
(1)7時30分～9時00分
1人 800円～900円 (2)14時00分～15時30分

パート労働者 64歳以下 03030- 1848011
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～16時00分
1人 800円～800円

パート労働者 不問 03030- 1850111

1人 2,598円～2,598円

パート労働者 不問 03030- 1853211

2人 793円～800円

パート労働者 不問 03030- 1861811

2人 800円～800円

パート労働者 18歳以上 03030- 1863511

2人 1,000円～1,000円

パート労働者 18歳以上 03030- 1866311
交替制あり
(1)8時00分～15時00分

5人 850円～850円 (2)10時00分～15時00分
(3)17時00分～20時30分

パート労働者 不問 13040-49404611
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- 1811211

2人 800円～800円

パート労働者 59歳以下 03030- 1812511

(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- 1813411

(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- 1814011

(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- 1815311

2人 950円～950円

パート労働者 59歳以下 03030- 1816611

(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- 1818111

(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- 1819711
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- 1821411

1人 800円～800円

パート労働者 不問 03030- 1822011
大型自動車免許 交替制あり

(1)6時00分～12時00分
1人 大型バスの運転経験 819円～1,048円 (2)10時00分～16時45分

(3)8時30分～15時15分

パート労働者 不問 03030- 1836811

1

運転技士兼学校技術員（会
計年度任用職員）

スクールバス運転業務を担当していただきます。
・スクールバスを運転して児童生徒を送迎するこ
と
・スクールバスの運行前後に車両点検をし、車両
が走行に適してい　るか確認すること

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
月以上）

岩手県宮古市

販売員 ワークマン宮古店において下記の業務に従事して
いただきます。
作業服、ユニフォーム、作業関連用品（靴・ヘル
メット・軍手など）の販売にかかる業務です。
・レジや商品説明等の接客業務

岩手県宮古市八木沢第４地
割４１－６

合同会社　ハタケ
コーポレーション

雇用期間の定めなし
又は7時00分～20時00分
の間の5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

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

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

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

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

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

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

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

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

接客・販売／マリンコープ
宮古店

モスバーガー店舗での接客・販売業務
（ハンバーガー等の商品の製造・販売・接客・店
内清掃など）
最初はレジや商品の袋詰めなど、簡単なお仕事か
らスタート。慣れてきたらハンバーガーのお肉を

東京都品川区大崎２－１－
１
ＴｈｉｎｋＰａｒｋ　Ｔｏ
ｗｅｒ４階

株式会社　モススト
アカンパニー（モス
バーガー）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時00分～20時30分

の間の8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

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

清掃員 事務所や個人宅の清掃業務全般に従事します。
・台所、浴室、トイレ、フローリング等
・１日に複数の現場を回る場合もあり
＊作業内容は依頼主により異なるので、現場指導
を受けて習得して　いただきます

岩手県宮古市実田一丁目６
番６号

有限会社　メンテナ
ンス宮古

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4時間以上
岩手県宮古市

非常勤講師（会計年度任用
職員）

非常勤講師として主に下記の業務に従事します。
１　生徒への教科指導および教員の指導・サポー
ト
２　教員が出張等で授業を不在にする場合の補充
対応

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
月以上） 又は8時30分～12時30分

の間の3時間
岩手県宮古市

特別支援学校教諭免
許、高等学校教諭免許

のいずれか

一般事務 老人福祉施設における一般事務を担当していただ
きます。
・パソコンを使ってのデータ入力
・電話対応、来客対応
・銀行等外出用務がある場合は社用車使用となり

岩手県宮古市刈屋第１２地
割３番地

特定非営利活動法人
愛福祉会

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6時間程度
岩手県宮古市

事業所名
求人番号

清掃作業員／宮町 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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

パソコン（ワード・エ
クセル）操作。集計入
力が容易にできる方。

（6月4日時点の内容です）

６月１日　から　　６月４日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は６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

◎ 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６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



普通自動車免許ＡＴ
(1)7時00分～12時00分

1人 850円～850円

パート労働者 不問 03030- 1838511

(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- 1844811
変形（1ヶ月単位）
(1)9時45分～13時15分

