
(1)16時00分～21時00分
1人 900円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 2611921

(1)23時00分～8時00分
1人 821円～821円

パート労働者 18歳以上 03030- 2615821

(1)15時00分～22時00分
1人 821円～821円

パート労働者 不問 03030- 2616221
普通自動車免許ＡＴ

1人 1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 2617521

(1)20時00分～0時00分
3人 1,500円～1,500円

パート労働者 20歳～64歳 03030- 2624221

1人 850円～900円

パート労働者 64歳以下 03030- 2626421

(1)8時00分～12時00分
1人 875円～875円

パート労働者 不問 03030- 2631821

(1)13時00分～17時00分
5人 847円～847円

パート労働者 不問 03030- 2633521

(1)8時00分～15時00分
1人 821円～821円

パート労働者 不問 03030- 2634421

歯科衛生士
1人 1,000円～1,300円

パート労働者 不問 03030- 2636621

1人 850円～900円

パート労働者 不問 03030- 2593721
交替制あり
(1)8時30分～17時15分

1人 864円～1,266円 (2)16時30分～1時15分
(3)0時30分～9時15分

パート労働者 不問 入力程度ができれば尚可 03030- 2594821
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)6時30分～13時30分
2人 923円～923円 (2)12時30分～19時30分

パート労働者 不問 03030- 2595221

2人 1,110円～1,750円

パート労働者 59歳以下 03030- 2600521

2人 1,170円～1,750円

パート労働者 59歳以下 03030- 2601421
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 870円～900円

パート労働者 64歳以下 03030- 2604921
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1)7時30分～15時30分
1人 836円～938円 (2)8時30分～16時30分

(3)11時15分～19時15分

パート労働者 不問 03030- 2580321

(1)17時00分～22時00分
1人 821円～821円

パート労働者 不問 03030- 2584021

1

事業所名
求人番号

食堂スタッフ 宿泊・日帰り入浴施設「うみねこ温泉湯らっく
す」において、宿泊するお客様に対して下記の業
務を行っていただきます。
・夕食時間帯の提供業務（配膳及び後片付け）
・その他指示された業務及び上記に付随する業務

岩手県下閉伊郡山田町川向
町６－４９

天翔水産株式会社
うみねこ温泉湯らっ
くす

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

（8月5日時点の内容です）

８月１日　から　　８月５日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は８月１８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

販売員（宮古根市店）１５
時～２２時

ローソン宮古根市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

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（磯鶏石崎店）２３
時～８時

ローソン宮古磯鶏石崎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

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

ホールスタッフ／カフェ
バーヴァリリア

カウンター越しの接客（カウンター２０席）
お酒とチャームの提供
カラオケ準備
店内清掃等

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

岩手県宮古市

訪問介護員 ・オムツ交換、そうじ、調理
・食事介助、入浴介助、通院介助　など
＊自家用車を使用していただきます。（手当等配
慮あり）
＊支援の必要な利用者（要支援・要介護）の自宅

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第３地割３番地８

有限会社　すずらん
介護事業所

雇用期間の定めなし
又は8時00分～17時30分
の間の4時間以上

岩手県下閉伊郡山田町

介護職員初任者研修修
了者、ホームヘルパー
２級　のいずれか

水産加工員 下記の業務に従事していただきます。
・水産物全般の箱詰め作業や一次加工作業、加工
品の袋詰め等
運転免許所持の方には、相談の上、車での配達も
お願いする場合があります。（軽トラックを使

岩手県下閉伊郡山田町船越
第１２地割２５

ヤマダイ山崎

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

事務職員 事務全般を行っていただきます。
・給与計算、会計処理、利用料請求、各種申請手
続き等
・補助的に介護業務を行う場合もあります
＊フルタイムでの採用も可能です！

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字中家２０－１０

有限会社　なかむら
（デイサービスセン
ターやすらぎ）

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
パソコン操作（ワード・エ

クセル）ができる方

クリンクルー（崎鍬ヶ崎） 建物清掃全般を行います。
・共有スペースフロアー、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番１１号

