
看護師、准看護師の
いずれか

1人 860円～960円

パート労働者 不問 03010-22983001

(1)18時00分～22時00分
1人 800円～800円

パート労働者 不問 03030- 3470101

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

パート労働者 不問 03030- 3415201

(1)5時00分～12時00分
1人 853円～853円 (2)11時00分～18時00分

パート労働者 不問 03030- 3417001

(1)15時00分～9時00分
3人 1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 3418301
看護師、准看護師の 変形（1ヶ月単位）

いずれか (1)8時30分～17時30分
2人 1,100円～1,680円

パート労働者 不問 03030- 3423201
歯科衛生士

1人 実務経験3年以上 800円～1,200円

パート労働者 不問 03030- 3425001

1人 800円～900円

パート労働者 不問 03030- 3428901
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

2人 800円～850円

パート労働者 不問 03030- 3431201

(1)8時00分～11時00分
1人 800円～1,000円 (2)14時00分～17時00分

パート労働者 59歳以下 03030- 3439701

2人 1,000円～1,000円

パート労働者 18歳以上 03030- 3450001

2人 800円～800円

パート労働者 18歳以上 03030- 3453901

(1)10時30分～14時30分
1人 1,000円～1,000円

パート労働者 59歳以下 03030- 3454101

(1)10時30分～14時30分
2人 950円～950円

パート労働者 59歳以下 03030- 3455401

2人 950円～950円

パート労働者 59歳以下 03030- 3456701

(1)17時00分～21時00分
2人 950円～950円

パート労働者 59歳以下 03030- 3457801

(1)17時00分～21時00分
2人 950円～950円

パート労働者 59歳以下 03030- 3458201

(1)16時30分～22時30分
1人 1,000円～1,000円

パート労働者 59歳以下 03030- 3459501
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事業所名
求人番号

（12月4日時点の内容です）

１２月１日　から　１２月４日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は１２月１７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

フィットネスクラブスタッ
フ

フィットネスクラブスタッフとしてアクトスＷｉ
ｌｌ＿Ｇでの勤務となります。
・新規入会者の勧誘、案内、受付
・フィットネスマシンの使用方法説明
・インストラクター（研修あり）

岩手県下閉伊郡山田町中央
町５－６

株式会社　尾半商店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 又は9時45分～18時00分

の間の4時間程度
岩手県下閉伊郡山田町

看護師または准看護師（宮
古周辺）

宮古周辺の健診会場において下記業務を行いま
す。
・血圧測定、採血
・その他問診票のチェックなど健診に係る諸作業


岩手県盛岡市北飯岡４丁目
８－５０

公益財団法人　岩手
県予防医学協会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は7時00分～16時00分

の間の4時間以上
岩手県宮古市

ＰＣの簡単な入力作業

調理員 当施設利用者の給食調理業務となります。
・給食（朝、夕食）１回約１１０食分の調理
・食器洗浄
・清掃　等


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
月未満） 岩手県宮古市

簡単な調理　接客、店内外
清掃

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　ｕ
ｍｅｈａｎａ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

看護師又は准看護師 当施設利用者への看護業務全般。利用者（定員／
入所者１００名）に対し、
・医師の指示による医療処置、看護、バイタル
チェック、服薬管理　それらに伴う記録や報告書
作成

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第９
地割３９番地２７

医療法人　仁泉会
介護老人保健施設ほ
ほえみの里

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時30分～17時30分

の間の4時間程度
岩手県宮古市

支援員／障がい者施設／夜
勤専従

障がい者支援施設利用者への生活支援サービス提
供
・朝夕の食事介助
・離床、臥床介助
・入浴介助

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
月未満） 岩手県宮古市

タブレット端末の基本
的な操作。（操作不可

でも応募可）

歯科助手 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

歯科衛生士 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
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

水産加工 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１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

調理補助 龍泉洞温泉ホテルの厨房において、調理師の指示
のもと、下記業務に従事していただきます。
・料理の下ごしらえ、盛付、後片付け等



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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は11時00分～20時00分

の間の7時間程度
岩手県下閉伊郡岩泉町

洗い場兼雑務（つぼ八） つぼ八宮古大通り店での洗い場兼雑務業務を行っ
ていただきます。
・調理器具や食器類の洗浄や店内清掃等
（食器やグラス等は、軽く手洗いした後、食器洗
浄機使用）

