
交替制あり
(1)13時30分～21時30分

795円～795円 (2)16時00分～21時00分

パート労働者 不問 03010- 3664391

(1)16時00分～21時00分
785円～785円

パート労働者 不問 03010- 3712691
普通自動車免許ＡＴ

1,012円～1,012円

パート労働者 不問 03030-  528991
普通自動車免許一種

1,012円～1,012円

パート労働者 不問 03030-  530291

(1)17時00分～22時30分
900円～900円

パート労働者 18歳以上 03030-  531591

(1) 5時00分～11時00分
1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030-  533091

(1) 8時00分～12時00分
762円～850円 (2)12時00分～18時00分

パート労働者 不問 03030-  536991

830円～900円

パート労働者 18歳以上 03030-  543691

830円～900円

パート労働者 18歳以上 03030-  544991

830円～900円

パート労働者 不問 03030-  545491

(1) 9時00分～14時00分
830円～900円

パート労働者 不問 03030-  546791

850円～950円

パート労働者 18歳以上 03030-  547891

850円～950円

パート労働者 18歳以上 03030-  548291

(1)22時00分～23時30分
850円～950円 (2)21時00分～23時00分

パート労働者 18歳以上 03030-  549591

(1)17時00分～21時00分
850円～950円

パート労働者 不問 03030-  550391

(1) 7時30分～12時00分
765円～800円

パート労働者 不問 03030-  552991

(1) 9時30分～15時30分
880円～880円

パート労働者 不問 03030-  554791
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時30分～12時30分
762円～762円

パート労働者 不問 03030-  556291

1

配達員

1人

お弁当の配達先の仕分けや、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や清掃

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

惣菜部門

1人

スーパーマーケット玉木屋において、惣菜業務に
従事していただきます。
・簡単な惣菜調理
・パック詰め
・商品の品出し及び陳列

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

キッチンスタッフ（トマト
＆オニオン）

3人

・調理
・食器洗浄
・仕込み
・厨房内清掃等
・その他付随する業務

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（清掃・
トマト＆オニオン）

2人

・食器洗浄
・厨房内清掃等
・その他付随する業務
＊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。掛け持ち希望の方

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
・食器や器具の洗浄
・仕込み
・厨房内の清掃
・その他付随する業務

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
・店内外の清掃

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（大戸屋
宮古店）９時～

1人

・調理
・食器や器具の洗浄
・仕込み
・厨房内の清掃
・その他付随する業務

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（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

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～14時00分の
間の3時間程度

岩手県宮古市

ホールスタッフ大戸屋宮古
店／１７時～

1人

・お客様のご案内
・注文伺い
・料理提供とサービス
・会計
・後片付け

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

ホール・キッチンスタッフ
（大戸屋宮古店：社会保険

1人

【ホールスタッフ】
　・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
【キッチンスタッフ】

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

調理補助及びホール係

2人

・喫茶コーナーで提供する料理の準備補助や片付
け
・ホールでの接客（注文取り、料理や飲み物の配
ぜん）
・状況により洋服・小物等の接客の手伝いをして

岩手県宮古市保久田３－
８

有限会社　鈴屋

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

朝食レストランキッチン・
ホールスタッフ

1人

朝食（バイキング形式）レストランの担当です。
・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
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

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）レストランの担当
です。
・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

