
(1) 8時00分～16時00分

830円～830円

パート労働者 不問 03010-21183491

800円～800円

パート労働者 不問 03030- 2967691

900円～900円

パート労働者 不問 03030- 2969491

765円～850円

パート労働者 不問 03030- 2971591

(1) 9時00分～13時00分

780円～900円 (2)11時00分～15時00分

パート労働者 不問 03030- 2972191

(1)11時00分～15時00分

800円～830円 (2)17時00分～22時00分

パート労働者 不問 03030- 2973091
交替制あり
(1)10時00分～15時00分

780円～900円 (2)16時30分～21時00分

パート労働者 不問 03030- 2974391

(1) 9時30分～15時30分

800円～900円 (2)10時00分～16時00分

パート労働者 不問 03030- 2979891

(1) 8時30分～12時30分

790円～790円 (2)14時00分～18時00分

パート労働者 不問 03030- 2980191

(1)16時30分～18時30分

900円～900円

パート労働者 不問 03030- 2991691

(1)12時00分～17時00分

762円～822円

パート労働者 不問 03030- 2992991

800円～1,000円

パート労働者 64歳以下 03030- 2994791

820円～820円

パート労働者 不問 03030- 2995891

(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- 3000391
変形（１年単位）

800円～900円

パート労働者 不問 03030- 3002991
変形（１年単位）

1,000円～1,200円

パート労働者 不問 03030- 3003491
交替制あり
(1) 8時00分～17時00分

790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- 3014291

762円～762円

パート労働者 不問 03030- 3045991

1

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・アイロン作業を
行います。
・工業用ミシンを使用して縫製、ボタン付け及び
検査業務
・衣類のパーツの仕上がった部分的なところのア

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

清掃業務

1人

清掃業務全般に従事していただきます。
・１～２名体制の勤務
・客室清掃、敷地内の清掃作業
・その他、フロント業務（電話応対等）もお願い
します。

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3時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

水産加工員（１）

2人

サンマの箱詰め業務に従事していただきます。
・力仕事あり（１５キロくらいの荷物の持ち運
び）
・ほか上記に付随する業務


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）

又は 8時00分～17時00分の
間の5時間程度 岩手県宮古市

水産加工員（２）

2人

サンマの箱詰め業務に従事していただきます。
・ほか上記に付随する業務

＊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）

又は 8時00分～17時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

交通誘導警備員

3人

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。
・現場は主に宮古、下閉伊地域となります。
・他にもイベント会場での駐車場、一般来場者等

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

接客及び調理補助

1人

接客及び調理補助を行います。
・レストハウス内でのお客様案内
・厨房内での簡単な調理、盛り付け、皿洗い等

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

又は 8時00分～17時00分の
間の7時間

岩手県宮古市

販売員（大通）

2人

鮮魚類、加工品の店頭販売業務を行っていただき
ます。
・商品の説明、レジ業務
・袋詰め、品出し、陳列など
・接客業務をメインとした店内業務を担当

岩手県宮古市大通三丁目
６－４５

株式会社　佐々由

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

岩手県宮古市

クリンクルー（崎鍬ヶ崎）

1人

建物清掃全般を行います。
・共有スペースフロアー、風呂、トイレ、廊下、
玄関等掃除
・掃き、拭き掃除、ゴミ箱内回収、
・備品の交換

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）

岩手県宮古市

クリンクルー（岩泉町）

1人

請負先の館内の清掃全般となります。
・執務室の清掃
・トイレ掃除
・ごみの回収など


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）

岩手県下閉伊郡岩泉町

医療事務

2人

当院おかだ外科内科クリニックにおいて、受付窓
口業務を行います。
・カルテ出し、管理、会計、電話対応
・待合室の整理など
　データ管理にはＰＣを使用します。経験がない

岩手県宮古市実田２丁目
５－１０

医療法人　おかだ
外科内科クリニッ
ク雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

パソコン基本操作
又は 8時30分～18時00分の
間の4時間程度 岩手県宮古市

金融事務

1人

当行宮古中央支店店舗内における預金・為替オペ
レーション業務（専用の端末機を使用します。）
を行います。　　　
・県公金収納とりまとめ、各種諸届整理
・窓口来客対応など