岩手県宮古市近内第４地割
５２－３　ラフィネＡ１０
２

株式会社　マルセイ
ユ

雇用期間の定めなし
又は16時00分～0時00分
の間の4時間程度

岩手県宮古市

ホール兼調理補助（つぼ
八）

ホールにおいて接客業務及び厨房内において調理
補助業務を行っていただきます。
〇ホールにおいて接客業務
・注文取り、配ぜん、片付け、レジ業務等のお客
様対応等

岩手県宮古市近内第４地割
５２－３　ラフィネＡ１０
２

株式会社　マルセイ
ユ

雇用期間の定めなし
又は14時00分～0時00分
の間の3時間以上

岩手県宮古市

調理兼ホール（王将）１０
時３０分～１４時３０分

中華料理店での調理業務全般及びホールにおいて
接客業務を行っていただきます。
〇調理業務
・食材の仕込み、調理、盛り付け、食器洗い、清
掃など

岩手県宮古市大通４丁目４
－２０　２Ｆ

株式会社　マルセイ
ユ　大阪王将宮古店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理（王将）１０時３０分
～１４時３０分

中華料理店での調理業務全般を行っていただきま
す。
・食材の仕込み、調理、盛り付け
・食器洗い、厨房内の清掃
・その他付随する業務

岩手県宮古市大通４丁目４
－２０　２Ｆ

株式会社　マルセイ
ユ　大阪王将宮古店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ホール係（王将）１７：０
０～２１：００

中華料理店でのホールにおいて接客業務を行って
いただきます。
・注文取り、配ぜん、食器下げ、レジ業務等のお
客様対応
・清掃等の店内雑務

岩手県宮古市大通４丁目４
－２０　２Ｆ

株式会社　マルセイ
ユ　大阪王将宮古店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ホール係（王将）１６時３
０分～

中華料理店でのホールにおいて接客業務を行って
いただきます。
・注文取り、配ぜん、食器下げ、レジ業務等のお
客様対応
・清掃等の店内雑務

岩手県宮古市大通４丁目４
－２０　２Ｆ

株式会社　マルセイ
ユ　大阪王将宮古店

雇用期間の定めなし
又は16時30分～21時30分
の間の2時間以上

岩手県宮古市

調理兼ホール（王将）１６
時３０分～２２時３０分

○中華料理店での調理業務全般を行っていただき
ます。
・食材の仕込み、調理、盛り付け
・食器洗い、厨房内の清掃
・その他付随する業務

岩手県宮古市大通４丁目４
－２０　２Ｆ

株式会社　マルセイ
ユ　大阪王将宮古店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理（王将）／１７：００
～２１：００

中華料理店での調理業務全般及びホールにおいて
接客業務を行っていただきます。
〇調理業務
・食材の仕込み、調理、盛り付け、食器洗い、清
掃など

岩手県宮古市大通４丁目４
－２０　２Ｆ

株式会社　マルセイ
ユ　大阪王将宮古店

雇用期間の定めなし

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２年１２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



2人 800円～800円

パート労働者 59歳以下 03030- 3460601
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時00分～12時00分
1人 800円～800円

