時30分～15時30分

パート労働者 不問 03030- 1547081

(1)14時30分～19時30分
820円～820円

パート労働者 不問 03030- 1552881

740円～800円

パート労働者 不問 03030- 1555081
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     （4月6日時点の内容です）

　　４月２日　から　４月６日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　４月１９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

縫製工（宮古市）

1人

《請負業務》
・紳士服のお直し（すそ上げ、ウエスト詰等）
・縫製室の清掃

※ミシン掛けや針仕事など細かい作業となりま

青森県青森市大野若宮１
００－６２

有限会社　グリー
ン富士

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

クリンクルー（山田）≪急
募≫

1人

建物清掃全般を行います。風呂掃除、掃き掃除、
拭き掃除、備品の交換、ごみの回収などを行いま
す。就業場所へは、直行直帰または事務所に集合
して移動となりますので、自分で通勤可能な方を
希望します。

岩手県宮古市田の神二丁
目３－１１

株式会社　サンズ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

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

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。


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

岩手県宮古市、他

レジチェッカー・品出し
（８時３０分～）

1人

主に業務用の容量の多い食品などを取り扱ってい
るスーパーになります。商品の陳列、品出し、包
装、レジ操作会計、接客等を行います。初めての
方でも指導しますので、ご応募下さい。

岩手県下閉伊郡山田町大
沢第２地割４８番地４

株式会社　マルイ
チ　業務スーパー
山田店雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

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

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

販売員（小本店）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

岩手県下閉伊郡岩泉町

販売員（石崎店）１６時～

3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。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

客室清掃係

1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。

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

調理員（田老店）

3人

おにぎり、お弁当、ファーストフードの調理をし
ていただきます。盛り付け、パッキング等もあり
ます。時間帯によって、ご飯を炊くなどの作業も
あります。食材の切り方や、レジ打ち業務はあり

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
又は 5時00分～14時00分の
間の3時間程度 岩手県宮古市

水産加工員

1人

イカ、鮭などの水産加工作業を行っていただきま
す。時期的に水揚げとなった魚を取り扱い、下処
理や箱詰め作業等を行います。経験がなくてもで
きる軽作業ですのでご応募ください。

岩手県宮古市藤原一丁目
５－９

有限会社　大井漁
業部　大印冷凍工
場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

農産部門（７時間）≪急募
≫

2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

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ＤＯＲ
Ａ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

美容師・理容師／ヘアーサ
ロン　ベルエポック

1人

美容・美容に関する仕事全般を行っていただきま
す。接客、シャンプー、カット、パーマ、カ
ラー、フェイシャルなどの業務を行います。ま
た、店内清掃や備品の洗浄、洗濯なども行いま
す。

岩手県下閉伊郡山田町大
沢７－２６－６

有限会社　エポッ
クハコイシリミ
テット雇用期間の定めなし

又は 9時00分～19時00分の
間の5時間

岩手県宮古市

コネクタ製品検査・試験

2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・試験業務です。顕
微鏡や測定機を使用して製品の測定・データ取り
等を行います。作業に必要な知識は入社後に習得

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

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。

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

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。


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

給食補助員／１４：３０～
１９：３０≪急募≫

2人

三陸病院内において、入院患者およそ２３０名の
給食業務の補助を行って頂きます。主な仕事は、
夕食の準備から後片付けまでの仕事内容になりま
す。
○夕食の下膳（簡単なリフト操作）

岩手県宮古市板屋一丁目
６－３６

医療法人財団　正
清会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

医療材料の管理及び院内搬
送

1人

病院内（病棟・外来）等で使用される医療材料
（ガーゼ、包帯、点滴セット、注射器など、主に
ディスポ製品）の準備、供給搬送、物品管理など
のお仕事を行っていただきます。

