
交替制あり

5人 900円～1,200円

パート労働者 不問 03010-  868511
普通自動車免許一種

(1)9時00分～15時30分
1人 800円～800円 (2)9時00分～12時00分

パート労働者 64歳以下 03030-  187511
普通自動車免許ＡＴ

1人 900円～900円

パート労働者 64歳以下 03030-  188411

3人 1,200円～1,400円

パート労働者 不問 03030-  189011
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時00分～10時30分
1人 795円～825円 (2)15時00分～17時30分

パート労働者 不問 03030-  190911

(1)8時00分～12時00分
1人 793円～793円

パート労働者 不問 03030-  191111

1人 793円～793円

パート労働者 不問 03030-  164311

(1)9時00分～16時00分
3人 793円～793円 (2)9時00分～15時00分

パート労働者 不問 03030-  165611

(1)13時00分～17時00分
4人 900円～900円 (2)9時00分～13時00分

(3)9時30分～16時00分

パート労働者 不問 03030-  166911

(1)9時30分～16時00分
1人 900円～900円

パート労働者 不問 03030-  167111

(1)14時30分～18時30分
2人 820円～920円 (2)18時30分～22時30分

パート労働者 不問 03030-  168711

1人 900円～1,130円
普通自動車免許ＡＴ

パート労働者 不問 03030-  171011
変形（1年単位）

1人 1,200円～1,200円

パート労働者 不問 14010- 1940611
普通自動車免許ＡＴ

(1)11時00分～14時00分
1人 1,000円～1,000円

パート労働者 59歳以下 03030-  124111
変形（1年単位）
(1)13時00分～21時15分

1人 870円～1,000円

パート労働者 不問 03030-  126811
変形（1年単位）
(1)17時00分～21時15分

1人 1,000円～1,000円 (2)18時00分～21時15分

パート労働者 不問 03030-  127211
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)13時30分～17時30分
2人 800円～1,000円 (2)14時30分～17時30分

パート労働者 64歳以下 03030-  128511

2人 800円～800円

パート労働者 不問 03030-  131911

1

（1月8日時点の内容です）

１月４日　から　　１月８日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は１月２１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

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



岩手県盛岡市津志田２７地
割３７番地１５号【求人票
送付先指定あり】

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

介護職員 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
ケアセンターみやこ

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

職業指導員 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

運転手（送迎担当） 当施設通所リハビリテーションを利用する要介護
高齢者に対し、自宅と施設間の送迎について車両
を運転する業務です。
運転手と助手（添乗員）の２名で６名程度の利用
者を送迎します。送迎は曜日よってルートが異な

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）

岩手県宮古市

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
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

介護職員初任者研修修了者
またはホームヘルパー２級

のいずれか以上

一般事務 当社の修理工場において、事務の仕事を行いま
す。
・書類の整理
・車検・点検の案内状の作成や送付
・電話や来客対応

岩手県下閉伊郡岩泉町小本
字大牛内６７－５

工藤建設株式会社
陸中サービスセン
ター

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

岩手県下閉伊郡岩泉町

食品製造・洗浄 餅菓子店での製造業務を担当していただきます。
○だんご・まんじゅう等の製造
（成形・容器に並べ蒸し上げ・ラップ包装・店頭
陳列など、３００　個程度）
○使用した製造器具の洗浄（手洗い）

岩手県宮古市保久田５－２ 小野寺餅店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

パソコン基本操作（文字入
力程度）ができる方

一般事務・データ入力事務
補助／個人課税部門　１

当税務署の個人課税部門に勤務
【主な担当業務】・確定申告書作成会場でのパソ
コン操作補助事務
・各種書類整理等の一般事務補助・申告書等の
データ入力補助

岩手県宮古市小山田一丁目
１－１　宮古合同庁舎

宮古税務署

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

電子部品の組立・ハンダ作
業・検査

電子部品の組立・ハンダ・検査作業の業務となり
ます。
・電子部品の組み立て
・ハンダ加工作業
・資材の入出庫

岩手県宮古市田の神二丁目
５－２１

宮古アドバン

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

パソコン操作（ワード、エ
クセル等の一般的な入力等

ができる程度）

高校卒業程度の知識を
有する方

一般事務補助・データ入力
事務補助／管理運営・徴収
部門

当税務署の管理運営・徴収部門に勤務
【主な担当業務】
・各種書類整理等の一般事務補助
・申告書等のデータ入力事務補助
・その他指示された業務

岩手県宮古市小山田一丁目
１－１　宮古合同庁舎

宮古税務署

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

パソコン操作（ワード・エ
クセル等の一般的な入力等

ができる程度）

高校卒業程度の知識を
有する方

訪問介護員 利用者に対する在宅介護業務を行います。
・調理、部屋の掃除、入浴、排泄、通院付添い
等。
・事務所に出勤してから利用者宅を訪問します。
・介護サービスの内容にもよりますが、１日平均