岩手県宮古市末広町７－
２０

株式会社　岩手銀
行　宮古中央支店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

サービススタッフ

2人

サービススタッフとして下記業務を行っていただ
きます。
・宿泊、会食、法事等利用客の案内
・接客や料理の配膳片付
・会場準備

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

 又は 6時00分～21時00分の
間の5時間程度 岩手県宮古市

調理補助およびホール

2人

どさん娘ラーメン店にて下記の仕事に従事しま
す。
・盛り付など簡単な調理
・食器の洗浄（手洗い及び食器洗浄機使用）
・ホールでの注文取り、配膳、レジ

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

清掃、客室係

2人

旅館内及び各部屋の清掃を行っていただきます。
・客室は８部屋でユニットバスもあり
・時間帯によっては、下膳や旅館アメニティの
セッティン　　グ、布団上げ、布団敷き業務
・制服は貸与

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

岩手県宮古市

調理補助・ホール係

1人

ラーメン店において、下記業務を行っていただき
ます。
・厨房内において野菜カット、食器洗浄（洗浄機
使用）等
　調理補助

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3時間以上 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作業
・レンタカー及び建設機械等の清掃洗車作業は
　ヤード内での業務になります

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

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


岩手県宮古市宮町４－１
－１７

株式会社　コナカ
宮古店（紳士服の
コナカ宮古店）雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は10時00分～17時00分の
間の4時間以上 岩手県宮古市

事業所名
求人番号

水産売り場スタッフ（マリ
ンコープドラ）

1人

水産売り場を担当するお仕事です。（利用増加に
伴う増員です）
１．鮮魚・加工品の商品づくり
２．売り場への商品陳列、手直し
３．作業室、売り場の清掃、片付け

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
月以上）

岩手県宮古市

     （9月6日時点の内容です）

　　９月２日　から　９月６日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は　９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

◎ 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。 

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 

令和元年９月１２日発行  



介護職員初任者研修
ホームヘルパー２級

1,100円～1,700円

パート労働者 不問 03030- 3049291
普通自動車免許一種

(1) 9時00分～15時30分

800円～800円 (2) 9時00分～12時00分

パート労働者 64歳以下 03030- 3050091

850円～850円

パート労働者 不問 03030- 3055791

(1) 9時00分～15時00分

770円～800円

パート労働者 64歳以下 03030- 3058591
幼稚園教諭免許、
保育士　いずれか

800円～900円

パート労働者 不問 03030- 3061991
薬剤師

1,800円～2,200円

パート労働者 不問 03030- 3084391
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～15時00分

780円～800円

パート労働者 不問 03030- 3103291
変形（１ヶ月単位）
(1)12時45分～19時45分

837円～837円

パート労働者 不問 03040- 4331591

(1) 7時00分～ 8時00分

780円～780円 (2)17時00分～19時00分

パート労働者 18歳以上 03070- 5287291
栄養士

普通自動車免許ＡＴ
820円～860円

パート労働者 不問 04010-57366791
看護師

1,200円～1,200円

パート労働者 59歳以下 05020- 4031591

(1) 7時30分～13時00分

780円～780円

パート労働者 不問 06030- 7874191
美容師

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- 5522791
交替制あり
(1)10時30分～17時30分

840円～840円 (2)14時00分～21時00分

パート労働者 不問 03030- 3152291

(1)15時00分～20時00分

800円～900円

パート労働者 不問 03030- 3156391

(1)19時00分～22時00分

790円～790円

パート労働者 不問 03030- 3157691

(1) 9時30分～17時15分

900円～900円

パート労働者 不問 03030- 3158991

(1)13時00分～22時00分

900円～900円 (2)17時00分～22時00分
(3)15時00分～20時00分

パート労働者 不問 03030- 3161591

(1)22時30分～ 0時30分

1,000円～1,000円

パート労働者 18歳以上 03030- 3166991

(1) 8時00分～17時00分

1,200円～1,500円 (2)21時00分～ 6時00分

パート労働者 18歳以上 03030- 3171091

2

警備員・交通誘導警備員
（アルバイト／宮古）

5人

警備・交通誘導業務を行います。
・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
ように誘導を行う
・イベント会場や駐車場、お祭り等において人や

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

深夜清掃スタッフ

2人

パチンコ・スロット店の営業後の清掃業務に従事
していただきます。
・ホール、トイレ掃除
・ゴミの回収作業
・掃き掃除、モップがけ等

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中家２６－１

株式会社　ＪＥＣ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

フロントスタッフ（遅番）

2人

ホテルに関する業務全般を行っていただきます。
【主な業務内容】
○フロント業務（チェックイン、チェックアウ
ト）
○電話対応

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）

パソコン入力操作程度 岩手県宮古市

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
行っていただきます。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ＤＯＲＡ
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