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
１地割１１番地２６　岩
手県立宮古病院地下１階

株式会社　エフエ
スユニマネジメン
ト宮古事業所雇用期間の定めなし

又は 8時30分～17時30分の
間の6時間以上

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４月１２日発行  



800円～860円

パート労働者 不問 03030- 1478981
理学療法士又は

作業療法士
1,500円～1,500円

パート労働者 59歳以下 03030- 1480881
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～16時45分
985円～985円

パート労働者 不問 03030- 1490081

(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- 1492681

738円～738円

パート労働者 不問 03030- 1493981
変形（１年単位）
(1) 9時00分～15時00分

767円～852円

パート労働者 不問 03030- 1494581
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- 1497881
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- 1498281
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- 1499181

(1)17時00分～21時00分
雇用期間の定めなし 750円～750円

パート労働者 不問 03030- 1501881

800円～900円

パート労働者 不問 03030- 1503181
普通自動車免許ＡＴ
介護職員初任者研修

793円～937円

パート労働者 不問 03030- 1505381
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～10時00分
904円～904円 (2)15時30分～17時30分

パート労働者 不問 03030- 1506681

(1)10時00分～15時00分
800円～800円

パート労働者 不問 03030- 1512081
交替制あり

1,000円～1,100円

パート労働者 18歳以上 03010- 8737381
交替制あり

750円～750円

パート労働者 不問 03010- 8738681
交替制あり

1,000円～1,100円

パート労働者 18歳以上 03010- 8739981
普通自動車免許二種
中型自動車免許二種 (1) 8時30分～10時00分
大型自動車免許二種 845円～945円 (2)15時30分～17時00分

いずれか

パート労働者 不問 03010- 8851081
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- 8856481
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり
介護職員初任者研修

1,095円～1,295円

パート労働者 不問 03010- 8878381
介護職員初任者研修 交替制あり
普通自動車免許ＡＴ

1,095円～1,295円

パート労働者 不問 03010- 8881781
2

出荷補助（梱包係）

2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。

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

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。


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

能力開発推進員（非常勤専
門職員）

1人

公共職業委託訓練にかかる業務全般を行います。
関連機関との打合せ、訓練受講者の就職に関して
の指導、パソコンを使用して書類作成等になりま
す。また宮古市、釜石市、遠野市の訓練校への出
張もあります。（自動車運転）

岩手県宮古市松山８地割
２９－３

岩手県立宮古高等
技術専門校

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

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


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

水産加工員

2人

鮮魚（鮭、イカ、サバ、アジ、ワカメ、メカブ、
その他海藻類）の加工をしていただきます。加工
は手捌きや機械加工となります。他に箱詰め、袋
詰め作業も行います。水産加工未経験者でもでき
る仕事ですので、初心者の方も大歓迎です。

岩手県下閉伊郡山田町川
向町１６８

有限会社　山崎水
産

雇用期間の定めなし

又は 8時00分～17時00分の
間の5時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

工員（マシンオペレー
ター、現場事務・検査）

7人

電子部品のプラスチックを加工する現場におい
て、マシンオペレーターとしてプレス機、成形
機、組立機のオペレーションをする仕事と現場事
務・検査として顕微鏡や目視での製品検査とそれ
に付随する事務のお仕事です。業務内容は本人の

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根第２地割３１－１

株式会社　エフ
ビー

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時間以上

岩手県下閉伊郡山田町

基板実装組立係

5人

電子機器などに使用される基板実装組立工程での
部品挿入、ハンダ付け、基盤分割作業、検査機等
による完成品検査をしていただきます。



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

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

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。

岩手県宮古市磯鶏２丁目
５７番２

麺屋　味蔵

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

ホールスタッフ（大戸屋宮
古店）１０時～

2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。


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～15時00分の
間の3時間程度

岩手県宮古市

ホームヘルパー「介護」

2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
を提供いたします。サービス提供時は、施設の車
両（ＡＴ軽自動車）を運転し移動していただきま

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

月以上）
又は 7時00分～18時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

運転手兼介助員

1人

デイサービスにおける利用者の送迎業務及び乗降
介助等に従事していただきます。送迎にはリフト
付き車両を使用しており、介護職員が添乗しま
す。現在１日平均２５名の利用者があり、送迎エ
リアは市内です。