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

電子部品製造に関わる軽作
業／実田工場（午後）

電子部品の袋詰めや箱詰め等、製造に関連した作
業を行って頂きます。
・シーラー作業（ハンド機械操作）もあります。
・手先を使い、立ち作業です。
※未経験者応募可

岩手県宮古市板屋３－１１
－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

レストランフロアー ゴルフ場のレストランにおいて、下記業務を行い
ます。
・ご利用のお客様の注文、配膳、片付け
・清掃等
○フロアースタッフは他３名おります。

岩手県宮古市崎山第４地割
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9時00分～16時00分

の間の5時間以上
岩手県宮古市

歯科衛生士（２） 院内において、歯科衛生士業務に従事していただ
きます。
・医師の補助
・口腔衛生指導、歯科予防処置
・診療器具の準備、片付け、消毒

岩手県宮古市宮町一丁目１
－４６

坂下歯科医院

雇用期間の定めなし
又は8時30分～18時30分
の間の2時間以上

岩手県宮古市

生活支援員 生活支援に係る業務全般となります。
・当施設利用者の日中活動（軽作業）や通院、買
い物（２～３名）
　の付き添いなど
・食事、入浴、排泄、着替え等の介助

岩手県宮古市崎山第５地割
９４

社会福祉法人　若竹
会　わかたけ学園

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

看護補助（会計年度任用職
員）

当院内において看護補助業務を行います。
・入院病棟、外来での診療介助、患者搬送、備品
補充等
・パソコン入力など事務補助
・その他指示された業務

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第１
地割１１番地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～17時15分

の間の2時間以上
岩手県宮古市

看護師または准看護師 当クリニック内において、下記の看護師業務に従
事していただきます。
　＊医師の診察・検査の補助
　＊問診や診察・検査内容の説明
　＊患者様の院内誘導

岩手県宮古市黒田町７－６ やすみ整形外科クリ
ニック（仮）

雇用期間の定めなし
又は8時30分～18時30分
の間の6時間程度

岩手県宮古市

看護師・准看護師
のいずれか

理学療法士・作業療法
士　　のいずれか

生産管理：事務職（パー
ト）

生産管理担当者のサポートとして、受発注管理シ
ステムやエクセルシートへの入力、伝票発行など
のパソコン操作、生産状況や在庫状況確認などの
他、電話対応やコピー、ファイリングといった一
般的な事務作業になります。

岩手県宮古市刈屋第１４地
割５２－１

株式会社　オーレッ
クス　岩手工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市
パソコンの基本操作
（エクセル、ワード）

理学療法士または作業療法
士

当クリニック内において、下記業務に従事してい
ただきます。
　＊外来患者様のリハビリテーション業務
　＊リハビリテーション計画の作成、実施、評価
　＊院内の清掃等の付随業務全般

岩手県宮古市黒田町７－６ やすみ整形外科クリ
ニック（仮）

雇用期間の定めなし
又は8時30分～18時30分
の間の6時間程度

岩手県宮古市

販売員（保久田店）１７時
～

ローソン保久田店での業務となります。
・レジ
・品出し
・清掃
・まちかど厨房での調理

岩手県宮古市保久田８－１
６

ローソン宮古保久田
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

宮古運動公園施設管理員／
生涯学習課（会計年度任用
職員）

宮古運動公園野球場または陸上競技場に勤務とな
ります。
・施設利用者に関する電話等受付、
・利用者の案内（張り紙等作成）
・管理及び施設の維持管理業務（除草等）

岩手県宮古市宮町一丁目１
－３０

宮古市役所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

◎ 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。

令和４年８月１０日発行

TEL 0193－63－8609

ハローワーク 宮古

宮古公共職業安定所

パートタイム



(1)8時00分～14時00分
2人 821円～821円

パート労働者 不問 03030- 2586821

(1)14時00分～18時30分
1人 850円～850円

パート労働者 不問 03030- 2588521

(1)6時00分～8時00分
1人 830円～850円

パート労働者 不問 03030- 2589421
交替制あり

1人 1,000円～1,000円

パート労働者 18歳以上 03010-18146321
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1)8時15分～16時30分
2人 1,100円～1,100円 (2)16時15分～0時30分

