
交替制あり

2人 1,000円～1,000円

パート労働者 18歳以上 03010-23099221
交替制あり

調理師 (1)5時00分～14時00分
1人 850円～1,000円 (2)10時00分～19時00分

パート労働者 不問 03010-23103521
交替制あり
(1)5時00分～14時00分

1人 850円～1,000円 (2)10時00分～19時00分

パート労働者 不問 03010-23104421
交替制あり

調理師 (1)5時00分～14時00分
1人 870円～1,000円 (2)10時30分～19時30分

パート労働者 不問 03010-23105321
交替制あり
(1)5時00分～14時00分

1人 870円～1,000円 (2)10時30分～19時30分

パート労働者 不問 03010-23106621

(1)6時45分～14時00分
1人 855円～855円

パート労働者 不問 03030- 3222321
普通自動車免許ＡＴ

(1)21時00分～1時00分
1人 1,000円～1,000円

パート労働者 18歳～64歳 03030- 3225121

(1)7時30分～14時00分
1人 855円～855円

パート労働者 不問 03030- 3226021

(1)16時00分～18時00分
1人 1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 3228821

(1)10時00分～13時00分
1人 854円～854円

パート労働者 不問 03030- 3229221

(1)9時00分～15時00分
1人 855円～855円

パート労働者 59歳以下 03030- 3230621
変形（1年単位）
(1)8時30分～16時00分

1人 880円～950円 (2)9時00分～17時00分

パート労働者 59歳以下 ワード・エクセル操作 03030- 3232121

(1)16時00分～19時00分
1人 830円～830円 (2)16時00分～19時30分

パート労働者 不問 03030- 3237521
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～17時00分
2人 950円～1,010円

パート労働者 64歳以下 35020-11184021

1人 854円～854円

パート労働者 64歳以下 03030- 3173521
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～12時30分
1人 854円～1,000円 (2)9時30分～12時30分

パート労働者 64歳以下 03030- 3176621

1人 918円～918円

パート労働者 不問 03030- 3180221
変形（1ヶ月単位）
(1)15時00分～9時00分

2人 1,500円～1,600円

パート労働者 64歳以下 03030- 3201721

1

（10月7日時点の内容です）

１０月３日　から　１０月７日　までに受理した求人です。　＜次回発行日は１０月２０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

調理師（山田町）４４９ 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
＊雇用について：１年毎の契約更新あり。（但

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

事業所名
求人番号

ユニオン山田／ホールス
タッフ・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16時00分～0時30分

の間の6時間程度
岩手県下閉伊郡山田町

調理師（岩泉町）４３１ 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
　入院患者数：７５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）

岩手県下閉伊郡岩泉町

調理員（山田町）４４９ 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
＊雇用について：１年毎の契約更新あり。（但

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

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

調理員（岩泉町）４３１ 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
　入院患者数：７５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）

岩手県下閉伊郡岩泉町

クリンクルー（岩泉町） 請負先の建物内の清掃全般を行って頂きます。
・執務室の清掃
・トイレ清掃
・ごみの回収、など
始めは指導を受けながら業務を覚えて頂きますの

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

クリンクルー（宮古市宮
町）

請負先の館内清掃全般（男女トイレ、玄関、執務
室の清掃、ごみの回収と仕分けなど）を行ってい
ただきます。
・勤務日は原則月～金曜日です。
・ご自宅から直行直帰となります。

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
月以上）

岩手県宮古市

クリンクルー（磯鶏沖） お客様が快適にお買い物できるよう店舗フロア、
トイレ清掃を行います。
ペットボトルなどリサイクル物の運搬を行いま
す。
＊初めは指導を受けながら業務を覚えて頂きます

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
月以上）

岩手県宮古市

フロント・清掃・施設メン
テナンス（深夜勤務）

宿泊・日帰り入浴施設「うみねこ温泉　湯らっく
す」において、下記の業務を行います。
・深夜時間のお客様対応
・災害等の緊急時の対応
・清掃を含む館内のメンテナンス