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

月以上）

岩手県宮古市

ホール係　１０時～

2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（端
末機）、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。土日祝日働ける方希望します。

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

ホールスタッフ・カウン
タースタッフ（ユニオン磯

3人

パチンコ店のホール及びカウンターの一般業務。
その他、付随する業務および指示された業務を
行っていただきます。

＊勤務日数、時間応相談

岩手県盛岡市東見前５地
割５７－１－２Ｆ

株式会社　飛鳥商
事

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 8時30分～ 0時00分の
間の5時間以上

岩手県宮古市

ラーメンショップスタッフ
（ユニオン宮古店）

1人

＊ラーメンショップ『おそばの源さん』内での調
理及び
　接客業務。その他付随する業務及び指示された
業務。


岩手県盛岡市東見前５地
割５７－１－２Ｆ

株式会社　飛鳥商
事

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 9時00分～20時30分の
間の6時間程度

岩手県宮古市

ホールスタッフ・カウン
タースタッフ（宮古店）

3人

パチンコ店のホール及びカウンターの一般業務。
その他、付随する業務および指示された業務を
行っていただきます。

＊時間、勤務日数については応相談。

岩手県盛岡市東見前５地
割５７－１－２Ｆ

株式会社　飛鳥商
事

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 8時30分～ 0時00分の
間の5時間以上

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

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）

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

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）

岩手県宮古市

訪問介護員（宮古）「介
護」

2人

在宅での生活を支える為に必要な生活支援
・調理、洗濯、生活必需品の買い物、掃除等
身体介護
・食事介助、入浴介助、排泄介助等
を訪問介護計画書をもとに決められた内容と時間

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）

又は 8時00分～18時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

訪問介護員（宮古西町）
「介護」

3人

＊訪問介護業務
在宅での生活を支えるために必要な生活支援
・調理、洗濯、生活必需品の買い物、掃除等
身体介護
・食事介助、入浴介助、排泄介助等を訪韓介護計

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）

又は 8時00分～18時00分の
間の4時間程度

岩手県宮古市



普通自動車免許ＡＴ 交替制あり
介護職員初任者研修

1,095円～1,295円

パート労働者 不問 03010- 8882881

800円～800円

パート労働者 不問 07021- 1924681
登録販売者（医薬品） 交替制あり

838円～838円

パート労働者 不問 03010- 8476781

(1)17時00分～23時00分
955円～955円

パート労働者 18歳以上 03030- 1327881

840円～850円

パート労働者 18歳以上 03030- 1328281
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
740円～740円 (2)10時00分～19時00分

(3)17時00分～ 1時00分

パート労働者 18歳以上 03030- 1332581
普通自動車免許ＡＴ

738円～738円

パート労働者 不問 03030- 1340581
歯科衛生士

900円～1,000円

パート労働者 59歳以下 03030- 1342781
普通自動車免許ＡＴ

(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- 1343881
幼稚園教諭免許又は

保育士
820円～820円

パート労働者 不問 03030- 1368781
普通自動車免許ＡＴ

看護師又は (1) 8時30分～17時15分
保健師 1,446円～1,446円 (2) 9時30分～17時15分

パート労働者 不問 03030- 1372381
介護職員初任者研修
普通自動車免許ＡＴ

1,100円～1,400円

パート労働者 不問 03030- 1374981
普通自動車免許ＡＴ

看護師又は
准看護師 1,300円～1,450円

パート労働者 不問 03030- 1375581

780円～800円

パート労働者 不問 03030- 1387281
変形（１年単位）
(1) 7時30分～14時00分

760円～760円 (2)11時45分～18時30分

パート労働者 不問 パソコン操作可能な方 03030- 1390981

(1) 6時00分～10時00分
760円～760円 (2)16時00分～21時00分

パート労働者 不問 03030- 1413881
介護職員初任者研修
普通自動車免許一種

1,000円～1,100円

パート労働者 不問 03030- 1418681
普通自動車免許ＡＴ

(1)11時00分～14時00分
1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 1422281
普通自動車免許ＡＴ 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- 1440181

