
(1) 7時00分～10時00分
770円～770円

パート労働者 不問 03030- 2955681

770円～770円

パート労働者 不問 03030- 2956981

770円～770円

パート労働者 不問 03030- 2957581

(1) 7時00分～12時00分
850円～850円 (2)15時00分～19時00分

パート労働者 不問 03030- 2963981

870円～1,350円

パート労働者 不問 03030- 2969181
普通自動車免許ＡＴ

(1)21時00分～ 4時00分
833円～833円 (2)21時00分～ 2時00分

パート労働者 18歳以上 03030- 2974781

(1) 9時00分～15時00分
762円～762円

パート労働者 不問 03030- 2976281

800円～800円

パート労働者 不問 23020-59811381

(1)17時00分～19時00分
800円～1,000円

パート労働者 不問 03010-18938081
交替制あり
(1) 5時30分～14時30分

800円～1,000円 (2)10時30分～19時30分

パート労働者 不問 03010-18947381
交替制あり
(1) 5時00分～14時00分

800円～1,000円 (2) 9時00分～18時00分
(3)10時00分～19時00分

パート労働者 不問 03010-18949981
調理師 交替制あり

(1) 5時00分～14時00分
800円～1,000円 (2)10時00分～19時00分

パート労働者 不問 03010-19023781

(1)17時30分～19時30分
800円～1,000円

パート労働者 不問 03010-19027081
栄養士 交替制あり

(1) 5時50分～14時50分
800円～1,000円 (2)10時00分～19時00分

パート労働者 不問 03010-19029681
調理師 交替制あり

(1) 5時50分～14時50分
800円～1,000円 (2)10時00分～19時00分

パート労働者 不問 03010-19031781
調理師

(1)14時00分～20時00分
800円～1,000円

パート労働者 不問 03010-19036381

(1)14時00分～20時00分
800円～1,000円

パート労働者 不問 03010-19039581

(1)18時00分～20時00分
800円～1,000円

パート労働者 不問 03010-19040881

1

洗浄員（岩泉町）

1人

請負先事業所において、洗浄業務を行っていただ
きます。
下膳、食器洗浄（一部食器洗浄機使用）
調理器具洗浄、シンク周辺の清掃など


岩手県盛岡市大通３丁目
３番１０号　七十七日生
盛岡ビル　９階

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

調理員（岩泉町）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと
　入院患者様への食事提供業務
　調理、盛付、食器洗浄　など
　厨房内での業務全般


岩手県盛岡市大通３丁目
３番１０号　七十七日生
盛岡ビル　９階

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

調理師（岩泉町）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと
　入院患者様への食事提供業務
　調理、盛付、食器洗浄　など
　厨房内での業務全般


岩手県盛岡市大通３丁目
３番１０号　七十七日生
盛岡ビル　９階

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

調理師（山田町）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと
　利用者様への食事提供業務
調理、盛付、食器洗浄など
　
＊利用者数：１２０名程度

岩手県盛岡市大通３丁目
３番１０号　七十七日生
盛岡ビル　９階

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

栄養士（山田町）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと
利用者様への食事提供業務
帳票、献立作成、栄養管理業務全般
調理、盛付、食器洗浄など
　

岩手県盛岡市大通３丁目
３番１０号　七十七日生
盛岡ビル　９階

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

洗浄員（宮古市）

1人

請負先事業所において、洗浄業務を行っていただ
きます。
下膳、食器洗浄（一部食器洗浄機使用）
調理器具洗浄、シンク周辺の清掃など


岩手県盛岡市大通３丁目
３番１０号　七十七日生
盛岡ビル　９階

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

調理師（宮古市）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと
　入所者様への食事提供業務
　調理、盛付、食器洗浄など
　厨房内業務全般
　

岩手県盛岡市大通３丁目
３番１０号　七十七日生
盛岡ビル　９階

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

調理員（宮古市）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと　　
　入所者様への食事提供業務
　調理、盛付、食器洗浄など
　厨房内業務全般
　