岩手県下閉伊郡山田町川向
町６－４９

保育士・保育アシスタント 美容室ラポールヘア宮古店において、保育士また
はベビーシッター業務に従事していただきます。
・美容室店内に併設された無料託児スペースで、
お客様・従業員の　お子様をお預かりする仕事で
す。

岩手県宮古市板屋１丁目２
－１５

有限会社　トラスト
ラポールヘア宮古店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

清掃作業員 日常清掃作業に従事していただきます。
・モップ掛け、ほうきや掃除機などを使用しての
清掃
・ゴミの回収作業
・その他トイレ内の清掃

岩手県宮古市藤の川１３－
２３

宮古環境管理株式会
社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

株式会社　トレー
ダー愛

雇用期間の定めなし
又は9時00分～15時00分
の間の4時間程度

岩手県宮古市

ゴルフ場フロント ゴルフ場のフロントにおいて、下記業務を行って
いただきます。
・お客さまのチェックイン、チェックアウト、清
算業務
・電話対応、予約管理

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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理員 デイサービスの利用者１５名程度の食事の調理業
務全般に従事していただきます。
・朝食の片付け、昼食の調理、その他食器洗浄、
配膳、清掃等
＊資格・経験は問いません

岩手県下閉伊郡山田町石峠
第２地割３５

特定非営利活動法人
石峠宅老所

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

配膳及び調理補助 配膳、調理補助業務を行います。
・注文の受付、配膳、下膳
・厨房での盛付
・食器、調理器具の洗浄（手洗いと洗浄機）
・店内清掃

岩手県宮古市大通１－４－
２３

和食処　浜ゆう

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

縫製工 ミシンによる縫製業務を行います。
・ボタン付けおよび製品の検査がおもな仕事
・糸やボタン・ファスナーなどの付属品を補充
重量物を運ぶ仕事はありません。
当社は６０歳以上の方も活躍中。６０歳以上の方

岩手県宮古市蟇目第８地割
１２０

有限会社　興亜被服
工業所　宮古工場

雇用期間の定めなし
又は8時15分～17時15分
の間の5時間

岩手県宮古市

仕出し調理パート（宮古仕
出し）

【仕出し料理の調理・盛付け・食材の管理・配送
業務等】
＊予約数やメニューもある程度決まっているの
で、時間に追われること無く調理に集中でき、仕
事量も安定しています。

山口県下関市王喜本町６丁
目４番５０号

夜勤専従（看護師・准看護
師）

当院では医療療養病棟２病棟、回復期リハビリ
テーション病棟２病棟があります。
・医療療養病棟、回復期リハビリテーション病棟
の夜勤看護業務
・各病棟３０～４０床

岩手県宮古市保久田８番３
７

特定医療法人　弘慈
会　宮古第一病院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師、准看護師
のいずれか

レジ担当 スーパーマーケットマルイチ宮古店において、下
記の業務に従事していただきます。
・商品の会計
・清算業務
・接客業務

岩手県宮古市舘合町７－７ 株式会社　マルイチ
宮古店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は16時00分～21時00分

の間の4時間
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１０月１３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



2人 1,500円～1,500円

パート労働者 不問 03030- 3205421

(1)8時30分～12時30分
1人 1,000円～1,000円 (2)8時30分～17時30分

パート労働者 59歳以下 03030- 3207621

(1)17時00分～21時30分
1人 900円～900円

パート労働者 59歳以下 03030- 3209121

3人 1,200円～1,500円

パート労働者 64歳以下 03030- 3211221
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- 3214321