パート労働者 59歳以下 03030- 3461901

(1)16時00分～20時00分
2人 830円～830円 (2)17時00分～21時00分

パート労働者 不問 03030- 3464701

(1)8時45分～13時15分
2人 830円～830円 (2)10時00分～18時00分

パート労働者 不問 03030- 3465801
交替制あり
(1)6時00分～9時00分

2人 850円～900円 (2)21時00分～2時00分

パート労働者 18歳以上 03030- 3466201

(1)13時00分～17時00分
1人 880円～880円

パート労働者 59歳以下 03030- 3369501
普通自動車免許ＡＴ

1人 905円～1,416円

パート労働者 不問 ＰＣ入力程度 03030- 3370601
８ｔ限定中型自動車免許

(1)9時00分～16時00分
1人 900円～900円

パート労働者 不問 03030- 3372101
交替制あり
(1)8時00分～17時00分

1人 800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- 3374701
普通自動車免許一種

1人 793円～850円

パート労働者 不問 03030- 3379301

(1)7時30分～16時00分
2人 793円～793円 (2)7時30分～12時00分

(3)13時00分～16時00分

パート労働者 不問 03030- 3380101

1人 800円～800円

パート労働者 不問 03030- 3384201

(1)7時00分～13時45分
1人 961円～1,352円

パート労働者 不問 03030- 3393501

(1)8時00分～17時00分
2人 1,400円～1,750円 (2)21時00分～6時00分

パート労働者 18歳以上 03030- 3397901

(1)13時30分～18時30分
1人 800円～870円 (2)7時30分～18時30分

パート労働者 不問 03030- 3408501

(1)10時00分～15時00分
1人 850円～850円

パート労働者 不問 04010-58447301
交替制あり
(1)9時00分～17時00分

1人 920円～1,030円

パート労働者 64歳以下 03010-22470901
交替制あり
(1)16時00分～22時00分

1人 800円～800円

パート労働者 不問 03020- 1648301
交替制あり
(1)6時00分～9時00分

2人 800円～800円 (2)8時00分～14時00分
(3)16時00分～22時00分

パート労働者 不問 03020- 1649601
看護師、准看護師の

いずれか (1)8時30分～17時30分
1人 1,000円～1,200円

パート労働者 不問 03030- 3261201

2

弁当作り兼配達スタッフ
（王将）

店舗内での弁当作りと、配達業務に従事していた
だきます。
・冷凍食品の解凍、加熱作業
・ご飯や惣菜の盛付け
・配達先ごとの弁当仕分け作業

岩手県宮古市大通４丁目４
－２０　２Ｆ

株式会社　マルセイ
ユ　大阪王将宮古店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

清掃作業員（王将） 中華料理店での清掃業務を行っていただきます。
・店舗内の床磨きやテーブルふき
・厨房内の後片付け作業、トイレ掃除、ゴミの回
収作業等


岩手県宮古市大通４丁目４
－２０　２Ｆ

株式会社　マルセイ
ユ　大阪王将宮古店

雇用期間の定めなし
又は9時00分～12時00分
の間の2時間程度

岩手県宮古市

サービス係（レジ担当） 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・午
後）

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

レジチェッカー・品出し
（１３時００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

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

ハンバーガーの製造及び販
売／３ｈ～

当店において下記の業務に従事して頂きます。
・ハンバーガーの製造及び販売
・カウンター・ドライブスルーでの接客業務、レ
ジ打ち作業
・厨房でのハンバーガー等製造業務

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　１０
６宮古店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

配送運転手（給食） ２トン車を運転して、山田地区への給食の配送業
務を行っていただきます。　　　　　
・２名での配達
・トラック運転経験のある方及び配送経験ある方
は優遇

岩手県宮古市大字津軽石第
１０地割字向川原３５－３
７

岩手三八五流通株式
会社　宮古支店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

会計年度任用職員（技術補
助）監督補助

県営建設工事に係る監督補助（正社員）の補助業
務を行うものです。なお、補助業務とは工事現場
の確認、巡回、報告等となります。事務所内にお
ける正職員の事務補助、パソコンによるデータ入
力等行っていただきます。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字松橋２４－３

沿岸広域振興局　土
木部　岩泉土木セン
ター

・建設業の従事経験者・土木施工管理
に関する実務経験（２級施工管理技士
受験資格）を有するもの・公共事業発
注機関の工事監督経験が３年以上のも
の、のいずれかに該当する者。

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7時間程度
岩手県下閉伊郡岩泉町

ガソリンスタンドスタッフ 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

清掃業務 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

水産加工員 干物や冷凍品の製造及び鮮魚出荷を行います。
・サバ、イワシ等、青魚の干物加工
・魚の内臓処理で一部包丁使用あり
（初めての方でもすぐできます）
・トレーに並べたり、箱詰め等は手作業

岩手県下閉伊郡山田町大沢
第１０地割２０７－５

大和水産　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5時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

めん類の製造 施設内での食品製造業務を行います。
具体的には、
１．製造ライン
　製麺された麺の釜ゆで作業、スープの熱湯殺菌
作業等

岩手県宮古市舘合町５－２ 有限会社　小笠原製
麺所

日雇（日々雇用または１ヶ
月未満） 岩手県宮古市

警備員・交通誘導警備員
（アルバイト／宮古）

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

非常勤講師（会計年度任用
職員）

児童生徒の支援業務のうち以下の業務
１　通学バスの添乗
２　通学バス及び教室等の消毒作業
３　学習支援

特別支援学校教諭免許（専
修・１種・２種）、小学校教
諭免許（専修・１種・２
種）、中学校教諭免許（専
修・１種・２種）、高等学校
教員免許　のいずれか

岩手県宮古市大字崎山第５
地割８８番地

岩手県立宮古恵風支
援学校

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 又は8時30分～15時15分

の間の6時間以上
岩手県宮古市

医療事務 ◎調剤薬局における受付・会計・調剤補助のパー
ト
主に、処方箋や医薬品に関する受付、会計業務



宮城県仙台市青葉区一番町
１丁目９－１仙台トラスト
タワー２４階

株式会社　アイン
ファーマシーズ　東
北支店　［アイン薬
局］雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上） 簡単なＰＣ操作あり 岩手県下閉伊郡岩泉町

