
(1)10時00分～18時00分
830円～830円

パート労働者 不問 03010- 5297501
交替制あり
(1)13時30分～21時30分

830円～830円 (2)16時00分～21時00分

パート労働者 不問 03010- 5298001

(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-  757901

(1)8時30分～14時30分
830円～830円

パート労働者 不問 03030-  766101

800円～1,000円

パート労働者 64歳以下 03030-  770301

(1)7時30分～16時30分
850円～850円

パート労働者 不問 03030-  771601
薬剤師

1,800円～2,200円

パート労働者 不問 03030-  787001

(1)23時00分～0時00分
1,050円～1,050円

パート労働者 18歳以上 04010-12831701

(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- 5073101

(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- 5081101

1,000円～1,100円

パート労働者 18歳以上 03010- 5097601

(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-  682001

(1)7時00分～15時00分
830円～830円

パート労働者 不問 03030-  683301

(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-  684601

(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-  685901

(1)15時00分～20時00分
800円～900円

パート労働者 不問 03030-  687401

(1)8時00分～16時00分
900円～900円 (2)12時00分～20時00分

パート労働者 不問 03030-  688701

(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 03030-  690301

1

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
－２３

宮古環境管理株式
会社

雇用期間の定めなし

事務経験のある方 岩手県宮古市

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作のできる方

内勤スタッフ

2人

内勤スタッフとして以下の業務に従事
・店舗に持ち込まれた荷物の受け取り、内容確
認、サイズ計測、
　伝票の記入、料金精算
・伝票の整理、電話応対、その他付随する所内業

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字三本松５４－１０

ヤマト運輸株式会
社　岩手岩泉営業
所雇用期間の定めあり（４ヶ

月未満）

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１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

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丁
目２－３０

いわて生活協同組
合　ベルフ西町店

雇用期間の定めなし

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丁
目２－３０

いわて生活協同組
合　ベルフ西町店

雇用期間の定めなし

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丁
目２－３０

いわて生活協同組
合　ベルフ西町店

雇用期間の定めなし

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丁
目２－３０

いわて生活協同組
合　ベルフ西町店

雇用期間の定めなし

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５７－１－２階

株式会社　飛鳥商
事

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

又は16時00分～0時00分の
間の5時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

清掃スタッフ（２２：００
～）（磯鶏店）

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
（当店の営業中から閉店後業務としての作業で
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
月未満）

岩手県宮古市

清掃スタッフ（２３：００
～）（磯鶏店）

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５７－１－２階

株式会社　飛鳥商
事

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

清掃スタッフ（セントラル
宮古店）

3人

アミューズメント施設の閉店後清掃

拭き、掃き、モップ掛け、ゴミ回収、トイレ清掃

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

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番
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

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番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（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３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

水産加工員

1人

びはん水産加工場において、魚の加工・製造業務
に従事していただきます。
・山田魚市場で水揚げされた鮮魚を調理し、塩
辛・新巻・いくら・塩うに等の水産加工品の製造
を担当します。

岩手県下閉伊郡山田町中
央町５番地６

株式会社　びはん
コーポレーション

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

レジ（サービス）スタッフ
（マリンコープＤＯＲＡ）

2人

マリンコープＤＯＲＡでレジ（サービス）スタッ
フのお仕事です。
１．ＰＯＳレジによるお買い上げ商品の精算
２．お買い上げ商品の包装
３．レジ・サービスカウンターまわりの清掃、片

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

事業所名
求人番号

ＣＯＯＰ共済（サービス）
スタッフ（マリンコープ

2人

マリンコープ　ドラで、共済（サービス）スタッ
フのお仕事です。
１．ＣＯＯＰ共済の受け付け・相談承り
２．ＣＯＯＰ共済のお知らせ（店内放送やパンフ
レット配布）

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

     （3月6日時点の内容です）

　　３月２日　から　３月６日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は　３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。 

◎ 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２年３月１２日発行  



(1)16時00分～22時00分
790円～800円 (2)17時00分～23時00分

パート労働者 不問 03030-  718801
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-  728201

(1)5時30分～10時00分
800円～800円

パート労働者 不問 03030-  735801
普通自動車免許一種

790円～850円

パート労働者 不問 03030-  740101
中型自動車免許 変形（1ヶ月単位）

(1)9時00分～17時00分
800円～850円

パート労働者 不問 03030-  742701
交替制あり

900円～900円

パート労働者 不問 04011-  920401
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)16時30分～9時30分
850円～850円

パート労働者 不問 05020- 1100201
看護師

1,200円～1,200円

パート労働者 59歳以下 05020- 1101501

(1)7時30分～13時00分
790円～790円

パート労働者 不問 06030- 1833301
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～17時00分
905円～1,129円

パート労働者 不問 03030-  857201
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 1,200円～1,600円

パート労働者 不問 03030-  866501
普通自動車免許ＡＴ

900円～1,000円

パート労働者 不問 03030-  867001
看護師、准看護師

のいずれか
普通自動車免許ＡＴ 1,200円～1,200円

パート労働者 不問 03030-  871701

(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-  844601

(1)15時00分～19時00分
790円～790円

パート労働者 18歳以上 03030-  849801

860円～860円

パート労働者 不問 03030-  851601

(1)6時30分～10時00分
1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030-  809501