1人 1,100円～1,200円

パート労働者 不問 03030- 3216921
変形（1ヶ月単位）
(1)17時00分～9時00分

1人 854円～870円

パート労働者 不問 05020- 4693621
変形（1ヶ月単位）

1人 854円～870円

パート労働者 不問 05020- 4694921
普通自動車免許ＡＴ

3人 1,000円～1,200円

パート労働者 64歳以下 03030- 3077521

(1)7時30分～15時30分
2人 854円～900円

パート労働者 59歳以下 03030- 3089921

5人 917円～1,144円

パート労働者 不問 03030- 3094421

(1)8時00分～14時00分
2人 854円～860円 (2)9時00分～16時00分

(3)10時00分～17時00分

パート労働者 64歳以下 03030- 3112021

2人 854円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 3115221
普通自動車免許ＡＴ

保健師 (1)8時30分～17時15分
1人 1,005円～1,181円

パート労働者 不問 03030- 3119621

2人 860円～900円

パート労働者 不問 03030- 3123221

1人 950円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 3124521
変形（1年単位）

1人 950円～950円

パート労働者 不問 03030- 3128921
変形（1年単位）

1人 900円～1,020円

パート労働者 不問 03030- 3129121

2人 1,100円～1,100円

パート労働者 64歳以下 03030- 3132521

(1)9時00分～18時00分
2人 1,300円～1,300円 (2)10時00分～18時00分

パート労働者 18歳以上 03030- 3136921
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事務員及び検査補助員 当院において下記の業務を行っていただきます。
・患者さんの呼び出し、誘導、カルテ運び、検査
の補助
・院内の清掃等
・その他付随する業務

岩手県宮古市栄町１－１４ 医療法人　山下眼科
医院

雇用期間の定めなし
文字・数値の入力がで
きることが望ましい 岩手県宮古市

水産加工員 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

訪問介護 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
介護職員初任者研修修
了者、ホームヘルパー
２級　のいずれか以上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

ホール係 蛇の目本店（寿司店）にてホール業務に従事して
頂きます。
○ご来店されたお客様を席へ案内し、注文を確
認、料理や飲み物を　提供します。
○注文を受けたオーダーは端末機に入力します。

岩手県宮古市栄町２－８ 有限会社　蛇の目本
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師 当社デイサービスにおいて、利用者１８名程度の
健康管理業務に従事します。
・利用者のバイタルチェックや処置、配薬、内服
確認、処方薬の塗布
・栄養管理、食事介助

岩手県宮古市田鎖３－８ 株式会社　みやこ
看護師、准看護師

のいずれか
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

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

介護員 ◇グループホーム（２ユニット）１８名の入居者
の方々の介護業務
　全般に従事していただきます。
＊食事、入浴、排泄、散歩、施設内での活動等の
介助を行います。

秋田県能代市浅内字中山９
２番地

株式会社　ラ・サ
ルーテ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 又は8時00分～18時30分

の間の4時間以上
岩手県下閉伊郡岩泉町

介護員【夜勤専従】 ◇グループホーム（２ユニット）１８名の入居者
の方々の介護業務
　全般に従事していただきます。
＊食事、入浴、排泄、散歩、施設内での活動等の
介助を行います。

秋田県能代市浅内字中山９
２番地

株式会社　ラ・サ
ルーテ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

惣菜部門／７：３０～ 惣菜業務に従事していただきます。
・簡単な惣菜調理
・商品製作（寿司・弁当などの調理）
・商品の品出し及び陳列
・接客や店舗内の清掃作業など

岩手県宮古市板屋１丁目６
番６号

株式会社　玉木屋

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

訪問介護員 町内の利用者の方のお宅に訪問し、生活援助、身
体介護等の業務を行います。
・移動は自家用車を使用していただき、交通費は
別途支給となります。
・平均件数は４～５件です。未経験の方には担当

岩手県下閉伊郡山田町川向
町７番４号

有限会社　山崎タク
シー

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

雇用期間の定めなし
又は7時15分～18時00分
の間の4時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