崎山学童の家補助員 崎山学童の家において、崎山小学校１年生から６
年生、約４０名程度の児童の放課後及び学校休業
日の遊び・学習・生活の指導を行っていただきま
す。


岩手県宮古市保久田３－２
１

特定非営利活動法人
宮古地区いきいき
ワーキングセンター

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 岩手県宮古市

コンビニエンススタッフ
（宮古本町店）

＊売上情報を自動的に記録できるＰＯＳレジを使
用し、
　商品のバーコードを読み取って商品を販売しま
す。
＊受入れ商品の検品、商品棚への品出し、補充、

岩手県上閉伊郡大槌町小鎚
２７地割花輪田３番１

有限会社　たなか

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

献茶パート（宮古典礼会
館）

■お葬儀や法事の際の仕出しの配膳やお飲み物の
提供
■ご親族様のフォロー及び控室の清掃等

特別なスキルは必要ありません！

岩手県盛岡市津志田南３丁
目１４番６５号

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

看護職員 デイサービス利用者への看護業務全般を行いま
す。
・バイタルチェック
・健康管理
・服薬管理

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

岩手県下閉伊郡岩泉町

コンビニエンススタッフ
（山田町織笠店）

＊売上情報を自動的に記録できるＰＯＳレジを使
用し、
　商品のバーコードを読み取って商品を販売しま
す。
＊受入れ商品の検品、商品棚への品出し、補充、

岩手県上閉伊郡大槌町小鎚
２７地割花輪田３番１

有限会社　たなか

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町



(1)8時00分～17時00分
3人 940円～1,125円

パート労働者 18歳以上 03030- 3264301

1人 880円～880円

パート労働者 不問 03030- 3267101

(1)17時00分～21時00分
1人 850円～900円

パート労働者 69歳以下 03030- 3270501

(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- 3272301

(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- 3274901

1人 800円～830円

パート労働者 64歳以下 03030- 3279201
普通自動車免許ＡＴ

1人 800円～950円

パート労働者 59歳以下 03030- 3283901

4人 1,100円～1,100円

パート労働者 64歳以下 03030- 3289501

(1)9時00分～17時00分
4人 810円～810円 (2)15時00分～22時00分

パート労働者 不問 03030- 3291901

(1)16時00分～19時00分
1人 795円～795円

パート労働者 不問 03030- 3292101

(1)10時00分～18時00分
2人 1,500円～1,500円

パート労働者 18歳以上 03030- 3296201
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～17時00分
1人 882円～882円

パート労働者 不問 03030- 3313101

(1)8時30分～16時30分
1人 793円～793円

パート労働者 不問 03030- 3321101

2人 793円～793円

パート労働者 不問 03030- 3326501
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
2人 793円～1,300円

パート労働者 不問 03030- 3330401
普通自動車免許一種

(1)8時30分～14時30分
1人 830円～830円

パート労働者 不問 03030- 3336301
交替制あり
(1)9時45分～15時00分

2人 800円～950円 (2)15時00分～20時00分
(3)12時00分～17時00分

パート労働者 不問 03030- 3348401
薬剤師

1人 1,800円～2,200円

パート労働者 不問 03030- 3349701

(1)20時00分～0時00分
1人 1,000円～1,500円

パート労働者 20歳以上 03030- 3357701
介護職員初任者研修修了者 交替制あり

(1)16時00分～9時00分
3人 1,000円～1,000円 (2)22時00分～7時00分

パート労働者 不問 03030- 3361301

3

レジ担当／豊間根店 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14時00分～20時30分

の間の4時間以上
岩手県下閉伊郡山田町

交通誘導警備員 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

ホール・調理補助 ホールにおいて接客業務及び厨房内において調理
の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

ホールスタッフ（浜処いっ
ぷく）１７時～

ビジネスホテル内のレストランにて夕食スタッフ
として勤務していただきます。
・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
第６地割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