パート労働者 18歳～59歳 03010-18123121
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1)8時40分～17時30分
1人 865円～865円 (2)11時30分～20時20分

パート労働者 59歳以下 01230-15763121
交替制あり

1人 890円～890円

パート労働者 不問 03010-17787521
交替制あり

1人 890円～890円

パート労働者 不問 03010-17790121
交替制あり

1人 890円～890円

パート労働者 不問 03010-17792721
交替制あり

1人 870円～1,000円

パート労働者 59歳以下 03010-17460221

(1)6時00分～11時00分
1人 830円～830円

パート労働者 不問 03030- 2551821

(1)11時00分～16時00分
1人 830円～830円

パート労働者 不問 03030- 2555321

(1)8時30分～17時00分
1人 920円～920円

パート労働者 不問 03030- 2557921
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～17時15分
1人 904円～904円

パート労働者 不問 03030- 2562421

(1)8時30分～13時30分
1人 830円～830円

パート労働者 不問 03030- 2570421
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時00分～10時00分
1人 904円～904円 (2)15時30分～17時30分

パート労働者 不問 03030- 2573921
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1)6時00分～8時00分
1人 923円～923円 (2)16時30分～19時30分

パート労働者 不問 03030- 2574121
交替制あり
(1)6時00分～11時00分

1人 1,100円～1,100円 (2)14時00分～19時00分
(3)16時00分～21時00分

パート労働者 不問 03030- 2575021
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時00分～12時00分
1人 850円～900円 (2)12時00分～17時00分

パート労働者 18歳以上 03030- 2452121
普通自動車免許ＡＴ

(1)0時00分～9時00分
1人 850円～900円

パート労働者 18歳以上 03030- 2453021

2

指導員／花輪学童の家 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

岩手県宮古市赤前第３地割
１４－１１

社会福祉法人　慈愛
会　学童の家

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

販売員（保久田店）８時～ ローソン保久田店での業務となります。
・レジ
・品出し
・清掃
・まちかど厨房での調理

岩手県宮古市保久田８－１
６

ローソン宮古保久田
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ユニオン宮古／ホールカウ
ンタースタッフ

パチンコ店のホール・カウンターでの接客のお仕
事です。
重たい玉運びはありません。
メダル運びや景品交換などの一般業務、その他付
随する業務や指示された業務をお願いします。

岩手県盛岡市東見前５地割
５７－１－２階

株式会社　飛鳥商事

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時00分～0時30分の

間の6時間程度
岩手県宮古市

野菜の収穫 野菜の収穫
・主にピーマンの収穫
未経験の方でもできる簡単な作業ですが視力を要
します。
また屋外での作業になるため体力を要します。

岩手県宮古市田鎖第８地割
２９番地１

ピュアファーム宮古

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

販売員（岩手県下閉伊郡岩
泉町）７．５Ｈ

ホームセンターにおいて、商品販売・陳列・発
注・配達業務、本部への諸届（伝票の発送等）を
行っていただきます。　　　　　　　
＊未経験の方でも丁寧に指導致しますので安心し
てご応募下さい。

北海道札幌市厚別区厚別中
央３条２丁目１－４０　マ
ルシンビル

ＤＣＭニコット　株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

パチンコ店スタッフ（クエ
スト宮古）

「クエスト宮古」において、下記の業務を行って
いただきます。
・ホール内での接客やカウンターでの景品交換、
パチンコ台・スロット台の簡単なメンテナンス、
店内清掃など。

