
(1)9時30分～15時00分
1人 824円～824円

パート労働者 不問 03030- 2276211

(1)9時00分～14時00分
1人 793円～793円

パート労働者 64歳以下 03030- 2277511
交替制あり
(1)6時30分～9時30分

1人 820円～820円 (2)16時00分～18時00分

パート労働者 不問 03030- 2253011

1人 普通自動車免許ＡＴ 1,200円～1,500円

パート労働者 64歳以下 03030- 2256911

(1)8時00分～17時00分
1人 850円～850円 (2)9時00分～18時00分

パート労働者 59歳以下 03030- 2260411

3人 1,200円～1,500円

パート労働者 64歳以下 03030- 2265111
交替制あり

1人 793円～793円

パート労働者 不問 03030- 2266711

(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- 2268211

(1)17時00分～23時00分
1人 800円～800円

パート労働者 不問 03030- 2270311

(1)12時00分～18時00分
1人 800円～800円

パート労働者 不問 03030- 2271611

1人 800円～800円

パート労働者 18歳以上 03030- 2272911
交替制あり
(1)9時30分～14時00分

1人 793円～793円 (2)9時30分～15時00分
(3)9時30分～17時00分

パート労働者 不問 03010-14128811
交替制あり
(1)9時30分～14時00分

1人 793円～793円 (2)9時30分～15時00分
(3)9時30分～17時00分

パート労働者 不問 03010-14130011
交替制あり

2人 1,000円～1,000円

パート労働者 18歳以上 03010-14131311
交替制あり

2人 1,000円～1,000円

パート労働者 18歳以上 03010-14133911
交替制あり
(1)9時00分～12時00分

2人 900円～900円

パート労働者 不問 04010-36232211
交替制あり
(1)8時30分～15時15分

1人 830円～830円 (2)6時45分～15時15分

パート労働者 不問 03030- 2243511
交替制あり
(1)17時15分～8時30分

1人 819円～1,048円 (2)8時30分～17時15分

パート労働者 18歳以上 03030- 2245011
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（7月9日時点の内容です）

７月５日　から　　７月９日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は７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

販売員（魚菜市場店） 魚菜店にて、下記の業務に従事していただきま
す。
・主にお客様応対やレジ業務
・店内清掃
・材料のカット

岩手県宮古市大通二丁目４
番２１号

有限会社　太田屋肉
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

給食車助手（新里） 新里地区の給食センターから宮古市内の学校への
給食の配送と回収業務を行います。
・給食車へ給食コンテナの積み込み、清掃等
・各学校へ指定の場所への運搬
・給食はコンテナ台車運搬

岩手県宮古市田老字新田平
１６－１３

東日本交通株式会社
宮古営業所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

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

共同生活事業所（グループ
ホーム）世話人

グループホームの世話人業務を担当していただき
ます。　　　　
・利用者（障がい・４名）の食事や掃除等の家
事、健康管理等、日　常生活の支援
・食材や日用品等の購入、記録の作成

岩手県宮古市松山第８地割
１９－１

社会福祉法人　岩手
県社会福祉事業団
松山荘

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

看護師、准看護師、
保健師のいずれか

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

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

ガソリンスタンド販売員／
８Ｈ

ガソリンスタンド店におけるお客様への応対、
サービス
・車両の誘導、給油、洗車、窓ふき、会計
・その他付随する業務


岩手県宮古市根市第２地割
３３－２

株式会社丸光商事

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員初任者研修修
了者（旧ホームヘル
パー２級）以上

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

弁当調理係 ・注文取り
・お弁当調理
・レジ操作
・配達業務（免許所持の方）
・掃除　等

岩手県下閉伊郡山田町飯岡
第２地割１番地５７

ケイエム企画

雇用期間の定めなし
又は6時00分～19時00分
の間の4時間以上

岩手県下閉伊郡山田町

コンビニ販売員／１２時～ コンビニエンスストア店内の販売業務を行いま
す。
・接客やレジ、商品陳列、補充、整理
・店内の簡単な清掃等


岩手県宮古市金浜第６地割
４－３

ローソン　宮古金浜
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市　他

コンビニ販売員／１７時～ コンビニエンスストア店内の販売業務を行いま
す。
・接客やレジ、商品陳列、補充、整理
・店内の簡単な清掃等


岩手県宮古市金浜第６地割
４－３

ローソン　宮古金浜
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市　他

ラーメンショップ調理ス
タッフ（山田店）

・ラーメンショップ（麺屋源三）内での調理、洗
い場及び接客業務を行っていただきます。
・券売機を使っていますので、レジ業務はありま
せん。
・その他付随する業務及び指示された業務を行っ