岩手県下閉伊郡山田町大沢
４地割３８番地５

有限会社ヘルパーは
うす

雇用期間の定めなし
又は7時00分～20時00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
了者またはホームヘル
パー２級のいずれか

販売員（１日４時間／午
後）

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

放送業務（パート） 当社において下記の放送業務全般を行っていただ
きます。
・ＦＭラジオ放送でのアナウンス、ミキサー操
作、取材活動
・パソコンを使用しての原稿・資料・パンフレッ

岩手県宮古市栄町３番３５
号　キャトル５階

宮古エフエム放送
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市
パソコン基本操作、ワー
ド・エクセルができる方

ドコモショップ宮古店・携
帯販売アルバイト

店頭でのお客様対応全般をするお仕事です。
・携帯電話の販売
・故障や各種申し込みの受付
・店頭ディスプレイ変更
・在庫、売り上げ管理

神奈川県横浜市西区南幸１
丁目１番１号
ＪＲ横浜タワー２６階

アイ・ティー・エッ
クス　株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 又は9時30分～19時30分

の間の6時間以上
岩手県宮古市

レジ部門販売員／夜間（１
７：００～２１：１５）

◎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
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

レジ部門販売員／午後～閉
店

◎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
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

お弁当の調理・販売 ほっかほっか亭宮町店にて
お弁当の調理、販売及び接客をしていただきま
す。
・食材の下処理、調理、盛り付け、レジ、接客等
・普通免許（ＡＴ限定可）をお持ちの方は配達の

岩手県宮古市西ケ丘四Ｔ目
１３一９

株式会社　ばんどう

雇用期間の定めなし
又は6時00分～21時00分
の間の3時間以上

岩手県宮古市

生活支援員 障がいのある利用者の方の下記支援業務に従事し
ていただきます。
・送迎時の運転、添乗
・食事や入浴、排せつ等の介助
・創作活動の物作り

岩手県宮古市末広町６番８
号

ＮＰＯ法人　結人

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３年１月１４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



5人 1,500円～1,500円

パート労働者 18歳以上 03030-  138011

(1)6時30分～9時30分
2人 850円～980円

パート労働者 不問 03030-  139311
５トン限定準中型運転免許

(1)16時00分～21時00分
1人 1,300円～1,300円 (2)17時00分～21時00分

(3)18時00分～21時00分

パート労働者 不問 03030-  140111
交替制あり
(1)10時30分～17時30分

1人 860円～860円 (2)14時00分～21時00分

パート労働者 不問 03030-  141711

2人 850円～900円

パート労働者 18歳以上 03030-  142811

(1)13時00分～17時00分
1人 840円～840円

パート労働者 64歳以下 03030-  143211

1人 793円～793円

パート労働者 18歳以上 03030-  144511
変形（1年単位）
(1)8時30分～16時00分

1人 850円～950円 (2)9時00分～17時00分

パート労働者 64歳以下 03030-  145411
交替制あり
(1)8時00分～16時00分

1人 800円～850円 (2)8時00分～17時00分
(3)9時00分～16時00分

パート労働者 不問 03030-  146011

(1)16時30分～22時30分
1人 850円～900円

パート労働者 69歳以下 03030-  152211

(1)8時00分～13時00分
1人 800円～800円

パート労働者 不問 03030-  154411
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時30分～14時30分
1人 880円～950円

パート労働者 64歳以下 03030-  160211

2人 1,000円～1,400円
普通自動車免許ＡＴ

パート労働者 不問 03030-  162411
変形（1年単位）
(1)8時30分～12時30分

1人 795円～795円

パート労働者 不問 03030-   70211
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時00分～17時00分
3人 1,143円～1,143円

パート労働者 不問 03030-   71511

1人 880円～930円

パート労働者 不問 03030-   72411
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時00分～17時00分
1人 793円～850円 (2)8時00分～15時00分

パート労働者 64歳以下 03030-   74311

1人 1,000円～1,000円
普通自動車免許ＡＴ

パート労働者 64歳以下 03030-   75611

2人 853円～1,043円
普通自動車免許ＡＴ

パート労働者 不問 03030-   82311
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1)6時30分～10時30分
2人 853円～1,043円 (2)7時00分～11時00分