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

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

料理人見習い ○宮古駅前のパティスリーに続き、ヤギミルクを
使ったお店を新規
　オープンします。
　朝はブーランジェリー、昼はカフェ、夜はフレ
ンチビストロと、

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7時00分～23時00分
の間の6時間程度

岩手県宮古市

一般事務 ・一般事務業務
　タイムカードの整理、帳簿記帳等
・電話応対
・原材料（原皮）の入荷、出荷管理
・仕上製品の出荷管理

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字合の山１２－２

アイファー株式会社

雇用期間の定めなし
パソコン操作（ワード・
エクセル・メール）

又は8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

食肉部門 ジョイス宮古千徳店の食肉部門において、生肉・
肉加工品の盛り付け、パック詰め、商品陳列、清
掃作業等を行っていただきます。レベルに応じ
て、肉の切りつけなど包丁を使う作業、値段付け
や値引作業も担当していただきます。

岩手県宮古市板屋２丁目７
番５号

株式会社　ベルジョ
イス　ジョイス宮古
千徳店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

チェッカー部門 ジョイス宮古千徳店のチェッカー部門において、
レジチェッカー業務に従事します。
・お客様がお買上げの商品をＰＯＳレジを使用し
て会計業務をして　いただきます。
・その他に商品包装、商品券販売、宅配便受け付

岩手県宮古市板屋２丁目７
番５号

株式会社　ベルジョ
イス　ジョイス宮古
千徳店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

生乳検査員 当組合において、下記の業務に従事して頂きま
す。
・酪農家（牛舎）に出向き、朝・夕に生乳（牛
乳）のサンプルを
　採取（受取）する業務

岩手県宮古市宮町一丁目三
番五号

新岩手農業協同組合
宮古支所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） パソコン操作（ワード・

エクセル）できる方
岩手県下閉伊郡岩泉町

警備員／板屋地内 請負先において警備、誘導等の業務に従事してい
ただきます。
・駐車場警備：店舗駐車場における整理業務
＊６０歳以上の方の応募歓迎いたします！
＊お客様対応もあります。

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 岩手県宮古市

水産加工員 水産加工業務に従事します。
・サンマ、サケ、タラなどの塩漬け、醤油漬け等
・一般鮮魚の箱詰めに従事していただきます。
・立ち仕事での作業と重い物を持つ作業もありま
すので、対応でき　る体力のある方を求めます。

岩手県宮古市藤原二丁目５
番１１

株式会社　佐々幸

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

水産加工員（鮭フレーク部
門）

・鮭フレークの製造加工作業
・鮭の捌き、身をほぐす作業、粉砕
・ビン詰めの各作業工程
手作業により、全工程を全員で行います。


岩手県下閉伊郡山田町船越
第１１地割７－１４

有限会社　長根水産

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

水産加工員 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

電気工事及び管工事作業
員・技術者

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１０
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

薬剤師 ・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
又は8時30分～17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


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（紳士服のコ
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

介護職／特別養護老人ホー
ム／夜勤専従

特別養護老人ホーム利用者への介護サービス提供
・朝夕の食事介助
・離床、臥床介助
・トイレ誘導、定時のオムツ交換、体交、巡視
・洗濯物の配布、コール対応など

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

カウンタースタッフ カウンター内で下記の接客業務に従事していただ
きます。
・ドリンクやおつまみ等の提供
・食器類の洗浄、後片付け等
・店内外の掃除業務

岩手県下閉伊郡山田町川向
町５－２３

スナック　Ｌｉｂｅ
ｒｔｙ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町



看護師、准看護師の
いずれか (1)9時30分～16時00分

2人 1,103円～1,471円

パート労働者 不問 03030- 3362601
介護職員初任者研修修了者

、ホームヘルパー２級
3人 　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- 3363901
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- 3364101
変形（1ヶ月単位）

2人 793円～820円

パート労働者 不問 05020- 4717101
看護師

1人 1,200円～1,200円

パート労働者 不問 05020- 4718401
変形（1ヶ月単位）
(1)17時00分～9時00分

1人 793円～820円

パート労働者 不問 05020- 4719701

4

看護職／デイサービス
（パート）

・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

ホームヘルパー（地域ヘル
パー）

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

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
月未満） 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

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

看護職員 ＊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30分～17時30分

の間の4時間程度
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

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