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）

岩手県下閉伊郡山田町

コンビニ販売員／２３時～ コンビニエンスストア店内の販売業務を行いま
す。
・接客やレジ、商品陳列、補充、整理
・店内の簡単な清掃等


岩手県宮古市金浜第６地割
４－３

ローソン　宮古金浜
店

雇用期間の定めなし
又は23時00分～9時00分
の間の8時間

岩手県宮古市　他

ホールスタッフ・カウン
タースタッフ（宮古店）

パチンコ店のホール・カウンターでの接客対応で
す。
・出玉の上げ下ろしや交換、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

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8時00分～0時00分の

間の6時間程度
岩手県宮古市

ラーメンショップ調理ス
タッフ（磯鶏店）

・ラーメンショップ（麺屋源三）内での調理、洗
い場及び接客業務を行っていただきます。
・券売機を使っていますので、レジ業務はありま
せん。
・その他付随する業務及び指示された業務を行っ

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）

岩手県宮古市

労務宿舎の清掃 宿舎の共用部（トイレ、風呂、洗面所、食堂等）
清掃作業

宮城県亘理郡亘理町字桜小
路４０

モリプレゼンス　株
式会社

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3時間程度
岩手県宮古市

ホールスタッフ・カウン
タースタッフ（山田店）

パチンコ店のホール・カウンターでの接客対応で
す。
・出玉の上げ下ろしや交換、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

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8時00分～0時00分の

間の6時間程度
岩手県下閉伊郡山田町

一時保護児童指導補助員兼
当直専門員（会計年度任用
職員）

宮古児童相談所において下記の業務を担当してい
ただきます。
〇一時保護児童の生活補助・見守り
〇施設管理（見回り・開錠・施錠・暖房機器への
給油等）

岩手県宮古市和見町９－２
９

岩手県宮古児童相談
所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

下膳・食器洗浄業務（８時
３０分～）

・５名での立ち仕事です。
・毎日およそ２００食分の使用済み食器等を洗浄
します。
・洗浄には白衣、手袋、白長靴を着用し食器洗浄
機を使用します。

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

◎ 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７月１５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



1人 850円～900円

パート労働者 不問 03030- 2247611

1人 850円～950円

パート労働者 不問 03030- 2248911
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 59歳以下 ワード・エクセル操作 03030- 2249111

(1)8時00分～17時00分
1人 793円～800円

パート労働者 不問 03030- 2250211

(1)14時00分～18時30分
1人 850円～850円

パート労働者 不問 03030- 2251511

(1)8時00分～12時00分
1人 850円～850円 (2)16時00分～19時00分

パート労働者 59歳以下 03030- 2211311

1人 800円～850円

パート労働者 不問 03030- 2213911

(1)8時00分～12時00分
1人 820円～820円

パート労働者 不問 03030- 2215711
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)22時00分～7時00分
1人 800円～800円

パート労働者 18歳～64歳 03030- 2216811
５トン限定準中型免許

(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- 2223711

(1)7時00分～15時00分
2人 870円～870円

パート労働者 64歳以下 03030- 2227411

(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- 2228011

(1)8時00分～12時00分
2人 870円～870円 (2)9時00分～13時00分

パート労働者 64歳以下 03030- 2229311

(1)7時00分～15時00分
1人 870円～870円

パート労働者 64歳以下 03030- 2230111
普通自動車免許ＡＴ

1人 905円～1,416円

パート労働者 不問 ＰＣスキル：入力程度 03030- 2233211
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- 2235411

(1)8時00分～13時30分
1人 950円～950円

パート労働者 不問 パソコン入力操作程度 03030- 2236011

(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- 2237311

(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- 2238611

(1)6時50分～7時50分
1人 793円～793円 (2)16時50分～18時50分

パート労働者 18歳以上 03070- 3522711

2

調理補助 ゴルフ場の調理場において、食材の仕込み、調理
（ゆでる、炒める等）盛付等を行います。メ
ニューは定食、麺類、おつまみなどになっており
ます。他に５名のスタッフがおります。