洗い場担当

1人

当ホテルにおいて主に下記の業務に従事していた
だきます。
・食器の洗浄
・片付け
・清掃

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字府金４８

株式会社　岩泉総
合観光

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（午後～）

1人

メンズ・レディース・キッズ向けのジーンズやカ
ジュアルウェア、インテリア雑貨などの接客販売
業務です。
・レジ、包装業務
・商品整理、検品、品出しなどの業務

岩手県宮古市宮町一丁目
３－１１

株式会社　マック
ハウス宮古店

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

1人

テレトラック宮古において次の業務を行っていた
だきます。
・勝馬投票券の発売業務
・対面販売（ガラス越し）と自動発券機の操作
・つり銭の準備、補充

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

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。

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８年以上 岩手県宮古市 他

販売（宮古店：品出し、レ
ジ）７：３０～１３：００

1人

○商品の陳列等及びレジ業務担当

※雇用期間は１０月１５日までとなっております
が、
【６ヵ月毎の契約更新】を行っており、更新時期

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

月未満）

岩手県宮古市

看護職員「看護」

1人

＊グループホームにおける看護業務全般に従事し
ていただき　ます。
　・利用者様の健康管理、バイタルチェック
　・服薬管理
　・日常生活の介護全般

秋田県能代市浅内字中山
９２番地

株式会社　ラ・サ
ルーテ

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

岩手県下閉伊郡岩泉町

（請）乳幼児食品等の普
及・販売促進［宮古市］

1人

森永乳業の乳幼児食品、健康食品等の普及と販売
促進業務
・病産院等で妊産婦へ栄養相談を行います。
・ドラッグストア等で売場作りや育児相談等を行
います。

宮城県仙台市青葉区中央２
丁目２－１０　仙都会館６
階　森永乳業（株）東北支
店内

株式会社　リザン
コーポレーション
東北事務所雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は10時00分～17時00分の
間の3時間程度 岩手県宮古市

警備員（宮古市）

1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、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）

岩手県宮古市

販売員（岩泉店）

1人

◎店舗内でのレジ業務　　　　　
◎売場管理
　商品の陳列状態等をチェックし、お客様が見や
すいよう又　お手にしやすいよう管理をします。
◎商品発注

岩手県花巻市空港南１丁
目１番地

株式会社コメリ
東北ストアサポー
ト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

施設清掃員

1人

龍泉洞温泉ホテルにおいて施設清掃業務に従事し
ていただきます。
・大浴場、炭風呂の清掃
・施設の外回りの清掃（手作業による除草含む）
・施設内の清掃（大浴場脱衣室、入り口付近）

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字府金４８

株式会社　岩泉総
合観光

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

薬剤師

1人

・当院の外来、及び入院病棟（１４８床）の薬局
業務　　　
・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　　


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

保育補助「保育」

1人

園において
（１）バス（送迎バス）の添乗業務
（２）あずかり保育（延長保育）
　あずかり保育は他に担任職員おり、園児の見守
りを主とし　た補助的な仕事

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

又は 8時00分～18時00分の
間の6時間以上

岩手県下閉伊郡山田町

清掃員

2人

営業課に配属され、施設内の清掃業務に従事して
いただきます。
・チェックアウト後の客室清掃作業
・階段、廊下等の清掃作業


岩手県宮古市田老字向新
田１４８

株式会社　グリー
ンピア三陸みやこ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般・経理事務

1人

一般事務及び経理事務全般を行っていただきま
す。
・台帳記録・整理業務（専用ソフト有）
・電話対応、来客対応
・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
パソコン（ワード・エクセ

ル）操作のできる方
事務経験のある方

又は 8時30分～17時00分の
間の6時間

岩手県宮古市

職業指導員

2人

知的障がい者や身体障がい者、精神障がい者であ
る利用者への指導業務に従事
・各家庭へのチラシ配り、リサイクル回収
（１日１００件前後の家庭をワゴン車で一緒に周
ります）

岩手県下閉伊郡山田町山
田１６－９－１０

社会福祉法人やま
だ共生会やまだ共
生作業所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」

1人

市内に住む利用者様のご家庭を訪問します（訪問
件数は１日５～６件です）。以下の業務を行って
いただきます。
・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