(3)15時00分～19時00分

パート労働者 不問 03030-   83611

2

仕分けスタッフ 宅急便及びメール便について、伝票を見ながら
町・地区ごとに仕分ける作業です。
・構内での作業で、立ち仕事となります
・ほとんどの荷物は手作業で持ち運びします
・フォークリフト資格をお持ちの方は、大きい荷

岩手県宮古市長町２丁目１
－３２

ヤマト運輸　株式会
社　宮古支店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 又は8時00分～17時00分

の間の8時間
岩手県宮古市　他

勝馬投票券の発売 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丁目
３番１３号

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

セールスドライバー 当社において下記の業務を行っていただきます。
・宅配便の集荷及び配達
・宮古市内を２ｔ車で運転しての集配業務
・その他付随する業務


岩手県宮古市長町２丁目１
－３２

ヤマト運輸　株式会
社　宮古支店※準中型自動車免許は（Ｈ

２９．３．１２以降免許取
得の方）以上雇用期間の定めあり（４ヶ

月未満）
岩手県宮古市

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

ハンバーガーの製造及び販
売

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） 又は6時00分～2時00分の

間の5時間以上
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

ワード・エクセル操作 岩手県宮古市

販売員（１７時～） 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
・店舗内外の清掃


岩手県下閉伊郡山田町大沢
第１地割４３番地５号

セブンーイレブン
山田町大沢店

雇用期間の定めなし
又は17時00分～23時00分
の間の3時間以上

岩手県下閉伊郡山田町

ホールスタッフ 和海味処いっぷくにおいてホールスタッフを担当
します。
スタッフは３名おります。
・お客様案内、注文
・ドリンク準備、配膳、片付け、店内清掃等

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

リネン係 ゴルフ場のクラブハウスにおいて、清掃業務を担
当します。
・掃除（ハウス内フロア、お風呂、脱衣所、トイ
レ）
・洗濯、乾燥（タオル類）等

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）

岩手県宮古市

運転手（配送員） 当社において下記の業務に従事していただきま
す。
・本社工場よりドーネル盛岡大通店へ商品の配送



岩手県宮古市実田一丁目５
－１７

株式会社　日進堂
（ドーネル）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員 本社店舗において、パン・ケーキ・和菓子類の販
売業務を行っていただきます。
・接客、レジ操作、包装、陳列等
・他２～３名販売員がおります
・配達業務は予定しておりません

岩手県宮古市保久田２－２
０

有限会社　西野屋

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護助手 当医院内において、下記の業務に従事して頂きま
す。
・医師の指示のもと、電気療法など理学療法の介
助
　（機械のセットや取り外し）

岩手県宮古市西町三丁目３
番７号

林整形外科・内科医
院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

訪問介護ヘルパー 要介護者の家庭を訪問し、家事・介護などケアプ
ランに合わせた介護サービスを提供する仕事で
す。
・就業時間は要介護者の要請に応じて決定いたし
ます。

介護職員初任者研修修
了者またはホームヘル
パー２級のいずれか

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7時00分～18時00分

の間の5時間程度
岩手県宮古市

キッチンスタッフ／牛角 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。
・お肉の盛り付け、仕込み等簡単な調理
・後片づけ　など


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9時00分～15時00分

の間の4時間程度
岩手県宮古市

放牧整備作業員 新たに牧場を拡張するにあたり、動物たちが快適
に過ごせるように伐採後の切った枝を処理した
り、しばかきや春には放牧の種をまく仕事です。
動物たちと触れ合いながら、自然の中で一緒に楽
しく仕事をして頂ける仲間を募集します。しあわ

岩手県宮古市田老字小堀内
１９－１５

しあわせ乳業　株式
会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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。

介護職員初任者研修修
了者またはホームヘル
パー２級のいずれか

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

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

配車係 当社において、下記の業務に従事して頂きます。
・タクシーの配車、電話対応
・運行記録の管理、書類の作成および保存
・乗務員の勤怠、労務、健康の管理


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

雇用期間の定めなし
パソコン操作（入力程

度）出来る方
岩手県下閉伊郡山田町

介護職／特別養護老人ホー
ム

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
月未満）

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


介護職員初任者研修修
了者またはホームヘル
パー２級のいずれか

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4時間程度
岩手県宮古市



(1)8時00分～14時00分
3人 800円～820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-   88211