(1)10時00分～13時00分
900円～900円

パート労働者 不問 03030-  811901
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-  814701
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 1,200円～1,700円

普通自動車免許ＡＴ

パート労働者 不問 03030-  817501

2

簡単な調理　接客、店内外
清掃

1人

〇簡単な調理、盛付（家庭料理程度）
〇ホールでの接客、配膳（レジ会計含む）
〇店内外清掃、皿洗い
○その他、付随する簡単な業務


岩手県下閉伊郡山田町八
幡町６番１８号

ダイニングバル
ｕｍｅｈａｎａ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

電気工事及び管工事作業
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
冷凍機設置工事全般及び附帯作業のうちの管工事
作業
・主に商店、コンビニエンスストア、水産加工関

岩手県宮古市津軽石第１
０地割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

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

ガソリンスタンドスタッフ

1人

当社のガソリンスタンド各給油所いずれかに勤務
・お客さまへの接客応対、給油、洗車等のサービ
ス業務
・その他、軽作業等


岩手県宮古市大通３－６
－３５

中屋石油　株式会
社

雇用期間の定めなし

又は8時00分～18時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

送迎バス運転手兼施設清掃
員

1人

龍泉洞温泉ホテルにおいて送迎バス運転及び施設
清掃業務に従事していただきます。
・マイクロバスによる送迎
・社用車の洗車および車内清掃
・大浴場、炭風呂の清掃

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

（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

介護員　　　　　　「介
護」

1人

◇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

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6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

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

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

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
月未満）

岩手県宮古市

能力開発推進員離職者等再
就職訓練担当（会計年度任

1人

岩手県立宮古高等技術専門校において、以下の業
務を担当していただきます。
・訓練委託先に対する技術的援助、指導
・求人情報の収集、提供
・委託訓練の企画、推進

岩手県宮古市松山８地割
２９－３

岩手県立宮古高等
技術専門校

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） ワード・エクセル・メール

等パソコンの基礎操作がで
きること。 岩手県宮古市

訪問介護「介護」

3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

介護職員　「介護」

2人

介護業務を担当していただきます。
・主に食事、入浴介助、レクリエーション等の支
援
・１０名程度の利用者の方の介護を行います
・送迎車運転業務等あり

岩手県宮古市新町２－６ 介護サービス　株
式会社

雇用期間の定めなし

又は8時00分～17時00分の
間の4時間程度

岩手県宮古市

看護師　「看護」

1人

当社デイサービス事業所において、利用者１０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、記
録や連絡ノート記入、緊急時の対応　等

岩手県宮古市新町２－６ 介護サービス　株
式会社

雇用期間の定めなし

又は8時00分～17時00分の
間の2時間程度

岩手県宮古市

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

販売員（田老店）１５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

朝食レストラン洗い場係

1人

朝食バイキングレストラン内での洗い場を専門に
担当していただきます。
・営業時間は６時３０分～９時
・朝食レストラン内では４～５名体制を予定
・調理や接客が苦手だと思う方でも安心してご応

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）

岩手県宮古市

大浴場清掃スタッフ

1人

大浴場清掃業務を担当していただきます。
・宿泊されたお客様がチェックアウトされた後の
大浴場のデッキブ　ラシや家庭用洗剤使用による
清掃
・シャンプーリンス等の補充

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

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
田第１６地割９番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」

3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



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-  822701
普通自動車免許一種

(1)8時00分～12時00分
830円～830円

パート労働者 不問 03030-  823801
歯科衛生士

800円～1,200円

パート労働者 不問 03030-  824201
看護師、准看護師

のいずれか (1)9時30分～16時00分
1,083円～1,471円

パート労働者 不問 03030-  825501

(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-  827301

800円～900円

パート労働者 不問 03030-  828601
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1)6時00分～12時00分
826円～826円 (2)13時00分～19時00分

パート労働者 不問 03030-  833501
看護師、准看護師

のいずれか (1)7時00分～14時00分
普通自動車免許ＡＴ 938円～1,100円 (2)8時00分～15時00分

パート労働者 不問 03030-  836601
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- 5421701

(1)13時30分～19時00分
800円～1,000円

パート労働者 不問 03010- 5422801

(1)18時00分～19時30分
1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03010- 5427601

3

運転手兼介助員

2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

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

水産事務

1人

びはん水産加工場において、事務、水産加工補
助、配達等に従事していただきます。
・水産の受注は生鮮システムを使用し、クラウド
業務ソフトで伝　　票入力、納品書、請求書作成
・水産加工補助

岩手県下閉伊郡山田町中
央町５番地６

株式会社　びはん
コーポレーション

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ＰＣ操作（エクセル） 岩手県下閉伊郡山田町

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
間根第２地割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

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4時間程度

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

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
間根第２地割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

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。


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

月未満）

岩手県宮古市

看護職員「看護」

1人

特別養護老人ホームおよび、短期入所生活介護事
業所において、利用者（概ね１００名）の健康管
理や看護業務に従事していただきます。
・バイタルチェックや服薬管理
・利用者の通院同行（施設車両使用）など

岩手県宮古市田老字養呂
地６番地２

社会福祉法人　田
老和心会

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

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

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


