
(1)17時30分～ 8時30分
616円～616円

パート労働者 18歳以上 03030- 3862791

(1)12時00分～16時00分
790円～790円

パート労働者 不問 03030- 3863891
交替制あり

790円～800円

パート労働者 不問 07010-15842991
普通自動車免許ＡＴ

介護職員初任者研修修了者

ホームヘルパー２級 1,300円～1,500円

パート労働者 69歳以下 03030- 3844991
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
850円～850円 (2)12時00分～21時00分

パート労働者 不問 03030- 3847891

(1)17時00分～21時00分
790円～850円

パート労働者 不問 03030- 3849591
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時00分
900円～1,125円 (2)16時15分～ 0時30分

パート労働者 18歳以上 03030- 3851691

790円～1,000円

パート労働者 18歳以上 03030- 3853491
危険物取扱者乙種４類 変形（１年単位）

以上 (1) 8時30分～17時00分
800円～800円

パート労働者 不問 03030- 3854791

(1)14時00分～18時30分
850円～850円

パート労働者 不問 03030- 3855891

(1)17時00分～21時30分
830円～830円 (2)16時00分～21時30分

パート労働者 不問 03030- 3856291

(1) 8時30分～13時00分
800円～800円 (2) 7時30分～13時00分

パート労働者 不問 03030- 3857591

(1)16時00分～21時00分
867円～867円

パート労働者 不問 02020-16380791

1,000円～1,100円

パート労働者 18歳以上 03010-25888291

1,000円～1,100円

パート労働者 18歳以上 03010-25889591

(1)22時00分～ 0時00分
800円～1,040円

パート労働者 18歳以上 03010-25890391

(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 03010-25891691

(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 03010-25892991

1

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
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

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
月以上）

岩手県宮古市

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
月以上）

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

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

グローサリー【ファル磯鶏
店】

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

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

農産担当／コープ西ケ丘店

1人

農産業務全般に従事していただきます。
○野菜・果物の商品化、陳列、発注作業
○レジ業務の応援
（バーコード読込み、レジスター操作、商品代金
の精算、

岩手県宮古市西ヶ丘１丁
目６－１

いわて生活協同組
合　コープ西ヶ丘
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

レジ担当／コープ西ケ丘店

1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
・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

岩手県宮古市西ヶ丘１丁
目６－１

いわて生活協同組
合　コープ西ヶ丘
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

指導員／津軽石学童の家

1人

学童の家において、下記業務を行います。
・児童（小学校低学年）の指導、安全管理等
・児童と一緒に運動、遊び、学習の見守り等

教員免許、保育士資格お持ちの方は優遇します。

岩手県宮古市赤前第３地
割１４－１１

社会福祉法人　慈
愛会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 7時30分～18時30分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

油槽所管理

1人

千徳油槽所において下記の業務を行っていただき
ます。
・灯油、軽油の荷受け
・来客時の伝票記票
・簡単な清掃等

岩手県宮古市港町２－２
２

カメイ物流サービ
ス株式会社　宮古
営業所雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

清掃業務

2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、敷地内の清掃作業
・その他、フロント業務（電話対応等）もお願い
します。

岩手県宮古市根市第７地
割８２－２

有限会社　千葉木
工住宅

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

岩手県宮古市

カウンター及びホールス
タッフ

3人

パチンコ、スロット店のスタッフとして、お客様
に快適に遊技をしていただくためのサービスを提
供する仕事となります
・カウンター業務
・ホール業務

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

ホールスタッフ（浜処いっ
ぷく）１７時～

1人

夕食ホールスタッフに従事していただきます。
・接客、配膳
・レジ業務
・片付け、皿洗い等になります。


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

ガソリンスタンド販売員

1人

・接客、洗車等の際の車両誘導、窓拭き、ゴミ捨
て
・給油業務、洗車の補助業務

○勤務日は週１日からでも相談可能です。

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

介護員「介護」

1人

訪問介護ヘルパー業務に従事していただきます。
・当社の介護タクシーに同乗し、通院介助を行う
のが主な業　務
・依頼の状況によっては、家事の代行
・食事・入浴・排泄などの介助

岩手県宮古市築地一丁目
１－４４

有限会社　川崎タ
クシー

雇用期間の定めなし

又は 7時00分～19時00分の
間の4時間以上

岩手県宮古市

婦人服販売員（宮古）

2人

＊婦人服の店頭での接客販売及び付帯する一切の
業務を行っ　ていただきます。

・商品搬出入　・簡単な清掃
・集計作業含むレジ業務

福島県伊達市梁川町字東
土橋２３

株式会社大三

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

販売経験者尚可
又は 9時30分～20時00分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

事務

1人

一般事務を担当していただきます。
・書類作成等
　パソコン（ワード・エクセル）を使用
・主に外国人受入関係の書類作成となります
・電話、来客応対等

岩手県宮古市向町２番３
４号

有限会社　介護施
設　あお空

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード・エ
クセル）

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

当直専門員（総務課）

1人

岩泉町役場にて、庁舎管理業務（宿直）を行いま
す。
・施設内及び施設周辺の見回り（３回程度の巡
回）
・施錠、解錠、消灯確認

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字惣畑５９－５

岩泉町役場

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

     （11月8日時点の内容です）

　　１１月　１日　から１１月　８日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は１１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