(1)8時00分～17時30分
1人 793円～793円

パート労働者 不問 03030-   92911
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

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

パート労働者 不問 03030-   94711

(1)8時30分～17時15分
1人 普通自動車免許ＡＴ 970円～1,144円

パート労働者 不問 03030-   96211

(1)8時30分～16時30分
1人 普通自動車免許ＡＴ 971円～1,145円

パート労働者 不問 03030-   97511
交替制あり
(1)8時00分～16時00分

2人 794円～963円 (2)9時00分～17時00分

パート労働者 不問 03030-  106611

(1)17時00分～23時00分
2人 850円～1,500円

パート労働者 18歳以上 03030-  115911
交替制あり
(1)8時00分～13時30分

1人 950円～950円 (2)8時00分～17時00分

パート労働者 不問 パソコン入力操作程度 03030-  116111
交替制あり
(1)13時00分～22時00分

1人 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 パソコン入力操作程度 03030-  118811
交替制あり

1人 1,100円～1,100円

パート労働者 不問 03030-   11211

1人 800円～900円
普通自動車免許ＡＴ

パート労働者 不問 03030-   13411

(1)9時00分～13時00分
2人 820円～820円 (2)13時00分～17時00分

パート労働者 59歳以下 03030-   23311

2人 793円～850円

パート労働者 40歳以下 03030-   26111

(1)5時00分～11時00分
1人 1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030-   29211

(1)22時00分～8時00分
1人 950円～950円

パート労働者 18歳以上 パソコン入力操作程度 03030-   30011
交替制あり
(1)9時00分～17時00分

1人 800円～800円

パート労働者 不問 03030-   31311
交替制あり
(1)17時00分～18時30分

2人 1,466円～1,466円 (2)18時30分～20時00分
(3)20時00分～21時30分

パート労働者 59歳以下 03030-   34111

(1)19時30分～0時30分
2人 1,000円～1,500円

パート労働者 20歳以上 03030-   42111

(1)17時30分～22時00分
1人 795円～795円

パート労働者 59歳以下 03030-   45211
変形（1ヶ月単位）
(1)17時00分～22時00分

2人 850円～1,000円

パート労働者 不問 03030-   48011

3

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）


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

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
月未満）

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


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

高齢者指導員／介護保険課
（会計年度任用職員）

宮古市役所介護保険課に勤務となります。

・在宅高齢者に対する家庭訪問（健康状態の確
認・助言）
・訪問記録等、文書作成業務

保健師、看護師の
いずれか

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
月未満） 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

窓口業務（龍泉洞事務所）
会計年度任用職員

龍泉洞事務所の窓口業務をしていただきます。
・チケット販売、観光案内等
・事務所内での事務補助
・パソコン（ワード・エクセル）を使用
・文書作成・印刷・フォームへの入力

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字惣畑５９番５

岩泉町役場
パソコン操作（ワー
ド・エクセルを使って
文書作成・印刷・

フォームへの入力がで
きること）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

保健師、助産師、看護師／
健康課（会計年度任用職
員）

健康課（宮古保健センター）への勤務となりま
す。
・保健事業における健康診査及び健康相談
・健康教育等の実施
・その他付随する事務補助等の業務

保健師、助産師、看護
師　のいずれか

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
月未満）

岩手県宮古市

フロントスタッフ（早番） 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）

岩手県宮古市

ホール・調理補助／ＳＹＵ
ＷＡ　ＳＹＵＷＡ

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

看護職員 入所者の看護業務となります。
・当ホームに入所している高齢者（１００名）の
バイタルチェック　服薬・健康管理、医療処置、
通院同行など
・その他付帯する業務

看護師、准看護師の
いずれか

岩手県下閉伊郡山田町山田
第１６地割９－１０

社会福祉法人　正受
会　特別養護老人
ホーム平安荘

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 又は7時00分～19時00分

の間の3時間程度
岩手県下閉伊郡山田町

フロントスタッフ（遅番） 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）

岩手県宮古市

販売員（９：００～、１
３：００～）

販売に係る業務として、以下の仕事を行っていた
だきます。
・レジ操作
・接客
・清掃等

岩手県宮古市南町１４ー３ 株式会社　ツルハド
ラッグ　宮古南町店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員 デイサービス業務全般を行います。
・身の回りのお世話・食事・排せつ・入浴・移動
の介助
・リネン交換・清掃・洗濯、レクレーション
・社用車で利用者の送迎

介護職員初任者研修修
了者またはホームヘル
パー２級のいずれか

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時間以上

岩手県下閉伊郡岩泉町

朝食レストランキッチン・
ホールスタッフ

朝食（バイキング形式）レストランの担当です。
・調理、盛り付け
・ホール接客
・食材の発注、検品等の食材管理や衛生管理
４～５名体制を予定しております。

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

縫製 当工場において下記の業務に従事していただきま
す。
　毛皮の縫製作業
　・裁断
　・ミシン

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
又は8時00分～17時00分
の間の6時間以上

岩手県下閉伊郡岩泉町

接客・経理事務 観光案内や体験プログラムの実施等に関わる仕事
です。
・ビジターセンターに来られる方への観光案内、
電話やメールでの　問い合わせへの対応、プログ
ラムの予約確認