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

学校技術員

2人

学校の環境整備を担当していただきます。
・校舎並びに周辺の清掃
・校地内の草刈り・整地等
・校地内の除雪（冬季）
・校舎等の修繕

岩手県宮古市磯鶏三丁目
９番１号

岩手県立宮古水産
高等学校

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 8時20分～16時50分の
間の6時間程度

岩手県宮古市

学校技術員（事務補助）

1人

学校技術員（事務補助）業務を担当していただき
ます。
・来校者対応及び電話の対応
・諸表簿等の整理
・事務処理にはパソコン（ワード・エクセル等）

岩手県宮古市磯鶏三丁目
９番１号

岩手県立宮古水産
高等学校

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン操作ができること
（ワード・エクセル）

又は 8時20分～16時50分の
間の6時間程度

岩手県宮古市

惣菜売り場スタッフ（マリ
ンコープドラ）

1人

マリンコープドラで、惣菜売り場スタッフのお仕
事です。
（利用増加に伴う増員です）
１．弁当・寿司・揚げ物などの製造
２．売り場への商品陳列、手直し

岩手県滝沢市土沢２２０
－３

いわて生活協同組
合

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

レジ（サービス）スタッフ
（マリンコープＤＯＲＡ）

2人

マリンコープＤＯＲＡで、レジ（サービス）ス
タッフのお仕事です。
１．ＰＯＳレジによるお買い上げ商品の精算
２．お買い上げ商品の包装
３．レジ・サービスカウンターまわりの清掃、片

岩手県滝沢市土沢２２０
－３

いわて生活協同組
合

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

     （2月8日時点の内容です）

　　２月４日　から　２月８日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は　２月２１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

事務補助員／配電課・管理
グループ（９：００～）

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
・その他、来客対応（お茶出し等）の業務
・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

岩手県宮古市築地二丁目
２番３３号

東北電力株式会社
宮古電力センター

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

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３１年２月１４日発行  



(1) 9時00分～17時00分
770円～770円

パート労働者 不問 03030-  558191

(1) 6時30分～ 9時30分
1,100円～1,100円 (2)10時30分～14時00分

(3)15時30分～19時30分

パート労働者 不問 34010- 8727691

1,000円～1,100円

パート労働者 18歳以上 03010- 3130591

1,000円～1,100円

パート労働者 18歳以上 03010- 3131191
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～16時00分
765円～765円

パート労働者 不問 03010- 3137791

(1) 8時30分～13時30分
830円～880円 (2) 8時30分～14時30分

(3) 8時30分～17時15分

パート労働者 不問 03010- 3355891
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- 3426291
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- 3427591

(1)17時30分～19時30分
800円～1,000円

パート労働者 不問 03010- 3428191
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- 3429091
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- 3430991

(1)17時00分～19時00分
800円～1,000円

パート労働者 不問 03010- 3432791

(1) 8時00分～14時00分
770円～800円 (2)16時00分～22時00分

パート労働者 不問 03020-  371691

(1) 8時00分～14時00分
770円～800円 (2)16時00分～22時00分

パート労働者 不問 03020-  372991

(1) 8時00分～17時00分
762円～762円

パート労働者 不問 03030-  490491

840円～840円

パート労働者 不問 03030-  492891

(1) 6時00分～12時00分
800円～800円 (2)12時00分～18時00分

(3)17時00分～22時00分

パート労働者 不問 03030-  498691

(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-  501391

(1)19時30分～22時00分
800円～900円 (2)19時00分～21時45分

パート労働者 不問 03030-  502691

(1) 7時00分～10時00分
770円～770円

パート労働者 不問 03030-  503991

2

グロサリー部門／ジョイス
宮古千徳店

2人

ジョイス宮古千徳店のグロサリー部門において、
調味料・ジュース・お菓子・日用品等の商品の、
・搬入商品の仕分け
・品出し
・補充

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

クリンクルー（舘合）

1人

当社請負先において、基本２～３名体制でバスの
車内清掃業務全般の作業を行います。
【業務内容】
・床の清掃、座席及び窓ガラスの拭き掃除
・ゴミ回収作業

岩手県宮古市長町１丁目
９－１７

リアス環境管理
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

下膳・食器洗浄業務（夕方
勤務）

1人

以下の業務を行っていただきます。
・下膳、食器洗浄
（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。）