岩手県盛岡市大通３丁目
３番１０号　七十七日生
盛岡ビル　９階

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

調理員（宮古市）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと
　入院患者様への食事提供業務

　調理、盛付、食事洗浄など
　厨房内業務全般

岩手県盛岡市大通３丁目
３番１０号　七十七日生
盛岡ビル　９階

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

洗浄員（山田町）

1人

請負先事業所において、洗浄作業を行っていただ
きます。
下膳、食器洗浄（一部食器洗浄機使用）
調理器具洗浄、シンク周辺の清掃など


岩手県盛岡市大通３丁目
３番１０号　七十七日生
盛岡ビル　９階

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

店舗スタッフ（ゲオ宮古長
町店）

3人

接客を中心とする店舗運営業務全般
（レンタルＤＶＤ・コミックなどの貸出及び返
却、ゲームソフト・ＤＶＤなどの販売及び買取）

※不明な点は面接時にお尋ねください。

愛知県名古屋市中区富士
見町８番８号

株式会社　ゲオ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 8時30分～ 0時30分
の間の4時間以上

岩手県宮古市

加工従業員（パート）

3人

当組合加工場において、わかめ・昆布・ふのり・
ひじき等の海藻類を原料として、塩蔵品や乾燥物
の加工・製造作業を行います。わかめ・昆布につ
いては等級別の選別作業も行います。また、袋詰
めから製品出荷までの作業も担当します。

岩手県宮古市田老三丁目
２番１号

田老町漁業協同組
合（加工場）

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

運転手（随伴車）

1人

宮古市内・近郊を中心とした運転代行業務全般と
なります。お客様のご依頼地にあわせての随伴車
両運転、接客、乗務記録簿への記載、精算会計、
車両管理等を行っていただきます。


岩手県宮古市実田１－１
－１

運転代行　人力舎

雇用期間の定めなし

運転経験１年以上 岩手県宮古市

看護補助者「看護」

1人

当院内において看護補助業務をしていただきま
す。診療介助や患者搬送、外来受付業務がおもな
仕事となります。



岩手県宮古市崎鍬ヶ崎１
－１１－２６

岩手県立　宮古病
院

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 8時30分～21時00分
の間の4時間

岩手県宮古市

ガソリンスタンド販売員

1人

ガソリンスタンド店内での業務全般に従事してい
ただきます。店頭において、お客様への応対・
サービスをおこなっていただきます。おもに車両
の誘導、給油、窓ふき、会計、その他付帯する業
務となります。

岩手県宮古市根市２－３
３－２

株式会社丸光商事

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

デリカ部門

1人

デリカ部門を担当。寿司、弁当、揚げ物などの製
造、パック詰め、商品の陳列、清掃作業等を行っ
ていただきます。値段付けや値引作業も担当して
いただきます。


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 7時00分～14時00分
の間の5時間程度

岩手県宮古市

食肉部門

1人

生肉、肉加工品の盛り付け、パック詰め、商品陳
列、清掃作業等を行っていただきます。レベルに
応じて、肉の切りつけなど包丁を使う作業、値段
付けや値引作業も担当していただきます。


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 7時00分～14時00分
の間の5時間程度

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

グロサリー部門

2人

グロサリー部門での業務となります。調味料・
ジュース・お菓子・日用品等の商品について、搬
入商品の仕分け、品出し、補充、陳列を行いま
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）

岩手県宮古市

     （8月3日時点の内容です）

　　７月３１日　から　８月３日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　８月１６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 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 パートタイム 