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 6時00分～19時00分の
間の1時間以上

岩手県宮古市



(1) 8時00分～14時30分

765円～800円

パート労働者 不問 02030- 9901491

(1) 9時00分～13時00分

830円～870円 (2) 9時00分～18時00分
(3) 9時00分～15時00分

パート労働者 59歳以下 03010-21303791
交替制あり
(1) 5時00分～14時00分

800円～1,000円 (2)10時30分～19時30分

パート労働者 不問 03010-21392691

(1)13時30分～19時00分

800円～1,000円

パート労働者 不問 03010-21393991

(1)18時00分～20時00分

900円～1,000円

パート労働者 不問 03010-21443891
交替制あり
(1) 6時00分～10時00分

790円～800円 (2)20時00分～ 0時00分

パート労働者 不問 03020- 1660391
交替制あり
(1) 8時00分～14時00分

790円～800円 (2)16時00分～22時00分

パート労働者 不問 03020- 1661691
介護職員初任者研修
普通自動車免許ＡＴ
ホームヘルパー２級 1,200円～1,700円

パート労働者 不問 03030- 3105191
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- 3106091
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- 3107391
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- 3109991

(1)18時00分～22時00分

900円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 3121191

1,350円～2,500円

パート労働者 不問 03030- 3125991

(1)13時30分～18時30分

800円～870円 (2) 7時30分～18時30分

パート労働者 不問 03030- 3133991

(1) 7時00分～11時00分

830円～830円 (2) 7時30分～11時30分
(3) 8時00分～12時00分

パート労働者 不問 03030- 3135791

(1) 7時00分～15時00分

830円～830円

パート労働者 不問 03030- 3136891
歯科衛生士

800円～1,200円

パート労働者 不問 03030- 3137291

(1) 8時45分～13時15分

830円～830円 (2)10時00分～18時00分

パート労働者 不問 03030- 3139191

(1)16時00分～20時00分

830円～830円 (2)17時00分～21時00分

パート労働者 不問 03030- 3140691
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～17時00分

790円～870円

パート労働者 不問 03030- 3187591

3

販売員

1人

末広町にある店舗において、下記の業務を行って
いただきます。
・接客及び販売
　　○お茶やのりを中心とした食品関連
　　○急須や湯呑み茶碗などの茶器

岩手県宮古市本町１－２
８

有限会社　小成園

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

サービス係（レジ担当・午
後）

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）
・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

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）

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）
・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

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

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。


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

惣菜係（７時～１５時）

2人

惣菜係での商品づくりを担当していただきます。
・揚げ物、お弁当、惣菜類全般の調理、盛付け、
パック詰め
・ある程度下ごしらえされた食材を、レシピに
沿って調理

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

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。
・パン生地の成形、焼き上げなど
・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

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

学童の家補助員／宮古養護
学童の家

1人

宮古養護学童の家において、障がいのある小学校
１年生から高校３年生までの遊び・学習・生活の
指導を行っていただきます。
・約２０名の生徒に６名から７名での業務
＊放課後児童支援員の資格があれば尚可

岩手県宮古市保久田３－
２１

特定非営利活動法
人　宮古地区いき
いきワーキングセ
ンター

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

学習塾講師（一般職チュー
ター）

2人

総合学習塾の講師として以下の業務を行っていた
だきます。
・小学生、中学生、高校生、既卒生、各種資格試
験受験者等　への学習
・進路指導

岩手県宮古市栄町１－２
５　岩舘電気宮古ビル２
Ｆ

株式会社　習学ゼ
ミ　宮古教室

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

又は10時00分～22時00分の
間の2時間以上

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・ホール業務に従事していただき
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

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

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

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
・添乗業務（送迎車の運転業務はありません）

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 9時00分～16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、乗降
介助など

＊送迎には、リフト付き車両を使用し、介護職員
が添乗しま

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）

岩手県宮古市

ホームヘルパー（地域ヘル
パー）「介護」

1人

市内に住む利用者様のご家庭を訪問し、家事及び
身体介護のサービスを提供します。
・食事、入浴、排せつの介助
・炊事、掃除、洗濯といった日常生活の手助け等
（自家用車を使用して頂きます※任意保険加入必

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1時間以上

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

2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

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（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、食器洗浄等
　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）

岩手県下閉伊郡山田町

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

一般事務及び調剤助手（ク
ローバー薬局飯岡店）

1人

調剤薬局（クローバー薬局飯岡店）において、一
般事務及び調剤助手業務に従事して頂きます。
・レセプトコンピューター操作
・薬局受付
・調剤助手

岩手県岩手郡雫石町南畑
３１地割９２－１６

有限会社　タカ・
コーポレーション

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード・エ
クセル） 岩手県下閉伊郡山田町

調理（岩手県宮古市田老）

1人

学校給食センター内での調理業務全般
（準備、後片付け、掃除も含む）

１０００食分を１２名で調理しています。

弘前市田園４－１１－９ 一冨士フードサー
ビス株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市



800円～900円

パート労働者 不問 03030- 3141991

(1) 8時15分～12時15分

850円～950円 (2) 8時15分～17時00分

パート労働者 不問 03030- 3142491

(1)12時30分～17時00分

800円～800円 (2) 8時00分～17時00分

パート労働者 不問 03030- 3143791

800円～800円

パート労働者 不問 03030- 3148091

900円～900円

パート労働者 不問 04011- 3824591
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 35020-11029291