750円～750円

パート労働者 不問 03030- 1442381

(1)13時00分～16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- 1443681
3

訪問介護員（八木沢）「介
護」

2人

在宅での生活を支える為に必要な生活支援
・調理、洗濯、生活必需品の買い物、掃除等
身体介護
・食事介助、入浴介助、排泄介助等
を訪問介護計画書をもとに決められた内容と時間

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）

又は 8時00分～18時00分の
間の5時間程度

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、５０代の女性向けの商

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

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）

岩手県宮古市
ドラッグストアでの販売
（宮古市・山田町）

3人

・医薬品販売に関する業務（接客、商品管理、在
庫管理等）
・商品管理（発注、陳列、補充、整理）
・レジ業務
・店内外の清掃

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 8時00分～22時15分の
間の7時間程度

岩手県宮古市、他

ホールスタッフ・調理補助

1人

・ホールにおける接客業務（お客様のご案内、注
文受け、配　膳、後片付け、レジ等）
・調理補助業務（野菜カット、下ごしらえ、準
備、盛り付け
　食器の洗浄等）

岩手県宮古市大通２丁目
８－３８　ウッドハウス
１階

株式会社　ＳＥＩ
ＫＯＵ　飲食部門
和楽雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ホールスタッフ・調理補助

1人

・ホールにおける接客業務（お客様のご案内、注
文受け、配　膳、後片付け、レジ等）
・調理補助業務（野菜カット、下ごしらえ、準
備、盛り付け
　食器の洗浄等）

岩手県宮古市大通２丁目
８－３８　ウッドハウス
１階

株式会社　ＳＥＩ
ＫＯＵ　飲食部門
和楽雇用期間の定めなし

又は17時00分～23時00分の
間の4時間程度

岩手県宮古市

介護職員（グループホー
ム）

1人

認知症グループホーム利用者（９名）の食事の世
話・簡単な身体介助等の介護サービスや、調理・
施設清掃・洗濯等の日常生活のお世話をして頂き
ます。状況によっては、利用者さんの通院に同行
していただく場合があります（社用車使用）未経

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根２－１１１－３

株式会社　メイト

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

一般事務及び歯科技工業務
補助

1人

当事業所において、一般事務および歯科技工業務
補助、パソコンを使用し納品書・請求書等の書類
作成、その他付随する業務を行って頂きます。作
業に使用した器具の洗浄等もお願いします。


岩手県下閉伊郡山田町北
浜町１０４－４

マリンデンタル株
式会社

雇用期間の定めなし

パソコン基本操作
又は 8時30分～17時00分の
間の3時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

歯科衛生士

1人

歯科衛生士業務及び医師のアシスタント業務を行
います。口腔内の汚れ除去や薬物塗布の歯科予防
処理、虫歯予防の健康指導、および、医師のアシ
スタント業務を行います。また、器具等の準備・
片付なども行っていただきます。

岩手県宮古市南町１５－
９

橋本デンタルオ
フィス

雇用期間の定めなし

又は 9時00分～19時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

介護員（グループホーム職
員）

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

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
保育／未就園児または保育
補助「保育」

3人

未就園児の親子を対象としたサークル活動を担当
していただきます。毎週月～金曜日の９時から１
４時まで開園し、親子が自由に過ごせる環境を提
供します。その他に、通常の保育業務もおこなっ
ていただきます。

岩手県宮古市西町３丁目
３－２６

学校法人　岩手キ
リスト教学園　認
定こども園　宮古
ひかり

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 8時30分～18時30分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

認知症初期集中支援推進員
（非常勤職員）

1人

地域包括支援センター（山田町役場／長寿福祉課
内）に勤務していただきます。認知症高齢者の相
談や医療と介護の連携で訪問支援業務をしていた
だきます。また、パソコンを使用し書類などの作
成業務もあります。