平成３０年８月９日発行  



(1)17時00分～19時00分
800円～1,000円

パート労働者 不問 03010-19041281
交替制あり
(1) 5時30分～14時30分

800円～1,000円 (2)10時30分～19時30分

パート労働者 不問 03010-19042181
変形（１年単位）
(1) 9時00分～17時00分

760円～800円

パート労働者 不問 03030- 2916481

1,200円～1,500円

パート労働者 不問 03030- 2918881

(1) 9時30分～17時15分
900円～900円

パート労働者 不問 03030- 2922981

(1) 8時00分～16時00分
785円～785円

パート労働者 不問 03030- 2928181

(1)17時00分～22時30分
900円～900円

パート労働者 18歳以上 03030- 2931581

(1) 5時30分～11時00分
1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 2932481

(1)12時00分～17時00分
780円～780円

パート労働者 不問 03030- 2941781
変形（１年単位）
(1) 8時00分～12時10分

800円～900円

パート労働者 不問 03030- 2942881
変形（１年単位）
(1) 8時00分～16時00分

800円～900円

パート労働者 不問 03030- 2943281

(1) 8時15分～15時00分
780円～780円

パート労働者 不問 03030- 2944181
変形（１年単位）
(1) 8時00分～12時10分

800円～900円

パート労働者 不問 03030- 2945081
介護福祉士又は 変形（１ヶ月単位）

介護職員初任者研修
普通自動車免許ＡＴ 840円～1,070円

パート労働者 不問 03030- 2948981

(1) 8時30分～12時00分
800円～800円 (2) 8時30分～16時00分

パート労働者 不問 03030- 2952181
トリマー

普通自動車免許ＡＴ (1) 9時00分～18時00分
738円～750円 (2) 8時00分～17時00分

パート労働者 不問 03030- 2953081

863円～863円

パート労働者 不問 02020-11484581

1,000円～1,100円

パート労働者 18歳以上 03010-18778081

1,000円～1,100円

パート労働者 18歳以上 03010-18780581

(1) 8時00分～14時00分
750円～800円 (2)16時00分～22時00分

パート労働者 不問 03020- 1668581

(1) 8時00分～14時00分
750円～800円 (2)16時00分～22時00分

パート労働者 不問 03020- 1669481
2

洗浄員（田野畑村）

1人

請負先事業所において、洗浄業務を行っていただ
きます。
下膳、食器洗浄（一部食器洗浄機使用）
調理器具洗浄、シンク周辺の清掃など


岩手県盛岡市大通３丁目
３番１０号　七十七日生
盛岡ビル　９階

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡田野畑村

調理員（田野畑村）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと
　入所者様への食事提供業務
　調理、盛付、洗浄業務　など
　厨房内業務全般
　

岩手県盛岡市大通３丁目
３番１０号　七十七日生
盛岡ビル　９階

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡田野畑村

プラスチック成形品の検査

2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

水産加工員

3人

水産物加工作業全般を行います。生の状態のホタ
テ、ウニ、鮮魚（旬に合わせた魚）の発泡スチ
ロール等への箱詰め作業など行っていただきま
す。作業手順については、指導します。

岩手県下閉伊郡山田町境
田町４９５番地１

貫長水産　株式会
社

雇用期間の定めなし

又は 7時00分～11時00分
の間の3時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

販売員（パート）

1人

ジュエリーの提案・販売および店舗事務作業を行
います。誕生石を覚えたりジュエリーに慣れる事
から始めて頂きます。
貴方のセンスを活かして、お客様にお似合いの
ジュエリーをおススメして下さい。

岩手県宮古市小山田二丁
目２－１　ショッピング
センターマリンコープＤ
ＯＲＡ内

ＡＳ－ｍｅエス
テール株式会社
エステール宮古店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

水産係（８時～１６時）≪
急募≫

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。習熟段階に合わせて指導を行

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

夕食レストランキッチン・
ホールスタッフ

1人

夕食（ハーフバイキング形式）調理、盛り付け、
ホール接客、食材の発注、検品等の食材管理や衛
生管理を行っていただきます。ハーフバイキング
とはメイン料理はお客様まで運び、他がバイキン

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
朝食レストランキッチン・
ホールスタッフ

2人

バイキング形式の朝食メニューの調理、盛り付
け、ホールでの接客をしていただきます。また食
材の発注、検品等の食材管理や衛生管理も行って
いただきます。４～５名体制を予定しておりま
す。

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

クリンクルー

1人

宮古港フェリーターミナルの清掃業務に従事して
いただきます。事務所・トイレ・パブリックス
ペース等館内・外の清掃作業となります。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

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

水産販売員（短時間）

1人

山田インター店水産部門に配属となります。商品
のパッケージ・値付け等の業務に従事していただ
きます。また、商品の陳列や補充等、その他指示
された業務などに従事していただきます。

岩手県下閉伊郡山田町山
田５－４１－１

株式会社　キクコ
ウストア　山田イ
ンター店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は 8時00分～17時10分
の間の4時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

畜産部販売員（７Ｈ）

1人

◎畜産部に配属となり
１）加工（食材の加工・盛り付け等）
２）パッケージ作業（オートパッカーによる値札
シール貼　　　り等）
３）陳列・補充（商品検収・品出し・整理整頓）

岩手県下閉伊郡山田町山
田５－４１－１

株式会社　キクコ
ウストア　山田イ
ンター店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

クリンクルー（崎鍬ケ崎）
２

1人

請負先施設内において、各室フロアのモップ掛け
等の清掃業務に従事していただきます。１フロア
あたり１名での作業となります。



岩手県宮古市長町１丁目
９－１７

リアス環境管理
株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

畜産部販売員（短時間）

1人

◎畜産部に配属となり
１）加工（食材の加工・盛り付け等）
２）パッケージ作業（オートパッカーによる値札
シール貼　　　り等）
３）陳列・補充（商品検収・品出し・整理整頓）