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
月未満）

岩手県宮古市

販売員≪急募≫

10人

コンビニエンスストアのスタッフ
○レジでのお会計・接客
○商品の品出し・陳列・検品・補充
○揚げ物等の簡単な調理・販売
○店舗内外の清掃・ゴミの片付け

岩手県宮古市田老３丁目
３番１０号

ファミリーマート
宮古田老三丁目店

雇用期間の定めなし

又は22時00分～ 7時00分の
間の8時間

岩手県宮古市

レジ担当／オール店

2人

びはんストアオール店に勤務となります。
・レジチェッカー、接客業務を担当
・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6時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

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・収穫業務に
従事し、主に以下の作業を行います。
・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）

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

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

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

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

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

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

医療事務（宮古市）

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

【受付業務】
　◇患者様と最初に出会う〈医療機関の顔〉です

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）

岩手県宮古市

配達スタッフ（マリンコー
プドラ）

1人

マリンコープドラでの、配達のお仕事です。（利
用増加に伴う増員です）
１．ドラから宮古市内いわて生協店舗への商品配
達
２．店内商品補充

岩手県滝沢市土沢２２０
－３

いわて生活協同組
合

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

ワゴン車の運転経験者 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
月未満）

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。

＊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
月未満）

又は16時00分～ 0時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

調理／宮古市

6人

国立宮古海上技術短期大学校　食堂での調理業務

＜＜急募！！＞＞

４月より開始

広島県広島市中区舟入本
町１７－１

株式会社　ホー
ユー

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

事務および販売

1人

浄土ヶ浜レストハウスにおいて主に下記の業務を
行っていただきます。
・書類の作成と整理や伝票のまとめ
・電話や来客対応など事務担当者の補助的作業
・売店の混雑時には接客、レジや品出しもお願い

岩手県宮古市宮町一丁目
１－８０

一般社団法人　宮
古観光文化交流協
会雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

パソコン（ワード・エクセ
ル）基本入力程度ができる

方



(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-  508591

(1) 8時30分～16時30分
840円～840円

パート労働者 59歳以下 03030-  510691
普通自動車免許ＡＴ

900円～900円

パート労働者 59歳以下 03030-  516591

(1)18時00分～21時00分
850円～850円

パート労働者 不問 03030-  521891

(1) 8時00分～17時00分
780円～850円 (2) 9時00分～17時00分

(3) 9時00分～16時00分

パート労働者 不問 03030-  523591

(1)23時00分～ 0時00分
1,040円～1,040円

パート労働者 18歳以上 03010- 3929591

(1)22時00分～ 0時00分
800円～1,040円

パート労働者 18歳以上 03010- 3931691

(1)23時00分～ 0時00分
1,040円～1,040円

パート労働者 18歳以上 03010- 3937591

(1)22時00分～ 0時00分
800円～1,040円

パート労働者 18歳以上 03010- 3941491

(1)13時30分～17時30分
765円～765円 (2) 9時00分～17時30分

パート労働者 不問 03030-  599291
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 不問 03030-  602191
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～17時00分
860円～980円

パート労働者 64歳以下 35020- 1962391

(1) 9時00分～15時00分
765円～765円 (2)10時00分～16時00分

有期派遣パート 不問 03010- 3873191

762円～800円

パート労働者 不問 03030-  561491
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～16時00分
1,121円～1,266円 (2) 9時45分～17時15分

パート労働者 不問 03030-  562791

(1) 9時30分～14時30分
770円～770円 (2)10時00分～14時30分

パート労働者 不問 03030-  565591

(1) 9時30分～17時00分
1,175円～1,175円 (2) 9時00分～12時00分

パート労働者 不問 03030-  574591
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時00分
1,692円～1,692円

パート労働者 不問 03030-  578691
交替制あり
(1)17時15分～ 8時30分

1,088円～1,088円 (2) 8時30分～17時15分

パート労働者 18歳以上 03030-  582591
介護職員初任者研修 変形（１ヶ月単位）

958円～958円

パート労働者 不問 03010- 4141091

3

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

当直専門員（非常勤嘱託
員）

2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１２～１
５日（３日　に１回程度）勤務
・２人のチームによる交替制