岩手県下閉伊郡山田町八
幡町３－２０

山田町役場

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）ができること

岩手県下閉伊郡山田町

ホームヘルパー「介護」

3人

山田町内の利用者宅への訪問介護業務に従事して
いただきます。身体介護、入浴介助および家事の
支援、通院介助などを行っていただきます。な
お、訪問時には自家用車を使用していただきま
す。

岩手県下閉伊郡山田町山
田第１５地割８２番地２

社会福祉法人　山
田町社会福祉協議
会雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は 7時00分～18時00分の
間の1時間以上

岩手県下閉伊郡山田町

看護師（正・准）／訪問看
護「看護」

2人

訪問看護・訪問入浴に関わる看護師業務をしてい
ただきます。在宅療養する利用者さんのご自宅に
訪問し、バイタルチェック・健康管理・服薬管
理・入浴介助等を行います。訪問の際は社用車
（ＡＴ車）を使用していただきます。

岩手県下閉伊郡山田町山
田第１５地割８２番地２

社会福祉法人　山
田町社会福祉協議
会雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は 8時30分～17時30分の
間の4時間以上

岩手県下閉伊郡山田町

資材業務

1人

小部品受入、出庫、配膳、在庫管理などを行って
いただきます。屋内での作業となります。教育体
制あり、担当社員の指導のもと基本から業務を覚
えていただきますので、安心してご応募くださ
い。

岩手県宮古市大字津軽石
１９－１８

株式会社　宮古マ
ランツ

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時間以上

岩手県宮古市

内務事務

2人

お客様からの荷物に関する問合せ電話対応等が、
主な業務となる内務事務業務です。システム管理
されている荷物の状況確認をしますが、パソコン
基本操作ができれば対応できます。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字村木７－５

日本郵便株式会社
郵便事業総本部
岩泉郵便局雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
岩手県下閉伊郡岩泉町

販売員／宮古南町店

2人

コンビニエンスストア店内での販売業務（レジ、
接客応対、商品袋詰め、品出し、陳列など）を担
当していただきます。
その他店内外の清掃等もお願いします。一緒にお
いしい焼き立てパンを作ってみませんか。日・祝

岩手県宮古市南町１２ー
１７

有限会社　坂兼商
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

訪問ヘルパー　「介護」

2人

利用者のお宅を訪問し、居宅での調理、排泄、入
浴、外出の支援に従事します。訪問エリアは宮古
市内となり、慣れるまで職員が同行します。移動
は自家用車を使用となります。電話での連絡が基
本で緊急な事が無い限り、直行直帰です。訪問ヘ

岩手県宮古市千徳町５－
３７

株式会社ＪＡ　ラ
イフサポート宮古
介護センター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

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。

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

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。

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

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

電子部品組立又は検査作業

5人

電子部品組立作業は指サックを使用し手作業業務
となります。様々な大きさの部品を担当毎に行っ
ていきます。検査作業は、組立した部品を拡大
鏡、実体顕微鏡を使用し、チェックします。どち
らの作業も主にイスに座って行う仕事です。適正

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



看護師又は
准看護師 (1) 9時00分～15時30分

1,400円～1,600円

パート労働者 64歳以下 03030- 1444981

740円～740円

パート労働者 69歳以下 03030- 1445581

738円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 1447781

810円～810円

パート労働者 不問 03030- 1449281
交替制あり
(1) 8時00分～17時00分

750円～800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- 1450381
普通自動車免許ＡＴ
介護支援専門員又は (1) 8時30分～17時30分

社会福祉主事 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- 1454481
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- 1455781

