
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) 8時00分～18時00分

958円～958円

パート労働者 不問 03010-28744691

(1) 5時30分～10時00分
800円～800円

パート労働者 不問 03030- 4186491

(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- 4190091
交替制あり
(1)10時00分～14時00分

790円～900円 (2)16時30分～21時00分

パート労働者 不問 03030- 4198591

(1) 9時00分～17時00分
880円～880円

パート労働者 不問 03030- 4199191

(1) 8時00分～16時00分
790円～790円 (2) 8時00分～15時00分

パート労働者 不問 03030- 4211591

800円～1,000円

パート労働者 64歳以下 03030- 4026591

(1) 7時30分～16時30分
850円～850円

パート労働者 不問 03030- 4032291

(1)17時00分～21時00分
850円～900円

パート労働者 不問 03030- 4036391
薬剤師

1,800円～2,200円

パート労働者 不問 03030- 4039491

(1)11時00分～14時00分
790円～850円 (2)17時00分～20時00分

パート労働者 不問 03030- 4051091
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- 4057891

(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- 4062991
幼稚園教諭・保育士

いずれか
800円～900円

パート労働者 59歳以下 03030- 4073891

(1) 8時30分～13時00分
900円～900円 (2)12時00分～17時00分

パート労働者 不問 ・事務経験のある方 03030- 4075591

(1) 9時30分～17時15分
900円～900円

パート労働者 不問 03030- 4086091

(1)15時00分～20時00分
800円～900円

パート労働者 不問 03030- 4089991
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- 4097991
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     （12月6日時点の内容です）

　１２月２日　から　１２月６日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は１２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

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
月未満）

岩手県宮古市

ホテル朝食係

1人

ホテル宮古ヒルズステーション店において、朝食
係に従事していただきます。
・宿泊したお客様の朝食作り、盛付け、配膳
・後片付け、清掃
・買い物

岩手県宮古市和見町５－
１

ブリーズベイオペ
レーション６号　株
式会社　（ホテル宮
古ヒルズステーショ
ン店）

雇用期間の定めなし

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

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

学童支援員補助（短期）

6人

各学童で支援員業務に従事します。
・児童の見守り（遊び相手）
・電話対応
・教室内清掃
・その他付随する業務（おやつ準備等）

岩手県宮古市五月町２－
１３

公益社団法人　宮
古市シルバー人材
センター雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県宮古市

菓子製造卸販売業

1人

菓子製造に係る業務を行っていただきます。
・菓林糖の製造を中心として下記の菓子を作って
います
・店舗用の洋菓子（ケーキ、シュークリーム、
ロールケー　　キ、マフィン、ドーナツ、ワッフ

岩手県宮古市田老字八幡
水神３７－１

田中菓子舗

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

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

調理補助

2人

浄土ヶ浜レストハウスの厨房内において、調理補
助に従事していただきます。
・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

岩手県宮古市

販売員・チェッカー／１７
時～

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

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

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

岩手県宮古市

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

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

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

一般・経理事務

2人

一般事務及び経理事務全般を行います。
・帳簿記帳、請求書作成（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

岩手県宮古市

・パソコン（ワード・エク
セル）操作のできる方

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

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

◎ 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１２月１２日発行  



(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- 4099791

(1) 7時00分～15時00分
830円～830円

パート労働者 不問 03030- 4100691

(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- 4101991

(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- 4102491
介護職員初任者研修修了者

ホームヘルパー２級
1,100円～1,700円

パート労働者 不問 03030- 4103791

(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- 4104891

(1)18時30分～22時30分
920円～920円

パート労働者 18歳以上 03030- 4105291

(1)13時00分～22時00分
950円～950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- 4107191

(1)12時30分～20時30分
880円～880円

パート労働者 59歳以下 03030- 4110791

(1) 6時00分～ 9時00分
850円～850円

パート労働者 不問 03030- 4111891

800円～800円

パート労働者 不問 03030- 4113591

(1)22時00分～ 6時00分
1,000円～1,000円

パート労働者 18歳以上 03030- 4114191

900円～900円

パート労働者 不問 03030- 4117691
変形（１年単位）
(1) 8時00分～11時00分

800円～1,000円 (2)14時00分～17時00分

パート労働者 不問 03030- 4125691

800円～800円

パート労働者 不問 03030- 4133691
介護職員初任者研修修了者

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- 4134991
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- 4135491
看護師または准看護師

(1) 9時30分～16時00分
1,083円～1,471円

パート労働者 不問 03030- 4136791

(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- 4151491
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- 4152791

2

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

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

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

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

訪問介護「介護」

1人

市内に住む利用者様のご家庭を訪問し、以下の業
務を行っていただきます。訪問件数は１日５～６
件です。
・食事、入浴、排泄の介助
・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