岩手県下閉伊郡山田町山
田５－４１－１

株式会社　キクコ
ウストア　山田イ
ンター店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

訪問介護職員「介護」

1人

利用者様宅での訪問介護サービス業務を行いま
す。ケアプランに合わせた食事・移動・入浴・排
泄等の介助や、掃除・洗濯・調理・食器洗い等の
日常生活援助など全般的な業務を行います。利用
者様宅へは直行・直帰となり、自家用車を使用し

岩手県宮古市八木沢第５
地割８５番地１

合同会社ライフサ
ポート・ゆうゆう

雇用期間の定めなし

又は 6時00分～21時00分
の間の4時間程度

岩手県宮古市

水産加工員（短期）《急
募》

4人

サンマの箱詰め作業等を行います。コンピュー
ターにより選別されたサンマを、きれいに並べて
箱詰めする仕事です。未経験の方でも応募可能で
す。雇用期間は１１月１５日までを予定しており
ますが、漁の状況により変動があります。

岩手県宮古市藤原一丁目
６－３４

有限会社　坂栄商
店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

トリマー

1人

ペットショップにおいてトリマーとして、トリミ
ング全般、シャンプー、ブロー、爪切、店内業
務、生体等の業務に従事していただきます。


岩手県宮古市小山田２丁
目２－１　マりンコ－プ
ＤＯＲＡ２階

ＯＮＥ’Ｓ工房

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市
食肉【ファル磯鶏店】
７時～１２時（内４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）

又は 7時00分～12時00分
の間の4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（１６時～／

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16時00分～ 0時00分
の間の5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（１６時～／

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16時00分～ 0時00分
の間の5時間程度

岩手県宮古市

コンビニエンススタッフ
（山田町織笠店）パート

1人

＊売上情報を自動的に記録できるＰＯＳレジを使
用し、
　商品のバーコードを読み取って商品を販売しま
す。
＊受入れ商品の検品、商品棚への品出し、補充、

岩手県上閉伊郡大槌町小
鎚２７地割花輪田３番１

有限会社　たなか

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

コンビニエンススタッフ
（宮古本町店）パート

3人

＊売上情報を自動的に記録できるＰＯＳレジを使
用し、
　商品のバーコードを読み取って商品を販売しま
す。
＊受入れ商品の検品、商品棚への品出し、補充、

岩手県上閉伊郡大槌町小
鎚２７地割花輪田３番１

有限会社　たなか

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市



介護職員初任者研修
(1)16時45分～ 8時45分

1,630円～1,630円

パート労働者 18歳以上 03030- 2786381

900円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 2791281

900円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 2792181

780円～780円

パート労働者 不問 03030- 2794381
調理師

(1) 9時00分～14時00分
800円～800円 (2)15時00分～19時00分

パート労働者 不問 03030- 2797581
普通自動車免許ＡＴ 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- 2798481

738円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 2799781

(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- 2804281

(1)17時00分～23時00分
750円～750円

パート労働者 18歳以上 03030- 2805181
普通自動車免許ＡＴ

介護福祉士 (1) 9時00分～15時30分
900円～1,200円

パート労働者 不問 03030- 2813181

(1) 8時00分～17時00分
738円～738円

パート労働者 不問 03030- 2814081

(1) 8時30分～14時00分
738円～738円

パート労働者 不問 03030- 2824681

(1)16時45分～21時00分
780円～780円 (2)18時15分～21時00分

パート労働者 不問 03030- 2825981
美容師

738円～1,000円

パート労働者 59歳以下 03030- 2833681
普通自動車免許ＡＴ

740円～800円

パート労働者 不問 03030- 2835581

800円～1,000円

パート労働者 64歳以下 03030- 2841681

(1) 8時00分～13時00分
740円～740円

パート労働者 不問 03030- 2854881
変形（１ヶ月単位）
(1)10時00分～18時00分

750円～750円

パート労働者 不問 03030- 2864181
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1) 6時00分～12時00分
793円～793円 (2)13時00分～19時00分