(1)16時00分～21時00分
740円～800円

パート労働者 不問 03030- 1456881

(1) 7時10分～ 8時10分
780円～780円 (2)16時40分～21時40分

(3)16時40分～18時40分
パート労働者 18歳以上 03070- 2128181

780円～780円

パート労働者 不問 06030- 3258381

(1) 6時00分～13時00分
850円～850円

パート労働者 不問 02020- 5824781

(1)10時00分～15時00分
770円～850円 (2)17時00分～22時00分

(3)10時00分～16時00分

パート労働者 不問 03030- 1562181

738円～738円

パート労働者 不問 03030- 1563081

(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- 1564381

(1) 9時30分～13時30分
820円～820円

パート労働者 不問 03030- 1565681

(1) 9時00分～14時00分
793円～905円

パート労働者 不問 03030- 1578281

1,200円～1,200円

有期派遣パート 不問 13090-17655481
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～12時00分
750円～800円 (2)13時30分～17時00分

(3) 5時00分～ 8時00分

パート労働者 不問 03030- 1580681

(1) 7時00分～15時00分
785円～785円 (2) 7時30分～15時30分

(3) 8時00分～16時00分

パート労働者 不問 03030- 1582581

840円～840円

パート労働者 不問 03030- 1587181

(1)10時00分～13時30分
740円～740円

パート労働者 不問 03030- 1591481
4

弁当調理係≪急募≫

1人

注文取り、お弁当調理、レジ操作、掃除等を行い
ます。お弁当の調理は、マニュアルがあります。
車の免許がある方は配達業務を行っていただく場
合もあります。経験のない方には、簡単な作業か
ら覚えていただきます。

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

レストラン調理補助

1人

道の駅山田にあるレストランでの調理補助業務を
担当していただきます。料理の盛り付けや、食器
洗浄作業、調理場の片付け等を行っていただきま
す。洗浄作業には食器洗浄機を使用します。

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－１４１

山田町特産品販売
協同組合

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は11時00分～15時00分の
間の4時間

岩手県下閉伊郡山田町

ベーカリー係／７Ｈ≪急募
≫

3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。

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

野菜栽培スタッフ

1人

トマト、ピーマン、イチゴ、キャベツ、ブロッコ
リー、白菜、ネギ、ほうれん草、小松菜、さつま
芋、カボチャ、アスパラガス、トウモロコシ、米
などの栽培、管理、収穫、出荷調整作業や産直、
スーパーへの出荷業務となります。季節により就

岩手県宮古市花輪第１１
地割１０番地

上山農園

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

看護師「看護」

1人

デイサービスでの看護業務に従事します。当デイ
サービス利用者（およそ３０名）の健康管理とな
ります。主にバイタルチェックや、状態観察、与
薬などの業務を行っていただきます。

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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

水産加工員

2人

殻つきホタテの箱詰め作業、殻むき、貝柱のパッ
ク詰め、加工製品製造（ホタテグラタン等）をし
て頂きます。時期により鮮魚の箱詰め、ウニ、ア
ワビ、イクラの加工もあります。作業現場の温度
管理を重視している為、年間ある程度一定した室

岩手県下閉伊郡山田町川
向町１６８

株式会社　川石水
産

雇用期間の定めなし

又は 7時00分～16時00分の
間の5時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

エステティシャン

1人

脱毛、フェイシャルケア、エステ等の業務を行っ
ていただきます。その他、予約受付や電話対応、
会計、店舗内掃除等も行います。



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時間以上

岩手県宮古市

レジ担当／豊間根店

1人

びはんストア豊間根店において、レジチェッカー
を担当していただきます。レジ操作業務未経験の
方でも、丁寧に指導いたしますので、安心してご
応募ください。雇用期間は１年毎の更新となりま
す。

岩手県下閉伊郡山田町中
央町５－６

びはん　株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は12時00分～21時00分の
間の4時間以上

岩手県下閉伊郡山田町

清掃業務（１）

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。

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）

雇用期間の定めなし

又は 8時00分～ 0時00分の
間の6時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

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。

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

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

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

岩手県宮古市
又は 8時00分～17時00分の
間の3時間以上

夕食スタッフ１６時～／マ
ンスリーインやまだ

1人

ホテル内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。主な業務は、接客、配膳、調
理補助（肉、野菜などのカット等）片付け、皿洗
い等になります。日によりご利用のお客さまの人
数に変動はありますが、おおよそ４０名程度にな