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

非常勤職員（就職支援業
務）

1人

大学の事務局における就職支援業務。
・学生の就職相談に対する指導及び助言
・就職支援及びキャリア支援
・求人の開拓
・就職・編入委員会に関すること、就職・編入相

岩手県宮古市河南一丁目
５番１

岩手県立大学　宮
古短期大学部

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

パソコン操作（ワード・エ
クセル・メール等）のでき

る方（必須）

登記事務（非常勤職員）

1人

盛岡地方法務局宮古支局に申請する業務に従事し
ていただきます。
・不動産登記法に基づく登記嘱託書を作成
・パソコン（ワード・エクセル）を使用しての文
書作成等

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）
パソコン操作（ワード・エ

クセル）のできる方
岩手県下閉伊郡岩泉町

婦人服の販売員《急募》

1人

キャトル宮古２Ｆにあるミセス向けの婦人服売り
場において婦人服販売全般に従事していただきま
す。
・店内での接客、レジ操作
・商品入荷時の品出し、値段付け

岩手県宮古市栄町３－３
５（キャトル宮古２Ｆ）

有限会社　オープ
ンハート

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般相談員

5人

○適正な職業選択及び就職後の職場への適応につ
いて、対象
者（求職者、職業訓練、子育て、障害者等）に応
じた必要な援助（一般的な職業相談及び職業紹介
並びに付随業務）

岩手県宮古市小山田一丁
目１－１　宮古合同庁舎
１階

宮古公共職業安定
所（ハローワーク
宮古）雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
業務を行うのに必要な熱意

と見識を有すること
岩手県宮古市

パソコン(ワード・エク
セル)基本操作

清掃員

1人

事務所や個人宅の清掃業務全般に従事します。
・台所、浴室、トイレ、フローリング等。
・１日に複数の現場を回る場合もあり。
＊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

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

部品集め（宮古市）

1人

派遣先事業所において、下記の業務を行っていた
だきます。

・指示書通りに部品を集める
・入荷した部品の棚入れ

岩手県盛岡市向中野３丁
目１８番２０号　２Ｆ
アクエリアスビル

株式会社　エムア
ンドエム　盛岡営
業所雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

フラワーコーディネート／
宮古

2人

典礼会館にてお葬儀で使用するフラワーの作成や
会場のコーディネート、祭壇の装飾、管理、配送
等を行って頂きます。
初めは皆、知識ゼロからスタートしたスタッフば
かりですので、生花やお花の知識がなくても大丈

山口県下関市王喜本町６
丁目４番５０号

株式会社　トレー
ダー愛

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護員夜間専従／清寿荘
「介護」

2人

介護老人ホーム清寿荘にて、以下の業務を行って
いただきます。
・施設入所者（定員５０名）の居室巡回業務
・食事などの介助業務


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

月未満）

岩手県宮古市

生花販売

1人

・店頭での生花販売、生花や鉢花のラッピング
・電話での注文受付、来客対応
・アレンジメント、花束、仏花作り
・生花等の配達


岩手県宮古市末広町３－
２１

中村生花店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

清掃スタッフ（２２：００
～）（山田店）

2人

＊パチンコホールの清掃業務全般を行っていただ
きます
（当店の閉店後業務としての作業です）

・ホール床の掃き拭き清掃

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
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

清掃スタッフ（２３：００
～）（山田店）

2人

＊パチンコホールの清掃業務全般を行っていただ
きます
（当店の閉店後業務としての作業です）

・ホール床の掃き拭き清掃

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
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