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

販売員（１日４時間）

1人

医薬品、化粧品、雑貨等を取り扱う店舗にて販売
に係る業務を行っていただきます。
・レジ打ち
・接客
・品出し

岩手県宮古市磯鶏石崎２
－１２

株式会社　ツルハ
ドラッグ　磯鶏店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

レジチェッカー・品出し
（１２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

販売員（６時～９時）

2人

コンビニ店での販売及び接客業務に従事していた
だきます。主にレジ業務・袋詰め・商品陳列・品
出しなどを行っていただきます。また、店舗内外
の清掃もしていただきます。


岩手県下閉伊郡山田町大
沢第１地割４３番地５号

セブン－イレブン
山田町大沢店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

販売員（９時～２２時）

2人

コンビニ店での販売及び接客業務に従事していた
だきます。主にレジ業務・袋詰め・商品陳列・品
出しなどを行っていただきます。また、店舗内外
の清掃もしていただきます。


岩手県下閉伊郡山田町大
沢第１地割４３番地５号

セブン－イレブン
山田町大沢店

雇用期間の定めなし

又は 9時00分～22時00分の
間の4時間以上

岩手県下閉伊郡山田町

販売員（２２時～６時）

2人

コンビニ店での販売及び接客業務に従事していた
だきます。
主にレジ業務・袋詰め・商品陳列・品出しなどを
行っていただきます。また、店舗内外の清掃作業
も行っていただきます。

岩手県下閉伊郡山田町大
沢第１地割４３番地５号

セブン－イレブン
山田町大沢店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

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

鮮魚出荷

2人

当社作業場で主に以下の業務に従事します。
・商品（鮮魚や加工品など）の箱詰め
・機械を使ってのフィレ加工他、水産加工
・その他付随する業務


岩手県宮古市太田一丁目
７番６号

有限会社　伊藤水
産

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員

2人

新宮古魚菜市場店の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

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

月未満）
又は 7時00分～18時00分の
間の1時間以上

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

月未満）

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

月未満）
又は 9時00分～16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おいて、下記の仕事に従事
します。
・盛り付けなど簡単な調理
・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

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

月未満）

岩手県宮古市



普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分

790円～1,300円

パート労働者 不問 03030- 4154291

(1)15時00分～21時00分
795円～795円

パート労働者 不問 03030- 4166091
歯科衛生士

800円～1,200円

パート労働者 不問 03030- 4167391

800円～900円

パート労働者 不問 03030- 4169991
変形（１年単位）

790円～790円

パート労働者 不問 03030- 4171291

(1) 9時00分～15時00分
790円～820円

パート労働者 64歳以下 03030- 4172591

(1)17時00分～23時00分
790円～790円

パート労働者 18歳以上 03030- 4175391
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- 4177991
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- 5822791
看護師

1,200円～1,200円

パート労働者 59歳以下 05020- 5284791

(1) 7時30分～13時00分
790円～790円

パート労働者 不問 06030-10824791
美容師

普通自動車免許 (1) 9時30分～12時00分
1,500円～2,100円

パート労働者 不問 15110- 7629991
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- 4238191

(1)23時00分～ 0時00分
1,050円～1,050円

パート労働者 18歳～59歳 04010-80450491

900円～900円

パート労働者 不問 04011- 5152191

(1) 9時00分～16時00分
850円～850円

有期派遣パート 不問 03010-29138891
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～15時00分
850円～850円

パート労働者 不問 03030- 4221091

850円～900円

パート労働者 18歳以上 03030- 4222391

(1) 6時00分～ 9時00分
850円～900円 (2)20時00分～ 2時00分

パート労働者 60歳以上 03030- 4223691

(1) 6時00分～ 9時00分
850円～900円

パート労働者 不問 03030- 4224991

3

電気工事作業員・技術者
「建設」

2人

設備工事全般及び附帯作業のうちの電気設備配線
工事作業
・主に商店、コンビニエンスストア、水産加工関
係の事業所　等の工事
・屋内の電気配線工事

岩手県宮古市大字津軽石
１０－３３７－１７

有限会社　赤松エ
ンジニアリング

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員（ファミリーマート
新里店）１５：００～

1人

コンビニエンスストア業務全般に従事していただ
きます。
・レジ業務での接客応対
・商品袋詰めや商品の品出・補充
・ファーストフードの調理

岩手県宮古市刈屋１１－
５２－１

有限会社　丸坂商
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

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

仕上係

1人

オイルシールの仕上げ加工業務全般を行います。
・機械や手作業での仕上げ加工作業となります。

※オイルシール…各種機械等に使用される部品


岩手県下閉伊郡岩泉町小
本字内の沢２―２

有限会社　岩泉ゴ
ム工業

雇用期間の定めなし

又は 8時00分～17時20分の
間の4時間以上

岩手県下閉伊郡岩泉町

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

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

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

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

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

（介護経験者を優遇）
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

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

山形県飽海郡遊佐町比子
字白木２３－３６２

本間物産　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＜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