岩手県盛岡市神明町４－２
０

株式会社　新栄

雇用期間の定めなし
又は8時15分～0時30分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

ドラッグストアでの販売
（登録販売者）【山田地
域】

・医薬品販売に関する業務（接客、商品管理、在
庫管理等）
・商品管理（発注、陳列、補充、整理）
・レジ業務
・店内外の清掃

岩手県盛岡市盛岡駅西通２
丁目９番１号　
マリオス６Ｆ

株式会社　薬王堂
登録販売者（一般医薬

品）
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時00分～22時15分

の間の7時間程度
岩手県下閉伊郡山田町

ドラッグストアでの販売
（登録販売者）【宮古地
域】

・医薬品販売に関する業務（接客、商品管理、在
庫管理等）
・商品管理（発注、陳列、補充、整理）
・レジ業務
・店内外の清掃

岩手県盛岡市盛岡駅西通２
丁目９番１号　
マリオス６Ｆ

株式会社　薬王堂
登録販売者（一般医薬

品）
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時00分～22時15分

の間の7時間程度
岩手県宮古市

事務員（宮古駅前校） 下記の事務業務を担当していただきます
・お客様の問合せによる電話対応
・月謝管理、給与管理
・一般事務補助（パソコン入力業務）
・そのほか付随する業務

岩手県盛岡市開運橋通５－
６　第五菱和ビル２Ｆ

株式会社　ＫＡＴＥ
ＫＹＯ秋田・岩手

雇用期間の定めなし
又は13時00分～19時00分
の間の4時間以上

岩手県宮古市

ドラッグストアでの販売
（登録販売者）【岩泉地
域】

・医薬品販売に関する業務（接客、商品管理、在
庫管理等）
・商品管理（発注、陳列、補充、整理）
・レジ業務
・店内外の清掃

岩手県盛岡市盛岡駅西通２
丁目９番１号　
マリオス６Ｆ

株式会社　薬王堂
登録販売者（一般医薬

品）
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時00分～22時15分

の間の7時間程度
岩手県下閉伊郡岩泉町

販売員（ファミリーマート
宮古崎山店）５ｈ

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

岩手県宮古市刈屋第１１地
割５２番地１

有限会社　丸坂商店

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時間以上
岩手県宮古市

販売員（ファミリーマート
宮古根市店）５ｈ

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

岩手県宮古市刈屋第１１地
割５２番地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

ＧＩＧＡスクールサポー
ター／学校教育課（会計年
度職員）

ＧＩＧＡスクールサポーターとして町内小中学校
でＩＣＴ支援業務を行っていただきます。
・パソコン等端末の使用マニュアル作成
・町内小中学校の授業支援
・その他付随する業務

岩手県下閉伊郡山田町八幡
町３－２０

山田町役場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） パソコン操作（オフィ

ス等）ができること
岩手県下閉伊郡山田町

事務職 携帯電話やスマートフォンで使用される電子部品
（コネクタ）製造に関する事務処理を行っていた
だきます。
・取引先企業に対する送り状などの各種伝票処理
・専用ソフトへの数字入力

岩手県宮古市赤前第２地割
２１番地２

東北ヒロセ電機　株
式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

パソコン（ワード・エ
クセル）の基本操作が

出来る方
岩手県宮古市

運転手兼介助員 ・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
添乗します。現在、１日平均２５名の利用者があ
り、送迎エリアは市内です。大型免許所持者およ

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

受付事務／みらい接骨院 接骨院での受付業務を担当していただきます。
●受付、診療補助
●会計事務、書類整理
●予約対応
●院内・外清掃

岩手県宮古市大通４丁目５
番１号

株式会社　みなとや
薬局

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ

基本操作ができること
岩手県宮古市

グループホーム世話人（非
常勤）１

知的・精神障がいのある利用者が暮らす一軒家の
グループホームで、家事を含む生活支援業務を
行っていただきます。１ヶ所のグループホームに
利用者４～５名が必要なサポートを受けながら共
同で生活する福祉施設です。主な仕事は以下のと

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第４
地割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