清掃スタッフ（２２：００
～）（宮古店）

2人

パチンコホールの清掃業務全般を行っていただき
ます。
・ホール床の拭き掃き清掃
・パチンコ台ガラスの清掃、灰皿清掃
・トイレ清掃

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
月未満）

岩手県宮古市

清掃スタッフ（２３：００
～）（宮古店）

2人

パチンコホールの清掃業務全般を行っていただき
ます。
・ホール床の拭き掃き清掃
・パチンコ台ガラスの清掃、灰皿清掃
・トイレ清掃

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
月未満）

岩手県宮古市

水産加工員

3人

水揚げされた鮮魚や冷凍している魚の加工作業と
なります。
時期により取り扱う魚が異なります。
・加工処理は切り身、開き、衣を付けての冷凍加
工など

岩手県宮古市藤原二丁目
２－１７

有限会社　佐々京
商店

雇用期間の定めなし

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
・食器洗浄機や手洗いによる食器の洗浄
・食器乾燥機での乾燥
・厨房の清掃、その他付随する業務


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

建設機械洗車スタッフ

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

岩手県下閉伊郡岩泉町袰
綿字浦場２０－３

株式会社ワキタ
岩泉営業所

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

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。主に下記の業務を行って
いただきます。
・商品の陳列、品出し
・商品のレジ会計および接客業務

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

内勤スタッフとして以下の業務に従事
・店舗に持ち込まれた荷物の受け取り、内容確
認、サイズ計　測、伝票の記入、料金精算
・伝票の整理、電話応対、その他付随する所内業
務

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



特定曜日のみ(2)(3)
(1) 9時00分～13時00分

820円～820円 (2) 9時00分～12時30分

パート労働者 不問 03010- 4232791

1,200円～1,500円

パート労働者 不問 03030-  621691
美容師

762円～1,000円

パート労働者 59歳以下 03030-  622991

(1) 8時30分～15時15分
780円～780円

パート労働者 不問 03030-  635591

(1)13時00分～18時00分
780円～780円

パート労働者 不問 03030-  637091

(1)18時00分～22時00分
780円～780円

パート労働者 不問 03030-  638391

1,100円～1,100円

パート労働者 不問 03030-  639691
交替制あり
(1)17時15分～ 8時30分

1,088円～1,088円 (2) 8時30分～17時15分

パート労働者 18歳以上 03030-  640491
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～16時00分
1,011円～1,011円 (2) 9時00分～15時00分

パート労働者 不問 03030-  641791

4

用務員（非常勤職員）

1人

庁舎及び公舎の環境整備等を担当していただきま
す。
・空調機等設備の保守管理
・除草・草刈り・清掃等
・蛍光灯の交換や水道パッキンの交換等施設の軽

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
月以上）

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作が出来ること

岩手県宮古市

当直専門員（非常勤嘱託
員）

1人

宮古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１２～１
６日勤務
・２人のチームによる交替制

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
月以上）

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行います。
・商品整理や店内外清掃
・接客、試着案内、採寸（必要時）
・会計レジ操作、包装

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

レジ部門（１８時）

1人

レジ・接客業務を行っていただきます。
・お客様が購入された商品の会計（レジチェッ
カー使用）
・袋詰め
・その他商品陳列、搬入品の検品

岩手県宮古市佐原三丁目
１１－２

有限会社　フード
ショップはこいし

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

レジ部門（１３時）

1人

レジ・接客業務を行っていただきます。
・お客様が購入された商品の会計（レジチェッ
カー使用）
・袋詰め
・その他商品陳列、搬入品の検品

岩手県宮古市佐原三丁目
１１－２

有限会社　フード
ショップはこいし

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（８時
３０分～）

1人

・下膳
・食器洗浄（２００食分程度の食器等）
・患者さん用のお茶の準備
・その他付随する業務


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
月未満）

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

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

・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

商品管理（宮古市）

1人

宮古支店の物流倉庫における棚積、ピッキング、
検品等の
庫内作業
・主に医薬品の仕分け作業です。
（液体薬品で３ｋｇ程度の物あり）

岩手県盛岡市上堂四丁目
５－１

株式会社　スズケ
ン岩手

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市