加工員 当工場において下記の業務を行っていただきま
す。
・すし種の加工となります。（ホタテ、甘エビ
等）
　＊ホタテは、貝柱だけの状態になったものを手

岩手県宮古市蟇目第２地割
字柴野８２－２

株式会社　川秀　蟇
目工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

保育士（いわいずみ・こが
わ・おもと）

各こども園にて園児の保育業務をしていただきま
す。
・園児の遊び、食事介助、寝かしつけ、おたより
記載
・教室の整理整頓

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字惣畑５９番５

岩泉町役場
保育士、看護師、准看
護師、幼稚園教諭免
許・小学校教諭免許

のいずれか
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は7時30分～19時00分

の間の4時間以上
岩手県下閉伊郡岩泉町

保健師／健康課（会計年度
任用職員）

宮古市役所健康課に勤務となります。
・母子健康手帳交付に関すること
・産婦健康診査集計に関すること
・幼児健診・健康相談の計測に関すること
・がん疾病アンケートに関すること

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） パソコン（ワード・エクセ

ル）操作ができること
岩手県宮古市

水産加工員 秋鮭、いくら、サンマ、サバなどの水産加工作業
を行っていただきます。
・その時期に水揚げとなった魚を取り扱い、下処
理や箱詰め作業等
＊経験がなくてもできる軽作業ですのでご応募く

岩手県宮古市藤原一丁目５
－９

有限会社　大井漁業
部　大印冷凍工場

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

ホールスタッフ・牛角／１
０時～

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
・ご注文をお伺い（ハンディ操作）
・ドリンク作り、料理配膳

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） 又は10時00分～15時00分

の間の3時間以上
岩手県宮古市

ホールスタッフ（大戸屋宮
古店）

・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１－５
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） 又は10時00分～21時00分

の間の3時間以上
岩手県宮古市

レジ部門販売員（７Ｈ）／
日勤

◎レジ部門配属となり、下記の業務に従事してい
ただきます。
・レジ清算（自動金銭機搭載レジ）
・レジ周りの消耗品補充やかご整理
・サービスカウンター業務（商品管理、宅配便受

岩手県下閉伊郡山田町山田
５－４１－１

株式会社　キクコウ
ストア　山田イン
ター店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時00分～21時15分

の間の7時間
岩手県下閉伊郡山田町

サービスカウンター業務 １）店内「不二家」コーナーでの販売
２）レジ、精算
３）商品陳列・整頓
４）接客（お客様からの注文、予約の承りなど）
５）調理場の清掃・片付けなど

岩手県下閉伊郡山田町山田
５－４１－１

株式会社　キクコウ
ストア　山田イン
ター店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は9時00分～18時30分

の間の4時間以上
岩手県下閉伊郡山田町

警備員／駐車場 請負先において駐車場内の誘導業務等に従事して
いただきます。


＊６０歳以上の方の応募歓迎いたします！

岩手県宮古市実田１－２－
３

株式会社　トスネッ
ト北東北　宮古営業
所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

接客、販売、製造／パン専
門店

ヤギミルクを使った日本で初めての宮古発のパン
屋さんです。
ＴＶ番組では当社のクリームパンが日本一に選ば
れ、全国から注文が来ています。
これからも世の中に無い新しいパンをここ宮古か