1人 800円～830円 (2)13時00分～17時00分

パート労働者 59歳以下 03030- 1762111

(1)8時00分～16時00分
1人 840円～840円

パート労働者 64歳以下 03030- 1764811

1人 850円～900円

パート労働者 不問 03030- 1765211

1人 850円～930円

パート労働者 不問 03030- 1766511

4人 950円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 1768011
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- 1770111

4人 950円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 1771711
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- 1773211

(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- 1774511

3人 1,200円～1,700円
普通自動車免許ＡＴ

パート労働者 不問 03030- 1775411

(1)9時00分～17時00分
1人 850円～850円 (2)9時00分～12時00分

パート労働者 59歳以下 03030- 1778611

(1)13時00分～18時00分
1人 900円～900円

パート労働者 不問 03030- 1792411

(1)11時00分～18時00分
1人 810円～810円 (2)15時00分～19時00分

パート労働者 不問 03030- 1795611
交替制あり
(1)6時00分～9時00分

2人 880円～930円 (2)21時00分～2時00分

パート労働者 18歳以上 03030- 1798711
変形（1ヶ月単位）
(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- 1803811

(1)8時30分～17時00分
1人 905円～955円

パート労働者 不問 03030- 1809611
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- 1012211
交替制あり
(1)7時30分～11時00分

2人 830円～880円 (2)7時30分～15時30分
(3)7時30分～16時15分

パート労働者 不問 03010-11389811

2

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

配達係 食材の配達業務。
幼稚園や保育所、介護施設などへ、予め配達先毎
に準備された食材を軽ワゴン車（ＡＴ車）を使っ
て配達します。


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雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
岩手県宮古市

農産係 農産部門での果物・野菜の商品づくりを行いま
す。
・規格に合わせて、果物や野菜の計量
・カット作業、袋詰め、パック詰め
・品質、温度管理、値段ラベル貼り

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

店内スタッフ／長期アルバ
イト

当店において下記の業務に従事していただきま
す。
【主な業務】
・レジ接客業務
・店内の清掃作業

岩手県下閉伊郡山田町大沢
第２地割２９－１

ファッションセン
ターしまむら山田店

雇用期間の定めなし
又は9時45分～19時15分
の間の6時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

ホールスタッフ（トマト＆
オニオン）

・お客様のご案内
・注文伺い
・料理提供とサービス
・後片付け
・店舗内外の清掃

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～23時00分

の間の3時間以上
岩手県宮古市

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） 又は10時00分～21時00分

の間の3時間以上
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

キッチンスタッフ・牛角／
１７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
・お肉の盛り付け
・仕込み等簡単な調理
・後片付け　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17時00分～23時00分

の間の3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
月以上）

岩手県宮古市

介護職員初任者研修修
了者

ホールスタッフ・牛角／１
７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17時00分～23時00分

の間の3時間以上
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

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

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） 又は7時00分～18時00分

の間の1時間以上
岩手県宮古市

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）

看護師、准看護師
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
月以上） 又は9時00分～16時00分

の間の4時間程度
岩手県宮古市

レジ・包装業務 当店舗において下記業務を行っていただきます。
・ギフトコーナーでのレジ、接客、包装作業等
・その他陳列等作業もあり



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雇用期間の定めあり（４ヶ

月未満）
岩手県宮古市

加工・販売 豊間根工場で商品の加工と販売を行っていただき
ます。
・主にイカの塩辛、魚の干物、押し寿し等の加工
・店頭（工場内店舗）での販売、レジ操作、パッ
キング、包装等

岩手県下閉伊郡山田町中央
町７－６

有限会社　木村商店

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

販売員 靴の販売等業務全般に従事していただきます。
・店内での接客販売応対
・レジ業務
・商品の荷受け・品出し
・在庫整理・整頓、クリンリネス

岩手県宮古市小山田２丁目
２－１　マリンコ－プドラ
内　１Ｆ

株式会社　ジーフッ
ト　アスビーファム
宮古店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は11時00分～19時00分

の間の4時間以上
岩手県宮古市

コネクタ製品検査及びオペ
レータ

携帯電話やスマートフォンなどのモバイル機器、
パソコン・自動車用電子機器などに幅広く使用さ
れているコネクタ製品に関する業務を行います。
・検査業務（顕微鏡や測定機を使用します）
・業務に慣れてきたら、コネクターを製造する機