(1) 9時00分～15時00分

790円～790円

有期派遣パート 不問 03010-21783891
ホームヘルパー２級または 変形（１ヶ月単位）
介護初任者研修　以上 (1) 8時00分～18時00分

958円～958円

パート労働者 不問 03010-21705391

(1) 9時00分～14時00分

835円～835円

パート労働者 不問 03010-21708491
看護師、准看護師、
保健師　いずれか (1) 9時00分～16時00分

1,526円～1,526円 (2) 9時00分～15時00分

パート労働者 不問 03030- 3196191

(1)13時00分～21時15分

785円～800円

パート労働者 不問 03030- 3197091

(1)13時00分～21時15分

785円～800円

パート労働者 不問 03030- 3198391

(1)17時00分～23時00分

762円～762円

パート労働者 18歳以上 03030- 3175491

(1)10時00分～15時00分

850円～900円

パート労働者 不問 03030- 3176791

(1) 9時00分～13時00分

850円～850円 (2) 9時00分～17時00分

パート労働者 不問 03030- 3179591

4

調剤事務

1人

主にレセプトコンピュータを使用した調剤事務を
担当していただきます。
・診療報酬明細書（レセプト）入力及び作成
・その他指示された業務及びそれに付随する業務
・場合によっては配達等の外出用務もしていただ

岩手県宮古市保久田３番
９号

合同会社　あすな
ろ薬局

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

厨房及びホール（宮古店）

1人

宝介宮古店にて厨房及びホール業務を行います。
・ホール業務（席へのご案内、注文の受付、配
膳、下膳）
・厨房で盛り付けなどの調理補助、食器・調理器
の洗い物

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）１７時～

1人

ローソン宮古田老店での業務となります。
・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。
・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

レジ業務

5人

レジチェッカーを担当します。
・レジ操作（自動ツリ銭機）
・接客、袋詰め等

採用後は担当者が指導しますので、２～３日で仕

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

売場担当

5人

売場担当となります。
・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

車や釣り、ＤＩＹや植物に興味のある方、ペット

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

看護職員　　　　　　「看
護」

1人

入所及び施設利用者の健康管理を行います。
・医療日誌等の記録管理（ＰＣ入力）
・服薬管理
・治療看護、通院付添支援（運転業務なし）
・嘱託医師及び医療機関との連携

岩手県宮古市崎山５－８
８

岩手県沿岸知的障
害児施設組合（は
まゆり学園）雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

デイサービス厨房スタッフ
（宮古）

1人

ニチイケアセンター宮古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

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）

（集団給食経験あれば尚可） 岩手県宮古市

デイサービスの介護員（宮
古）「介護」

2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

電子部品組立・梱包（宮古
市）

1人

派遣先事業所において、下記業務を行っていただ
きます。
・手作業による部品の取り付け
・梱包業務
・簡単な機械操作

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

月未満）

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

（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

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 7時00分～ 2時00分の
間の3時間程度

岩手県宮古市

販売員

2人

新宮古魚菜市場店店舗において販売を担当してい
ただきます。
・魚・貝・海藻等魚介類の販売
・商品発送対応　　　　　
・鮮魚さばき・パック詰め・陳列　　　

岩手県宮古市五月町１－
１

有限会社　岩船商
店

雇用期間の定めなし

又は 8時00分～16時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

販売

1人

インフォメーションセンターにおける下記の業務
・たばこ、切手、印紙等の販売および管理
・氷の販売、管理（製氷機使用）
・催事場及びイートインスペースの管理、清掃
・ゆうパックの取扱い

岩手県宮古市五月町１番
１号

株式会社　魚菜
サービス

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護助手・補助　「看護」

1人

当クリニックにおいて、看護助手業務を担当して
いただきます。
・診察材料の準備、整理
・看護師の仕事の補助
・その他付随する業務

岩手県宮古市保久田４－
７

佐藤雅夫クリニッ
ク

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

当院において歯科助手業務に従事します。
・歯科医師の診療補助
・治療器具のセッティング
・使用済み器具の洗浄
・その他関連する業務を行っていただきます。

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

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