◎ 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 

令和元年１１月１４日発行  



800円～800円

パート労働者 不問 03030- 3715991
普通自動車免許一種

(1) 9時00分～16時00分
790円～790円

パート労働者 不問 03030- 3719291

(1)13時00分～17時00分
900円～900円

パート労働者 67歳以下 03030- 3720091

(1) 8時00分～17時00分
790円～790円

パート労働者 不問 03030- 3731991

860円～860円

パート労働者 不問 03030- 3734891

800円～850円

パート労働者 不問 03030- 3746391

900円～950円

パート労働者 不問 03030- 3754391
介護職員初任者研修修了者 変形（１ヶ月単位）
ホームヘルパー２級 (1)16時45分～ 8時45分

856円～856円

パート労働者 18歳以上 03030- 3773491
普通自動車免許一種

790円～800円

パート労働者 不問 03030- 3781491

(1)17時00分～20時00分
880円～930円 (2)17時00分～21時00分

(3)20時00分～23時00分

パート労働者 不問 03030- 3791791
幼稚園教諭免許または

保育士 (1) 7時00分～11時00分
800円～850円 (2)15時00分～19時00分

パート労働者 不問 03030- 3792891

(1)17時00分～20時00分
880円～930円 (2)17時00分～21時00分

(3)20時00分～23時00分

パート労働者 不問 03030- 3795191

830円～900円

パート労働者 不問 03030- 3801391

(1) 6時00分～10時00分
790円～790円

パート労働者 不問 03030- 3819391

(1)16時00分～21時00分
850円～900円

パート労働者 不問 03030- 3821891
理容師、美容師いずれか

(1) 9時30分～15時30分
900円～1,200円

パート労働者 不問 03030- 3826391

(1) 8時00分～12時00分
850円～850円 (2)16時00分～19時00分

パート労働者 不問 03030- 3827691

(1)10時00分～15時00分
800円～800円 (2)14時30分～19時30分

パート労働者 不問 03030- 3831591

(1) 8時00分～13時30分
950円～950円 (2) 8時00分～17時00分

パート労働者 不問 03030- 3836991

(1)14時00分～22時00分
1,000円～1,000円 (2)17時00分～22時30分

パート労働者 18歳以上 03030- 3840191

2

販売員

1人

・接客、ＰＯＳレジ操作
・商品陳列、補充、商品袋詰め
・一部値付け、配送車の荷受、店舗内の清掃業務
等


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～18時00分の
間の7時間程度

岩手県下閉伊郡田野畑村

事務全般

1人

・建設業に関する事務業務全般
・一般住宅や土木、公共工事に関する各種書類作
成（ＰＣ
　入力）
・電話、来客対応

岩手県宮古市太田一丁目
８番２０号

有限会社　乙戸建
設

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）出来る方

販売員

1人

・鮮魚、水産食品の販売、商品のパック詰め
・接客応対、会計、伝票の記入、清掃
・その他店内の業務全般

＊魚菜市場内の店舗での勤務となります

岩手県宮古市藤原一丁目
３－４

有限会社三上商店

雇用期間の定めなし

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

レジ担当／豊間根店

1人

びはんストア豊間根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

保育士補助「保育」

1人

保育業務全般を行います。０～６歳の保育を行っ
ており、現在は２８名の園児を６名で対応してお
ります。
・担当は３歳児で保育士の指示を受け保育補助業
務

岩手県下閉伊郡山田町大
沢８－１９－２

社会福祉法人　大
沢愛育会　大沢保
育園雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は 8時30分～13時30分の
間の5時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

販売員

1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

月以上）
又は 9時30分～19時30分の
間の6時間程度

岩手県宮古市

介護員夜間専従／清寿荘
「介護」

1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

月以上）

岩手県宮古市

環境整備、清掃

1人

請負先敷地内の環境整備、清掃及びゴミ運搬作業
に従事。
・草刈り、刈払い等の環境整備
・掃除機掛け、モップ拭などの清掃業務
・病院等請負先でのゴミ収集及び、市内清掃セン

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～16時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