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

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

看護師、准看護師
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）

タブレット端末の基本
的な操作。（操作不可

でも応募可）
又は8時30分～17時30分
の間の4時間程度

岩手県宮古市

医療事務（宮古市） 請負先の医療機関にて医事業務全般を行います。

＜物品搬送供給業務＞
院内で使用する薬剤のオーダーを受けてセットを
作ります。

岩手県盛岡市盛岡駅西通２
－９－１　マリオスビル１
２Ｆ

株式会社　ニチイ学
館　盛岡支店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

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



変形（1ヶ月単位）
ＰＣスキル (1)9時30分～18時30分

1人 810円～1,000円 (2)9時30分～16時30分

パート労働者 不問 03030- 1694511
変形（1ヶ月単位）

1人 900円～1,200円

普通自動車免許ＡＴ
パート労働者 不問 03030- 1695411

(1)9時00分～17時00分
1人 896円～1,474円

パート労働者 不問 03030- 1698611
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- 1711611

4人 1,100円～1,100円

パート労働者 64歳以下 03030- 1716211
薬剤師

1人 1,800円～2,200円

パート労働者 不問 03030- 1724211

(1)9時00分～12時00分
1人 830円～830円

パート労働者 不問 03030- 1735311

(1)13時30分～18時00分
1人 850円～900円 (2)8時30分～17時30分

パート労働者 不問 03030- 1736611

(1)8時00分～12時00分
1人 950円～950円

パート労働者 不問 03030- 1737911
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- 1741411

1人 800円～900円

パート労働者 不問 03030- 1744611

(1)15時00分～9時00分
1人 1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 1755711
美容師

普通自動車免許ＡＴ (1)9時30分～12時00分
1人 1,500円～2,100円

美容師歴８年以上

パート労働者 64歳以下 15110- 3827711
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パソコンインストラクター
補助／宮古校

当社「キャトル宮古校」にて、下記業務を行って
いただきます。

・ワード・エクセル・パワーポイントなどのパソ
コンの操作説明

岩手県宮古市栄町３－３５
キャトル宮古４階

ＹＥＳネットワーク
三陸　株式会社

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）基本操作がで

きる方
岩手県宮古市

訪問介護職員 利用者様宅での訪問介護サービス業務を行いま
す。
・ケアプランに合わせた食事・移動・入浴・排泄
等の介助
・掃除・洗濯・調理・食器洗い等の日常生活援助

介護職員初任者研修修
了者、介護福祉士、
ホームヘルパー２級

のいずれか

岩手県宮古市八木沢第５地
割８５番地１

合同会社ライフサ
ポート・ゆうゆう

雇用期間の定めなし
又は6時00分～21時00分
の間の4時間程度

岩手県宮古市

埋蔵文化財発掘調査員／教
育委員会文化課（会計年度
任用職員

宮古市教育委員会文化課勤務となります。
・遺跡の発掘調査　　
・遺跡発掘調査報告書の作成
・その他　付随する業務　　　　　

大学等で考古学を専攻また
は遺跡の発掘調査並びに発
掘調査報告書作成のできる

方

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 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

料理人見習い 　ブーランジェリー　レ・ド・シェーブルが
　カフェ・ビストロ　レ・ド・シェーブルに生ま
れ変わりました！
　昼はカフェ、夜はフレンチビストロと、時間帯
によって違った雰　囲気でヤギミルクの美味しさ

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10時30分～21時30分
の間の6時間程度

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

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

指導員／ゆうやけ 放課後等デイサービス事業所で指導員業務に従事
していただきます
障がいのある児童、生徒（小学校１年～高校３年
生）約１０名の
遊び、学習等の生活指導、支援を行います。

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
月以上）

岩手県宮古市

クリンクルー（山田町） 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。

・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

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

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
月以上）

岩手県宮古市

美容師＜岩手県＞ 老人介護施設へご高齢者を対象とした美容サービ
ス（ヘアカットや毛染め、パーマなど）の提供を
行います。
　※施設への連絡、アポイント調整などは本社で
行います。

新潟県燕市野中才１３３９
番地２

株式会社　ブルーラ
イン２１

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市　他
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