グループホーム世話人（非
常勤）２

比較的軽い、知的・精神障がいのある利用者が暮
らす一軒家のグループホームで、家事を中心とし
た自立支援業務を行っていただきます。１ヶ所の
グループホームに利用者４～５名が日中は作業所
などに通いながら共同で生活している福祉施設で

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第４
地割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

ホテル清掃スタッフ／深夜
帯

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
根第１地割２１４番地２

有限会社　Ｒ（ホテ
ルＲ）

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

ホテル清掃スタッフ 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
根第１地割２１４番地２

有限会社　Ｒ（ホテ
ルＲ）

雇用期間の定めなし
又は16時00分～23時59分
の間の3時間程度

岩手県下閉伊郡山田町



普通自動車免許ＡＴ
(1)8時00分～17時00分

2人 1,050円～1,050円

パート労働者 64歳以下 03030- 2454721
普通自動車免許ＡＴ

2人 900円～900円

パート労働者 64歳以下 03030- 2455821
普通自動車免許ＡＴ

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

パート労働者 64歳以下 03030- 2457521

(1)17時00分～23時00分
2人 850円～1,500円

パート労働者 20歳以上 03030- 2461021

(1)5時00分～11時00分
2人 850円～870円 (2)6時00分～12時00分

パート労働者 64歳以下 03030- 2464221

1人 821円～831円

パート労働者 60歳以下 03030- 2465521

(1)5時30分～10時00分
2人 850円～850円

パート労働者 不問 03030- 2468621

(1)6時00分～9時00分
1人 850円～850円

パート労働者 不問 03030- 2470721

(1)9時00分～13時00分
1人 850円～850円

パート労働者 不問 03030- 2471821

(1)13時00分～17時00分
1人 850円～850円

パート労働者 不問 03030- 2472221

(1)22時00分～2時00分
1人 850円～850円

パート労働者 18歳以上 03030- 2473521
普通自動車免許ＡＴ 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
2人 900円～950円 (2)12時00分～21時00分

パート労働者 不問 03030- 2478121

(1)8時30分～12時30分
1人 1,200円～1,200円

パート労働者 不問 03030- 2481521

(1)9時00分～12時00分
1人 855円～855円

パート労働者 不問 03030- 2483321

1人 821円～821円

パート労働者 59歳以下 03030- 2484621
交替制あり
(1)17時00分～20時00分

1人 975円～975円

パート労働者 不問 03030- 2496721
変形（1ヶ月単位）
(1)10時00分～12時30分

1人 824円～830円

パート労働者 不問 03030- 2503221

(1)8時00分～12時00分
1人 830円～830円

パート労働者 59歳以下 03030- 2516921

準中型自動車免許 (1)17時00分～21時00分
3人 1,500円～1,500円

パート労働者 不問 03030- 2517121

(1)8時30分～16時30分
1人 888円～888円

パート労働者 64歳以下 03030- 2523621

3

介護職員／昭和の家（４時
間以上）

新規開所する小規模デイサービスにおける利用者
様の介護を行っていただきます。
・主に調理、食事介助、トイレ介助等
・送迎業務
・その他付随する業務

岩手県宮古市田鎖３－８ 株式会社　みやこ

雇用期間の定めなし
又は8時00分～17時00分
の間の4時間以上

岩手県宮古市

生活相談員／昭和の家 新規開所する小規模デイサービスにおける相談業
務全般に従事していただきます。利用者・家族・
関係機関との相談業務、連絡調整全般、送迎対
応、その他利用者の介護業務を行っていただきま
す。

岩手県宮古市田鎖３－８ 株式会社　みやこ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ホール・調理補助／のらく
ら

ホールにおいて接客業務及び厨房内において調理
補助的作業を行っていただきます。
○ホールにおいて接客業務
・お客様のご案内、注文受け、配膳、後片付け、
レジ等

岩手県宮古市八木沢第４地
割９７－７

ビツクベル　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員（８時間勤務） 利用者様の介護を行っていただきます。
・主に調理、食事介助、トイレ介助等
・送迎業務
・その他付随する業務
＊１８名の利用者様を５～８名程度のスタッフで