キッチンスタッフ／牛角

5人

おしゃれで家庭的な雰囲気の焼肉店『牛角宮古
店』でのお仕事です。
・お肉の盛り付け、仕込み等簡単な調理
・後片付け　など


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

保育補助「保育」

3人

０歳から５歳児の保育補助業務を担当していただ
きます。
・食事のお世話　　
・遊びの見守り
・お着替え・トイレ等の補助

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）

岩手県宮古市

ホールスタッフ／牛角

5人

おしゃれで家庭的な雰囲気の焼肉店『牛角宮古
店』でのお仕事です。
・お客様をお席にご案内し、ご注文をお伺い
・ドリンクや料理を運ぶ
・後片づけ　など

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／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

販売員（田老店）６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。

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

厨房及びホール（宮古店）
１６時～

1人

宝介宮古店での業務となります。
・接客業務（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
・店内の清掃、食器・調理器の洗い物、その他付

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

理容美容補助アシスタント

1人

理容、美容を行っています。
・バックシャンプー
・シャンプー後の頭皮や肩マッサージ
・店内清掃、洗濯等


岩手県宮古市西町１丁目
２－２４

ｓｔｏｒｉｅｓ

雇用期間の定めなし

バックシャンプーができる
方

又は 9時30分～15時30分の
間の2時間以上

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におけるお客様への応対、
サービス
・車両の誘導、給油、洗車、窓ふき、会計
・その他付随する業務


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

販売員・チェッカー

2人

スーパーマーケット玉木屋においてレジチェッ
カー係を担当していただきます。
・接客、レジ業務（自動つり銭機）
・商品の品出し
・店舗内の清掃作業など　

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

フロントスタッフ（早番）

1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

夕食レストランキッチン・
ホールスタッフ

1人

夕食バイキングレストランの担当です。主に下記
の業務に従事していただきます。
・ホール接客
・厨房洗い場
・調理補助

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



交替制あり

914円～1,146円

パート労働者 不問 03010-26632891

(1) 9時30分～15時30分
880円～880円

パート労働者 不問 03030- 3877391

(1) 9時00分～15時00分
796円～796円

パート労働者 不問 03030- 3894691

(1) 7時00分～12時00分
887円～887円

パート労働者 不問 02020-16799491
交替制あり
(1)10時00分～15時00分

850円～850円 (2)15時00分～20時00分
(3) 9時00分～14時30分

パート労働者 59歳以下 03010-26456191
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 03010-26554591
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 03010-26555191

(1)17時30分～19時30分
900円～900円

パート労働者 不問 03010-26557391
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 03010-26558691
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 03010-26559991

(1) 5時00分～13時00分
790円～790円 (2) 7時00分～15時00分

(3)15時00分～19時00分

パート労働者 不問 03030- 3865591

(1) 9時00分～15時00分
790円～822円

パート労働者 不問 03030- 3866191

790円～790円

パート労働者 不問 03030- 3870491

3

岩手県警察職員（事務補助
員／会計年度任用職員）宮

13人

警察事務の補助業務としてデータ入力、窓口業
務、広報活動、少年補導活動、電話交換業務等に
従事します。

※募集人員は以下の通りです。

岩手県盛岡市内丸８－１
０

岩手県警察本部
警務課

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 8時00分～17時45分の
間の6時間程度

岩手県宮古市　他

事務補助員／配電課（９：
３０～）

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

成形品の外観検査

2人

電子部品に使用されるプラスチック成形品の検査
作業に従事していただきます。
・目視での検査や拡大鏡・実体顕微鏡を使用して
の検査
・細かい作業ですので、視力を必要とする仕事に

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

デリカ【ファル磯鶏店】

1人

惣菜加工販売業務全般
・寿司、弁当の製造
・揚げ物、焼き物などの製造
・パック作業及び値付け
・商品の品出し及び陳列

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

クリーニング受付（宮古千
徳店）

1人

クリーニングの受渡し業務
・受付
　クリーニング専用レジスターにてクリーニング
品の素材、
　デザイン等により料金を設定。生地の破れ、ほ

岩手県紫波郡矢巾町大字
広宮沢第１１地割５０２
－２

株式会社　博扇堂
クリーニングセン
ター雇用期間の定めなし

パソコン操作（キーボード
入力）可能な方

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

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（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

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

調理員／青少年の家

1人

「陸中海岸青少年の家」の食堂において、利用者
の朝食・昼食・夕食調理業務
・材料下準備、盛付、片付け、清掃など
・宿泊者や利用者の人数によりますが、約１００
食前後とな　ります

岩手県下閉伊郡山田町織
笠１４－３２－１町民グ
ランド仮設住宅１４－５

ケイエム企画

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

クリンクルー（９時～１５
時）

1人

建物清掃全般を行います。
・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。
・就業場所により、直行直帰または事務所に集合
して移動と　なります。

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）

岩手県宮古市

コンビニエンスストア販売
員

1人

コンビニエンスストア販売業務全般に従事してい
ただきます
・レジ・接客対応
・商品発注
・商品袋詰め、品出し、陳列

岩手県宮古市田鎖８－１
４－９

有限会社　アワツ

雇用期間の定めなし

又は16時00分～21時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市