岩手県宮古市崎山第３地割
１１２－７０

グロースパートナー
ズ　株式会社

雇用期間の定めなし
又は8時30分～19時30分
の間の6時間程度

岩手県宮古市



3人 1,300円～1,300円

パート労働者 18歳～59歳 03030- 3137121
普通自動車免許ＡＴ

2人 854円～1,136円

パート労働者 不問 03030- 3139721
交替制あり
(1)6時30分～10時30分

2人 923円～1,136円 (2)15時00分～19時00分

パート労働者 不問 03030- 3140521
変形（1年単位）
(1)18時00分～21時15分

1人 1,020円～1,020円 (2)17時00分～21時15分

パート労働者 不問 03030- 3154721
普通自動車免許ＡＴ

1人 1,200円～1,500円

パート労働者 64歳以下 03030- 3156221

(1)9時00分～16時30分
1人 1,702円～1,902円 (2)9時30分～17時00分

パート労働者 不問 03030- 3157521

(1)12時30分～20時30分
2人 900円～900円

パート労働者 不問 03030- 3158421

(1)14時00分～21時00分
1人 915円～915円

パート労働者 不問 03030- 3164221
普通自動車免許ＡＴ 変形（1年単位）

2人 855円～855円

パート労働者 不問 03030- 3170721
交替制あり

5人 900円～1,200円

パート労働者 59歳以下 03010-23385021

(1)7時00分～11時00分
1人 855円～855円 (2)8時00分～12時00分

パート労働者 64歳以下 03030- 3255321

(1)8時00分～17時30分
1人 821円～821円

パート労働者 不問 03030- 3258121

(1)14時00分～18時30分
1人 950円～950円

パート労働者 不問 03030- 3259021
普通自動車免許一種

(1)15時30分～20時30分
1人 854円～854円

パート労働者 64歳以下 03030- 3263321
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1)21時00分～4時00分
1人 860円～860円 (2)21時00分～2時00分

パート労働者 18歳以上 03030- 3243821

(1)10時00分～18時00分
1人 830円～830円 (2)13時00分～21時00分

パート労働者 不問 03030- 3245521
交替制あり
(1)9時40分～17時00分

1人 821円～821円 (2)11時40分～19時00分
(3)9時40分～19時00分

パート労働者 不問 03030- 3248621

(1)9時00分～15時00分
2人 854円～854円

パート労働者 不問 03030- 3252221
交替制あり
(1)8時30分～12時30分

1人 1,200円～1,500円 (2)14時00分～18時00分

パート労働者 64歳以下 03030- 3253521

3

警備員 １．交通誘導警備：工事現場における歩行、車両
等の安全誘導
２．駐車場警備：店舗やイベント駐車場における
整理業務
３．雑踏警備：イベント等における安全確保、誘

岩手県宮古市実田１－２－
３

株式会社　トスネッ
ト北東北　宮古営業
所

雇用期間の定めなし
又は8時00分～17時00分
の間の8時間

岩手県宮古市

介護職／特別養護老人ホー
ム　１

特別養護老人ホーム利用者への介護サービス提供
・朝食または夕食の配膳及び介助
・起床する際の声掛けや食堂までの移動介助
・トイレ誘導、洗濯物の配布
・食器洗い（担当ユニット内のコップや茶わん類

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 市内の利用者様のご家庭を訪問し、下記の業務に
従事
・食事、入浴、排せつの介助
・炊事、掃除、洗濯などの日常生活の手助けなど
＊サービス提供時は、施設の車両（ＡＴ軽自動

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

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

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4時間程度
岩手県宮古市

看護師 障がいのある利用者や児童の食事や入浴、排せつ
等の介助や創作活動の物作りなどの支援を行いま
す。
・主にバイタルチェック、健康管理他必要に応じ
て吸引、胃ろう等　の処置も行います。

岩手県宮古市末広町６番８
号

ＮＰＯ法人　結人

看護師、准看護師、保
健師　のいずれか

雇用期間の定めなし
又は8時30分～18時00分
の間の2時間以上

岩手県宮古市

レジ部門販売員／夜間（１
８：００～２１：１５）

◎レジ部門配属となり、下記の業務に従事してい
ただきます。
・レジ清算（自動金銭機搭載レジ）
・レジ周りの消耗品補充やかご整理
・サービスカウンター業務（商品管理、宅配便受

岩手県下閉伊郡山田町山田
５－４１－１

株式会社　キクコウ
ストア　山田イン
ター店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

レジチェッカー・品出し
（１２時３０分～）

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

労働時間管理適正化指導員
（非常勤職員）

宮古労働基準監督署で下記業務を行っていただき
ます。
・長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害
防止についての指導、助言、相談、資料の収集及
び分析業務に関すること。