岩手県宮古市田鎖３－８ 株式会社　みやこ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

接客係 やまびこ館において下記の業務に従事していただ
きます。
・売店では会計レジ、商品袋詰めや引渡し、商品
陳列等
・ファストフードコーナーでは注文受け、簡単な

岩手県宮古市川内第８地割
２

株式会社　川井産業
振興公社

雇用期間の定めなし
又は8時30分～17時30分
の間の4時間以上

岩手県宮古市

調理員 調理課に配属となリます。
・宿泊者や団体の方への食事、レストラン、宴会
で提供する食事の　調理、盛り付けがおもな仕事
になります。
・調理業務は５～６名でおこなっております。

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
又は13時00分～21時00分
の間の6時間程度

岩手県宮古市

販売員／セブンイレブン山
田町中央店　６時～

・店内販売（接客・レジ業務）
・商品陳列、商品補充
・発注、フード調理、店内外清掃
アルバイトや副業希望の方も歓迎します。
初めての方でも丁寧に指導いたします。

岩手県下閉伊郡山田町中央
町５番地６

株式会社　びはんセ
ンター

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

ホテル朝食係 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

販売員／セブンイレブン山
田町中央店　１３時～

・店内販売（接客・レジ業務）
・商品陳列、商品補充
・発注、フード調理、店内外清掃
アルバイトや副業希望の方も歓迎します。
初めての方でも丁寧に指導いたします。

岩手県下閉伊郡山田町中央
町５番地６

株式会社　びはんセ
ンター

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

販売員／セブンイレブン山
田町中央店　９時～

・店内販売（接客・レジ業務）
・商品陳列、商品補充
・発注、フード調理、店内外清掃
アルバイトや副業希望の方も歓迎します。
初めての方でも丁寧に指導いたします。

岩手県下閉伊郡山田町中央
町５番地６

株式会社　びはんセ
ンター

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 ・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。
○就業時間については、本人の希望を考慮しま

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

販売員／セブンイレブン山
田町中央店　２２時～２時

・店内販売（接客・レジ業務）
・商品陳列、商品補充
・発注、フード調理、店内外清掃
アルバイトや副業希望の方も歓迎します。
初めての方でも丁寧に指導いたします。

岩手県下閉伊郡山田町中央
町５番地６

株式会社　びはんセ
ンター

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

クリンクルー（崎鍬ヶ崎１
８地割）

請負先の宿泊施設において次の業務に従事してい
ただきます。
・大浴場、脱衣室の清掃
・共用部のトイレ清掃
・ホール、廊下等の掃除機がけ

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

看護業務／デイサービスセ
ンター

デイサービス利用者に対して看護全般に従事して
いただきます。
・バイタルチェック
・服薬管理
・デイサービスで対処できる処理を始めとした健

岩手県宮古市千徳町５番３
７号

株式会社ＪＡ　ライ
フサポート宮古介護
センター

看護師、准看護師
のいずれか

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4時間程度
岩手県宮古市

販売員 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
スーツをあまり着たことがなくても、安心して働

岩手県宮古市宮町４丁目１
番１７号

株式会社　コナカ
宮古店（紳士服コナ
カ宮古店）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は10時00分～20時00分

の間の4時間以上
岩手県宮古市

道の駅業務／販売員・接客
係

【ＶｉＴＯ×ＩＷＡＩＺＵＭＩ】
・ジェラートやコーヒーの提供、接客、レジ等
【道の駅全般】
・接客、レジ、品出し、レストランのフロア係

岩手県下閉伊郡岩泉町乙茂
字乙茂９０－１

岩泉ホールディング
ス　株式会社

雇用期間の定めなし
又は8時30分～17時30分
の間の5時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