岩手県下閉伊郡田野畑村羅
賀６０－１【郵送先別指定
あり】

特定非営利活動法人
体験村・たのはた
ネットワーク

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） パソコン基本操作がで

きれば尚可
岩手県下閉伊郡田野畑村

フロントスタッフ（ナイ
ト）

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）

岩手県宮古市

接客社交係 当店において、カウンターでの接客に従事してい
ただきます。
・ドリンクやおつまみの提供
・店舗内外の清掃
・食器類の洗浄、後片付け

岩手県下閉伊郡山田町川向
町９－１４

スナックＰＡＳＳＩ
ＯＮ　今野　さゆり

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

学習塾講師（小学生～高校
生担当）

生徒１～３名程度に対し、主に数学、英語などの
学習指導１コマ
９０分で担当していただきます。
・タブレットを使用し前回の授業の振り返り、報
告業務

岩手県宮古市栄町２－４
上田ビル３Ｆ

有限会社　文海堂
（明光義塾　宮古教
室）

雇用期間の定めなし
タブレットを使用した

業務
岩手県宮古市

大学入試センター試験
の経験者

飲食サービス係 龍泉洞温泉ホテルにおいて主に下記業務に従事し
ていただきます。
・宴会、夕食の会場準備
・給仕、配膳等
・後片付け

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

レジ（１７：３０～） 店内でのレジ・接客業務を行います。
・主にレジ業務ですが、合間を見て飲料（缶
ジュース・ペットボト　ル・缶ビールなど）の商
品陳列・補充、ガラス・棚・陳列ケース　等の清
掃もお願いします

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



交替制あり

2人 普通自動車免許ＡＴ 1,300円～1,450円

パート労働者 不問 03030-   50111

(1)10時00分～15時00分
1人 900円～1,000円

パート労働者 64歳以下 03030-   51711
調理師 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-  307811
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-  310311
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

5人 793円～793円

パート労働者 59歳以下 03010-  109311
普通自動車免許ＡＴ

(1)5時00分～8時30分
1人 800円～800円 (2)16時00分～21時00分

パート労働者 不問 03080-   14411

(1)13時30分～16時30分
2人 793円～820円

パート労働者 不問 04010-  583611

4

看護師（正・准）／訪問入
浴

訪問入浴に関わる看護師業務をしていただきま
す。
・利用者さんのご自宅に訪問しバイタルチェック
・入浴介助等


看護師、准看護師の
いずれか

岩手県下閉伊郡山田町山田
第１５地割８２番地２

社会福祉法人　山田
町社会福祉協議会

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時間以上
岩手県下閉伊郡山田町

一般事務 一般事務全般を行います。
・パソコンでの書類・文書作成
・電話対応、来客対応



パソコン［ワープロ・
表計算］可

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 パソコン入力（ワー
ド・エクセル操作）得
意な方を希望します。

岩手県宮古市

調理師（岩泉町） 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）

岩手県下閉伊郡岩泉町

調理員（岩泉町） 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）

岩手県下閉伊郡岩泉町

菌床の管理と菌床しいたけ
栽培（穴沢工場）

（株）ミナカワ穴沢工場において、菌床の管理と
菌床しいたけの栽培や収穫作業を担当して頂きま
す。合わせて品質管理等も行っていただきます。

ホダの移動、袋取り、浸水作業、品質管理、運搬

岩手県盛岡市向中野２丁目
１９番３８号【求人票郵送
先指定あり】

株式会社　ミナカワ
菌類栽培部

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

岩手県下閉伊郡岩泉町

調理補助（アイルーム山田
町）

ホテル「アイルーム山田町」に宿泊するお客様に
提供する朝食及び夕食の調理の補助業務を担当し
ていただきます。

・簡単な調理、盛付け作業が主な仕事です。

岩手県陸前高田市竹駒町字
館６３

株式会社　アグリ・
フードシステム

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

学校給食センターでの調理
補助

学校給食センター内での調理補助のお仕事です。
土日、祝日と春夏冬の長期お休みがありますでの
ご家族との
時間を大切にしながら働ける職場です。


宮城県仙台市宮城野区榴岡
４丁目５－２２　宮城野セ
ンタービル６階

一冨士フードサービ
ス　株式会社　北海
道・東北支社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時00分～15時30分

の間の5時間程度
岩手県宮古市