パート労働者 不問 03030- 2866381
普通自動車免許ＡＴ
介護職員初任者研修

1,000円～1,400円

パート労働者 不問 03030- 2868981

852円～852円

パート労働者 不問 03030- 2873081

3

介護員夜間専従／清寿荘
「介護」

2人

施設入所者（定員５０名）の居室巡回及び食事な
どの介助業務に従事していただきます。職員２名
体制で休憩は交替で行います。

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

月以上）
岩手県宮古市

調理補助

2人

ゴルフ場の調理場において、食材の仕込み、調理
（ゆでる、炒める等）盛付等を行います。メ
ニューは定食、麺類、おつまみなどになっており
ます。他に５名のスタッフがおります。


岩手県宮古市大字崎山４
－８６－３

株式会社　宮古カ
ントリークラブ

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時間以上

岩手県宮古市

レストランフロアー

1人

ゴルフ場のレストランにおいて、ご利用のお客様
の注文、配膳、片付け、清掃等を行います。他フ
ロアースタッフは３名おります。

※土日祝勤務の求人です。

岩手県宮古市大字崎山４
－８６－３

株式会社　宮古カ
ントリークラブ

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時間以上

岩手県宮古市

販売員（サーティワンアイ
スクリーム）

1人

アイスクリームのトッピングと販売および、ク
レープの調理と販売の仕事です。販売に係る接客
業務、レジ業務、店内清掃等の雑務も伴います。
レジについては、勤務シフトにより締め操作をお
願いすることがあります。

岩手県宮古市栄町３－３
５（キャトル宮古内）

サーティワン　ア
イスクリーム

雇用期間の定めなし

又は15時00分～20時00分
の間の3時間以上

岩手県宮古市

調理員

3人

デイサービスセンターの利用者様に提供する食事
の調理業務全般を担当していただきます。献立に
基づき、昼食２５食分の調理や、食器洗浄等の後
片付けを行っていただきます。今後はこども食堂
等の運営事業も考えております。

岩手県宮古市実田一丁目
７番２８号

有限会社　ライフ
ネットワーク

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

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。

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

美容師

1人

当美容室において、お客様のカット、シャン
プー、ブロー、マッサージ、カラーパーマ、その
他に電話対応、店内清掃、タオル等洗濯など美容
室の仕事全般に従事していただきます。資格のな
い方はカット以外の仕事となります。

岩手県宮古市黒田町１－
１１

美容室　Ｌｉｅｔ
ｏ

雇用期間の定めなし

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（根市店）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名で業務を行っておりま
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（根市店）１７時～

2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
デイサービス介護職員（介
護福祉士）「介護」

1人

デイサービスの介護業務を行います。デイサービ
スの利用者おおよそ３０名の介護業務（入浴、食
事、排泄介助等の身体介護）、レクリエーション
の実施、その他清掃業務があります。


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

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

菌床椎茸の培養、栽培・収
穫作業

2人

ハウス内での菌床椎茸の培養、栽培・収穫作業。
椎茸菌を接種した菌床ホダの入荷（棚に並べ
る）、出荷準備（袋を取り除く、ケースに入れ
る）、及び菌床椎茸の栽培（収穫、手入れ）を行
います。収穫はハサミで切り取ります。

岩手県下閉伊郡田野畑村
和野１６９番９

株式会社　ミナカ
ワ　田野畑パック
セン夕ー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

岩手県下閉伊郡田野畑村

清掃員

1人

当ホテル客室（和室・和洋室）４１部屋の清掃を
９名で担当します。客室清掃のほか、布団敷き・
上げ、ベットメイクなど付随する業務となりま
す。また、週１回大浴場の清掃を行います。


岩手県宮古市磯鶏一丁目
１－１８

有限会社ホテル近
江屋

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

下膳・食器洗浄業務（夕方
勤務）

1人

下膳、食器洗浄業務を行います。２００食分程度
の食器等を食器洗浄機を使用しますが、汚れがひ
どい場合は手洗いも行います。患者さん用のお茶
の準備、その他付随する業務もあります。５名で
業務を行います。

岩手県宮古市長町１丁目
９－１７

リアス環境管理
株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

美容師

2人

カット、カラー、パーマ、メイクアップ等、美容
業務全般を行っていただきます。その他、電話応
対、店舗清掃、器具・用具の洗浄など付帯業務も
あります。座席数は４席で、予約を優先しており
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

庶務、雑務

1人

主な業務内容は事務所内の清掃等の雑務の他、パ
ソコン（ワード・エクセル）を使用した書類作成
補助、見積書、請求書作成、データまとめ等又取
引先や各関係機関のデータやりとり等、仕事の配
事や現場手配の準備や手伝い関連書類等作成で