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

清掃スタッフ

3人

アミューズメント施設の閉店後清掃
　掃き、拭き、モップ掛け、ゴミ回収、トイレ掃
除

宮城県仙台市若林区大和
町５丁目２３－１７

株式会社　ブリー
ズ

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

データ入力（山田町）

1人

派遣先事業所において、次の業務を行っていただ
きます。
・品質データをパソコンに入力
・データの印刷
・ファイリング

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）
パソコンの基本操作ができ

る方
（Ｗｉｎｄｏｗｓ、エクセ

ル、ワード、印刷） 岩手県下閉伊郡山田町

一般事務

1人

・パソコンを使用しての入力作業（ワード・エク
セル）
・電話対応、来客対応

※入力作業は、定められた様式への入力が主にな

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根第１８地割２４４番
７

０ＵＨＩ株式会社

雇用期間の定めなし

事務経験 岩手県下閉伊郡山田町

ハンバーガー類の製造・販
売

3人

【販売】・お客様の注文の承りとお会計
　　　　・注文品を取り揃えてお渡し
　　　　・客席、トレイの清掃
　　　　・ハンバーガーの販売、接客
　　　　・ピーク時に備えるための仕込み、準備

岩手県宮古市宮町１－１
－３８

ヒロフーズ株式会
社　マクドナルド
１０６宮古店雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）
又は 6時00分～ 2時00分の
間の3時間以上

岩手県宮古市

ハンバーガー類の製造・販
売【シニア】

5人

【販売】・お客様の注文の承りとお会計
　　　　・注文品を取り揃えてお渡し
　　　　・客席、トレイの清掃
　　　　・ハンバーガーの販売、接客
　　　　・ピーク時に備えるための仕込み、準備

岩手県宮古市宮町１－１
－３８

ヒロフーズ株式会
社　マクドナルド
１０６宮古店雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県宮古市

原材料の搬入作業

1人

マクドナルド１０６宮古店において、原材料の搬
入作業を　担当していただきます。
・店舗で使用する冷凍品、冷蔵品、一般品の搬入
作業
＊搬入した原材料の消費期管理の為のローテー

岩手県宮古市宮町１－１
－３８

ヒロフーズ株式会
社　マクドナルド
１０６宮古店雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県宮古市



1,350円～2,500円

パート労働者 不問 03030- 4229591

860円～860円

パート労働者 不問 03030- 4231691

(1)13時30分～17時30分
880円～880円

パート労働者 不問 03030- 4232991
調理師

(1) 8時00分～16時00分
800円～900円

パート労働者 不問 03030- 4234791

(1) 8時30分～16時00分
1,692円～1,692円

パート労働者 不問 04010-80137291
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～17時00分
920円～1,030円

パート労働者 64歳以下 03010-28957891

900円～1,150円

パート労働者 不問 10020-23799391
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～17時00分
890円～1,000円

パート労働者 64歳以下 35020-15163091

4

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

レジ担当／オール店

1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

学童支援員補助

1人

学童の家において支援員補助業務に従事します。
・児童の見守り（遊び相手）
・父兄の対応
・電話対応
・日誌、報告書等作成事務

岩手県宮古市五月町２－
１３

公益社団法人　宮
古市シルバー人材
センター雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県宮古市

調理師

1人

園児の給食調理業務を担当していただきます。

・調理、食器洗浄、清掃など　　　　　　　　　
・食器洗浄は洗浄機を使用


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）

調理業務経験者 岩手県宮古市

入学試験監督補助

1人

東北福祉大学入学試験、宮古会場の試験監督補助
です。
２／２（日）～２／６（木）５日間のお仕事で５
日間勤務できる方。

宮城県仙台市青葉区本町
１丁目１－８　第一日本
オフィスビル３階

株式会社　栄美通
信　仙台支社

日雇

岩手県宮古市

会員管理係（宮古支店）

2人

○会員様のサポート業務
　定期訪問、電話対応、集金等
※自家用車での外回りが主な業務となります。
（乗りなれない社用車ではないため安心して業務
に集中して　頂けます）

岩手県盛岡市津志田南３
丁目１４番６５号【求人
票郵送先指定あり】

株式会社　サン
ファミリー　（愛
グループ）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

パート／店舗スタッフ／宮
古店／３０１６／急募

1人

主に次のような店舗内業務をお願いします。
　＊販売業務
　　（小物家電製品、理美容用品、調理家電な
ど）
　＊店内の各売り場でのレジ会計

群馬県高崎市栄町１番１
号

株式会社　ヤマダ
電機

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

又は10時00分～21時00分の
間の7時間程度

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

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

～  ハ ロ ー ワ ー ク か ら の お 知 ら せ  ～ 

 週間求人情報につきましては、令和２年１月６日より、ハローワーク 

 

 のシステム改修に伴い、当分の間、簡易版での提供となります。  

 

 ご不便をおかけいたしますがご了承願います。 