惣菜係（８：００～） 惣菜担当業務全般を行います。
・惣菜の調理、パック詰め、商品の陳列・補充な
ど
・調理については、揚げ物担当、おかず担当など
業務を分担

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字中家３０番地

有限会社　松屋商店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

施設清掃員（大浴場） 龍泉洞温泉ホテルの大浴場、炭風呂の清掃業務に
従事していただきます。
・浴槽内、排水溝、洗い場の清掃
・サウナ内の拭き掃除
・マット交換　等

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

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

畜産 当店舗において下記業務を行っていただきます。
・精肉のパック作業
・加工肉の品出し作業
・商品化作業
・値段ラベル貼り

岩手県宮古市小山田二丁目
２－１

いわて生活協同組合
宮古ショッピングセ
ンター　マリンコー
プＤＯＲＡ雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ドライバー／パート 宅配便の集荷及び配達
・宮古市内を２ｔ車を運転して集配業務を行いま
す。
＊社内規定に従い、初めは乗務見習いとして配達
の仕分け、端末操　作方法、お客様との接し方な

岩手県宮古市長町２丁目１
－３２

ヤマト運輸　株式会
社　宮古営業所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市



保育士
3人 1,002円～1,180円

パート労働者 不問 03030- 2524921

1人 1,300円～1,300円

パート労働者 不問 03030- 2530621

(1)9時30分～14時00分
2人 850円～900円

パート労働者 不問 03030- 2535821
普通自動車免許一種
大型自動車免許 (1)8時30分～16時30分

1人 大型特殊自動車免許 832円～936円

パート労働者 不問 03030- 2543821
変形（1年単位）
(1)9時00分～15時00分

2人 1,110円～1,210円

無期雇用派遣パート 不問 03070- 4574921

(1)6時00分～10時30分
4人 850円～850円 (2)15時00分～19時00分

パート労働者 不問 13080-57917321

4

保育士／こども課（会計年
度任用職員）

宮古市内保育所（公立保育所、へき地保育所）１
０か所のいずれかでの勤務となります。
・園児の日中活動の保育や記録など
・園内清掃や備品消毒など
・担当クラスや児童数は、勤務する保育所によっ

岩手県宮古市宮町一丁目１
－３０

宮古市役所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時30分～17時15分

の間の6時間以上
岩手県宮古市

看護師 介護施設・通所リハビリテーションの利用者及び
入所利用者への看護業務全般を行います。
・入所利用者（現在７５名ぐらい）
・バイタルチェック、服薬管理、健康管理、医療
処置

岩手県下閉伊郡山田町飯岡
第９地割２３－１

医療法人　晃生会
介護老人保健施設
さくら山

看護師、准看護師
のいずれか

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時00分～17時30分

の間の3時間以上
岩手県下閉伊郡山田町

キッチンスタッフ（大戸屋
宮古店）

・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１－５
８

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

運転技士兼施設管理員（会
計年度任用職員）新里

宮古市新里総合事務所にて運転技士兼施設管理員
として勤務となります。
・公用車運転業務
・庁舎管理
・施設内外の環境整備

岩手県宮古市宮町一丁目１
－３０

宮古市役所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

車両系建設機械（整
地・運搬・積込用及び
掘削用）運転技能者

岩手県宮古市

仕上げ、検査（岩泉町）
パートタイム

■仕上げ、検査
・自動車のエンジン部分に使用されるゴム製品の
仕上げ、検査
・ハサミ、工具を使い仕上げ作業
・拡大鏡を使い検査する

岩手県北上市鬼柳町都鳥１
２１番地３

株式会社　ＳＴＡＧ
ＥＵＰ

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

岩手県下閉伊郡岩泉町

調理補助【ふれあい荘】 ◎シルバー施設内での食事提供業務
　料理の盛付、配膳、下膳、洗浄などの業務で
す。
※慣れない仕事が多いかもしれませんが、未経験
からスタートしているスタッフも多いので安心し

東京都新宿区西新宿３－２
０－２　東京オペラシティ
タワー１７階

株式会社　グリ－ン
ヘルスケアサ－ビス

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市