岩手県宮古市黒田町６－
１

株式会社　国際資
源サービス

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 8時30分～17時30分
の間の5時間

岩手県宮古市

ガソリンスタンド販売員
（岩泉ＳＳ）

1人

岩泉のガソリンスタンド店において、主に車両へ
の給油業務、応対サービス、窓ふき、洗車などに
従事していただきます。就業時間は１日３～５時
間時間程度となります。固定時間での相談可能で
す。

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－１４２－１２

株式会社　サカモ
ト

雇用期間の定めなし

又は 8時00分～19時30分
の間の5時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

販売員（魚菜店）

1人

魚菜店にて、主にお客様応対やレジ業務、店内清
掃をおこなっていただきます。その他に、材料の
カット、下こしらえ、製造、計量し規格に合わせ
てパック詰め、陳列、手洗いによる洗い物等をし
ていただきます。

岩手県宮古市大通二丁目
４－２１

有限会社　太田屋
肉店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

レジ係

1人

宮ビルにおいて、レジ接客業務全般に従事してい
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、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

生活支援員（非常勤）

1人

当法人で運営するグループホームの利用者（障が
いをお持ちの方）の生活支援（通院時の送迎、付
添業務等）に従事していただきます。通院時の送
迎エリアは市内です。
＊未経験者の方からの応募も歓迎です。

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎４
－１－１１

社会福祉法人若竹
会　自立支援セン
ターウイリー雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

訪問介護ヘルパー「介護」

1人

要介護者の家庭を訪問し、家事・介護などケアプ
ランに合わせた介護サービスを提供する仕事で
す。就業時間は要介護者の要請に応じて決定いた
します。自宅から要介護者宅に直行し、業務を行
います。移動には、私有車または施設所有車を使

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
９地割３９番地２７

医療法人　仁泉会
介護老人保健施設
ほほえみの里雇用期間の定めなし

又は 7時00分～18時00分
の間の5時間程度

岩手県宮古市

惣菜担当／オール店

2人

びはんストアオール店において惣菜業務を担当し
ていただきます。お弁当や揚げ物などの調理、商
品の品出し業務のほか、商品の補充、陳列等をお
ねがいします。雇用期間は１年毎の更新となりま

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）

岩手県下閉伊郡山田町
又は 8時00分～16時00分
の間の4時間以上



840円～840円

パート労働者 不問 03030- 2874381

780円～780円

パート労働者 不問 03030- 2881381
変形（１年単位）
(1) 8時00分～16時00分

800円～900円

パート労働者 不問 03030- 2882681

(1) 9時00分～13時30分
780円～780円

パート労働者 59歳以下 03030- 2887881

900円～1,200円

パート労働者 不問 03030- 2896281

750円～900円

パート労働者 不問 03030- 2898081

800円～900円

パート労働者 不問 03030- 2899381

(1)17時00分～21時00分
850円～950円 (2)22時00分～ 1時00分

パート労働者 18歳以上 03030- 2900281

850円～950円

パート労働者 不問 03030- 2904681

850円～950円

パート労働者 不問 03030- 2905981

(1)10時00分～15時00分
850円～950円

パート労働者 不問 03030- 2906581

800円～900円

パート労働者 不問 03030- 2908781

(1) 9時00分～14時00分
800円～900円

パート労働者 不問 03030- 2909881

1,000円～1,300円

パート労働者 不問 04011- 3269081
交替制あり

800円～1,000円

パート労働者 不問 03010-18564481
看護師

准看護師
964円～1,616円

パート労働者 不問 03010-18624681
臨床検査技師

914円～1,428円

パート労働者 不問 03010-18625981
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時00分
815円～815円

パート労働者 不問 03030- 2770981

(1)16時00分～21時00分
845円～845円

パート労働者 不問 03030- 2777081
普通自動車免許一種
準中型自動車免許 (1) 9時00分～16時00分

884円～884円

パート労働者 不問 03030- 2778381

4

レジ担当／オール店

2人

びはんストアオール店において、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 8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

加工食品の補充、陳列（短
時間）

1人

加工食品部に配属となり、入荷した商品の補充、
陳列作業（缶詰、飲料食品、インスタント食品、
粉もの、乾物等）他、店内作業時お客様からの問
い合わせへの対応を行っていただきます。