･企業における労務管理の経
験等、労働基準関係法令に関
する知識･労使からの相談に
対応することができる接遇能

力

岩手県宮古市緑ヶ丘５－２
９

宮古労働基準監督署

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） ワード、エクセルの基本的

な操作ができること。
岩手県宮古市

道路関連用製品に関連する
業務

道路センターポールの簡易加工、受入、出荷、診
断検査、他関連する業務を行います。
＊初心者でも指導のもと習得可。
＊詳細は工場見学にて説明します。
３人体制での業務対応の予定です。

岩手県宮古市大字津軽石１
９－１８

株式会社　宮古マラ
ンツ

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

レジ担当／オール店 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。（基準日
３月１６日）・初年度…翌３月１５日まで。以降
は３月１６日～翌３月１５日の１年更新となりま

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）

岩手県下閉伊郡山田町

農産 当店舗において下記業務を行っていただきます。
・果物、野菜の陳列
・商品化作業
・値引き作業
・清掃等その他付随する業務

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

建設業仮設足場工事の作業
員（宮古営業所）

＊足場シート貼り等
＊社内での雑務、現場での写真撮り・採寸等
＊その他、上記に関連する業務
※朝、会社へ集合し相乗りで移動します。（３人
一組）

岩手県盛岡市乙部５地割６
１－１

有限会社　新鋭

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

岩手県宮古市

指導員／津軽石学童の家 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す。
＊６０歳以上応募歓迎求人

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

菌床椎茸の栽培等／アルバ
イト

菌床椎茸の栽培、集出荷にかかる作業に従事して
いただきます。
・収穫、箱詰め、パック詰め、箱作り
・菌床の製造、培養にかかる作業
※経験のない方には丁寧に指導いたしますので、

岩手県下閉伊郡岩泉町浅内
字下栗畑６８－１１

株式会社　岩泉きの
こ産業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

運転手（随伴車） 宮古市内・近郊を中心とした運転代行業務全般。
・お客様のご依頼地にあわせての随伴車両運転
・接客、乗務記録簿への記載、精算会計
・車両管理等（給油、洗車、タイヤ交換等）を行
います。

岩手県宮古市実田１－１－
１

運転代行　人力舎

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ガソリンスタンド販売員
（船越ＳＳ）／有資格者

ガソリンスタンド販売員に従事していただきます
・車両への給油業務、応対サービス
・窓ふき、洗車、簡単な自動車整備
・タイヤ交換、配達などの諸業務
○令和４年１２月上旬リニューアルオープン予

岩手県下閉伊郡山田町船越
第６地割１４２－１２

株式会社　サカモト

危険物取扱者（乙種）
４類　以上

雇用期間の定めなし
又は6時30分～20時30分
の間の5時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

玩具販売 キッズウォーカー宮古店での玩具、雑貨の販売。
・商品の検品、品出し、接客、レジ操作
・店内商品陳列、清掃
・商品の包装等
業務全般に携わっていただきます。

岩手県宮古市長町１丁目８
－３２

株式会社　白牡丹
キッズウォーカー宮
古店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

化粧品販売員／７Ｈ 化粧品コーナーの担当となります。
・レジ業務
・接客対応（メイク試行等）
・顧客管理
・品出し

岩手県宮古市上鼻２丁目８
－７５

株式会社　ツルハ
宮古千徳店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 又は9時00分～22時00分

の間の7時間程度
岩手県宮古市

看護師 川原田小児科医院において看護業務全般を担当し
ていただきます。
医師の「指示」に基づき、患者さんの診察介助、
処置、検査、患者さんへの補足説明、その他付随
する業務を行っていただきます。

岩手県宮古市小山田二丁目
７番７２号

川原田小児科医院
看護師、准看護師

のいずれか
雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

電子部品組立（パート） ・部品を手作業や電動ドライバーで取りつけ
・部品の梱包
・シール貼り
・組立後部品のトレイ入れ

岩手県下閉伊郡山田町船越
９－４０－６

株式会社　エムアン
ドエム

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市
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