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

警備員（宮古市）

2人

◆当社請負先の警備業務をお願いします。
・校舎内の施錠、開錠、巡回業務
・学校職員出動前、退勤後の電話対応
・その他付随する業務

岩手県北上市幸町２番５
号

北上ビルメン　株
式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

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

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

月以上）
又は 7時30分～15時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

販売員及び調理員【宮古
市】（６：００～１３：０

3人

◇宮古フェリーターミナル売店での販売及び調理
業務を行っ　ていただきます。
・商品の販売及び会計業務。
・商品の発注、仕入れチェック、棚卸し業務。
・簡単な調理（軽食：そば・うどん等）

青森県八戸市大字河原木
字海岸２５　フェリー
ターミナル

シルバーフェリー
サービス株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

ホール係

1人

店内での接客業務を行っていただきます。店内は
カウンター１０席・座敷１６席あり、主にお客様
の案内、注文取り、配膳、レジ、開店前の準備や
閉店後の片づけをしていただきます。シフトによ
り勤務日を決めます。

岩手県宮古市大通４丁目
２番１１号

とんかつ　和

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

惣菜担当

1人

惣菜をメインに作って頂き、出来上がった商品の
パック詰めや陳列等を担当して頂きます。その
他、配送車の荷受けや、繁忙時のレジの補助業務
も行って頂きます。小さな商店のため作業は特定
できませんので、店内全般の業務をお願いしま

岩手県下閉伊郡田野畑村
浜岩泉１１６番地

株式会社　牧原商
店

雇用期間の定めなし

又は 8時30分～12時30分の
間の4時間程度

岩手県下閉伊郡田野畑村

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
４‐１３　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

給食補助員／９：３０～１
３：３０≪急募≫

2人

三陸病院内において、入院患者およそ２３０名の
給食業務の補助を行います。
主な業務は昼食の盛付、配膳（お茶の準備含
む）、下膳、食器洗浄、後片付け等になります。


岩手県宮古市板屋一丁目
６－３６

医療法人財団　正
清会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

調理員

1人

施設利用者に提供する食事の調理業務全般を行っ
ていただきます。管理栄養士３名の献立に基づ
き、１日約３８０食を、調理員８名がローテー
ション勤務によって業務にあたります。


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

月以上）

岩手県宮古市

大手家電量販店での接客・
販売業務／宮古市磯鶏

1人

・大手家電量販店での接客、販売のお仕事です。
・研修あり。
・先輩スタッフ、リーダーがしっかりサポートし
てくれます
・人と接する仕事なので、コミュニケーション能

東京都豊島区東池袋１丁
目３０－６　セイコーサ
ンシャインビル１２　１
０階

株式会社　トップ
スポット　関東第
一営業部雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）
又は10時00分～20時00分の
間の8時間

岩手県宮古市



中学校教諭免許
（家庭科）

2,510円～2,510円

パート労働者 不問 03030- 1592781

(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 13040-44126381

1,000円～1,000円

有期派遣パート 不問 13090-18328881

5

大手家電量販店での商品管
理・品出し業務／宮古市磯

1人

・大手家電量販店での商品管理、品出しのお仕事
です！

・未経験の方も大歓迎です！


東京都豊島区東池袋１丁
目３０－６　セイコーサ
ンシャインビル１２　１
０階

株式会社　トップ
スポット　関東第
一営業部雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）
又は10時00分～20時00分の
間の8時間

岩手県宮古市

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

非常勤講師（中学校・家
庭）

1人

中学校において家庭科の教科指導にあたって頂き
ます。宮古市内の３校程度を担当し訪問します
が、訪問校の時間割に合わせた時間帯での指導と
なります。訪問先には直行直帰となります。

岩手県宮古市五月町１－
２０　宮古合同庁舎内

宮古教育事務所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 8時00分～15時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市