岩手県下閉伊郡山田町山
田５－４１－１

株式会社　キクコ
ウストア　山田イ
ンター店雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）
又は 8時00分～12時00分
の間の4時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

食品（酒）販売員（７Ｈ）

1人

◎加工食品部に配属となります。
１）酒類の陳列・補充作業（商品検収・品出し・
整理整頓）
２）接客販売（お客様からの商品の問い合わせ対
応等）等の　　業務をしていただきます。

岩手県下閉伊郡山田町山
田５－４１－１

株式会社　キクコ
ウストア　山田イ
ンター店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≪急募≫

2人

紳士服、婦人服、子供服、肌着、寝具等を総合的
に接客販売していただきます。その他、レジ作
業、商品の陳列、商品の整理、各売場の在庫管
理、店内の清掃等の業務を行っていただきます。

岩手県宮古市末広町２－
８

有限会社　高幸洋
品店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市
水産加工員（１）

6人

サンマの箱詰め、それに付随する仕事。力仕事あ
り（１５キロくらいの荷物の持ち運びをしていた
だきます）。魚をさばく作業はありません。立ち
仕事となります。

岩手県宮古市藤原二丁目
５番１１

株式会社　佐々幸

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市
又は 8時00分～17時00分
の間の5時間程度

水産加工員（２）

3人

サンマの箱詰め、それに付随する仕事
魚をさばく作業はありません。仕事は立ちながら
の作業となります。


岩手県宮古市藤原二丁目
５番１１

株式会社　佐々幸

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市
又は 8時00分～17時00分
の間の5時間程度

ホールスタッフ大戸屋宮古
店／１７時～

1人

定食レストラン「大戸屋ごはん処」における接客
全般と清掃業務です。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。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17時00分～23時00分
の間の3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）

2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

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

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。

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

又は10時00分～ 0時00分
の間の7時間程度

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・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／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。

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

（宮古店）店長候補

1人

『ファミリーレストランまるまつ』で接客、調理
作業をマスターしていただき、その後、店舗運営
全般の業務をします。

※上司の推薦によって店長への資格試験を受ける

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6時間程度

岩手県宮古市

調理及び接客（宮古）

2人

・公楽併設ラーメン店「麺処楽屋」における調
理、接客、
　食器洗浄、店内清掃、その他業務全般
・従業員の昼食提供とそれに付随する業務全般に
従事してい　ただきます。

岩手県盛岡市上堂４丁目
１番２０号　公楽ビル
３階

株式会社　ＮＫ
フーズ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

又は10時00分～17時30分
の間の5時間以上

岩手県宮古市

アルバイト准看護師・看護
師

8人

健診業務（身体測定、血圧測定、採血、採尿や心
電図検査、頚部エコー検査等の生理機能検査）
等
※健康調査の実施日程により宿泊を伴う場合があ
ります。

岩手県盛岡市内丸１９－
１

学校法人　岩手医
科大学

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8時間程度

岩手県宮古市

葬祭施行補助及び打合せ担
当／パート職員

2人

葬祭全般にかかわる業務
・葬儀全般にかかわる打合せ
・葬儀式進行
・死亡から葬儀、葬儀後のお手伝い

岩手県宮古市小山田３丁
目３番５号

いわて生活協同組
合　葬祭部　セリ
オホールみやこ雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
岩手県宮古市

アルバイト臨床検査技師
（研究補助者：宮古地区）

8人

健診業務（身体測定、血圧測定、採血、採尿や心
電図検査、頚部エコー検査等の生理機能検査）
等
※健康調査の実施日程により宿泊を伴う場合があ
ります。

岩手県盛岡市内丸１９－
１

学校法人　岩手医
科大学

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8時間程度

岩手県宮古市

ガソリンスタンド販売員

2人

弊社ガソリンスタンドでの接客、給油、洗車の補
助業務を行っていただきます。



岩手県宮古市築地２丁目
１－４

株式会社　菊長商
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市
給食車運転手（新里）《急
募》

1人

新里地区の給食センターから宮古市内の学校への
給食の配送と回収業務を行います。その他に積み
込み、清掃等の業務もあります。台車に乗せられ
ている給食を運搬しますので、重量物の持ち上げ
等はほとんどありません。助手と２名での運行と

宮古市田老字新田平１６
－１３

東日本交通株式会
社　宮古営業所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

２ｔトラックの運転がで
きる方

岩手県宮古市