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） 又は8時00分～15時00分

の間の5時間以上
岩手県宮古市

レストランフロアー ゴルフ場のレストランにおいて、下記業務を行い
ます。
・ご利用のお客様の注文、配膳、片付け
・清掃等


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） 又は9時00分～16時00分

の間の5時間以上
岩手県宮古市

清掃員・洗濯作業員 請負先において下記の業務に従事していただきま
す。
［清掃員］
　・施設内の清掃作業
［洗濯作業員］

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）

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

ガソリンスタンド販売員 ガソリンスタンド店におけるお客様への応対、
サービス
・車両の誘導、給油、洗車、窓ふき、会計
・その他付随する業務


岩手県宮古市根市第２地割
３３－２

株式会社丸光商事

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

指導員／花輪学童の家 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



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

販売員、品出し 販売業務を担当していただきます。
・店内でのレジ打ち、接客、品出し、陳列、清掃
等

医薬品、化粧品、雑貨等を取り扱っています。

岩手県宮古市保久田８－５ 株式会社　ツルハド
ラッグ　宮古中央店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

洗い場兼調理補助 洗い場業務
・調理器具、食器、お膳等の洗浄と片付け等
　洗浄は、食洗機・手洗い両方で対応。
調理補助業務
・簡単な仕出し等の盛り付け等

岩手県宮古市磯鶏沖１０－
１

ふく留

雇用期間の定めなし
又は9時00分～13時30分
の間の2時間程度

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（Ｈ２

９．３．１２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

夜警 ・館内の見回り
・営業終了後の大浴場の整理整頓
・夜間の電話等対応
・朝の営業準備

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

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

販売員（９：００・１３：
００）

当店では、医薬品、化粧品、雑貨、食料品等を取
り扱っています。
・レジ操作
・雑貨や食料品コーナーの商品補充や陳列作業
・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

ベーカリー係／７Ｈ いわて生協ベルフ西町店のベーカリー「ＭＥＧＵ
ＭＩＹＡ」のスタフを募集します。
・パン生地の成形
・焼き上げ
・袋詰めや値段ラベル貼り

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

惣菜部門 当店舗において下記業務を行っていただきます。
・総菜揚げ物製造
・商品化作業
・製品ラップ作業
・値付け作業

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

水産 当店舗において下記業務を行っていただきます。
・品出し、陳列
・刺身の生産、加工
・丸魚の身下ろし、加工
・商品パック作業

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

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

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

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

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

警備員：岩手県立宮古商工
高等学校（工業校舎）

◆当社請負先の警備業務をお願いします。
・校舎内の施錠、開錠、巡回業務
・その他付随する業務

＊就業時間の（１）（２）の両方を勤務できる

岩手県北上市幸町２番５号 北上ビルメン　株式
会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

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



(1)8時00分～10時00分
1人 858円～958円 (2)16時00分～18時00分

パート労働者 不問 03010-13830511
交替制あり

1人 1,108円～1,308円
普通自動車免許ＡＴ

パート労働者 不問 03010-13844111
交替制あり

2人 1,108円～1,308円
普通自動車免許ＡＴ

パート労働者 不問 03010-13846811
交替制あり

2人 1,108円～1,308円
普通自動車免許ＡＴ

パート労働者 不問 03010-13850611

1人 3,000円～3,000円

パート労働者 不問 27020-37468411
交替制あり

2人 1,108円～1,308円
普通自動車免許ＡＴ

パート労働者 不問 03010-13823411

(1)9時00分～16時30分
2人 1,270円～1,370円

パート労働者 不問 03010-13826611

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

(3)9時00分～12時00分

パート労働者 不問 03030- 2146811
交替制あり
(1)11時30分～13時30分

1人 800円～800円 (2)11時45分～13時45分

パート労働者 不問 03030- 2161711
変形（1年単位）
(1)7時30分～15時30分

1人 820円～900円

パート労働者 59歳以下 03030- 2164511
変形（1年単位）

3人 800円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 2167311

(1)17時00分～21時00分
1人 900円～900円

パート労働者 不問 03030- 2172211

(1)8時00分～12時00分
1人 850円～850円

パート労働者 不問 03030- 2178911

1人 880円～880円

パート労働者 不問 03030- 2183011
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- 2186911

3人 1,100円～1,400円

普通自動車免許ＡＴ
パート労働者 不問 03030- 2187111

変形（1年単位）
(1)8時30分～16時30分

2人 800円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 2188711

1人 800円～800円

パート労働者 59歳以下 03030- 2190411

1人 850円～900円

パート労働者 不問 03030- 2191011

2人 793円～850円

パート労働者 40歳以下 03030- 2192311

3

訪問介護員（宮古西町） ＊訪問介護業務

在宅での生活を支えるために必要な生活支援
・調理、洗濯、生活必需品の買い物、掃除等


ホームヘルパー２級、
介護職員初任者研修修
了者　のいずれか

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） 又は8時00分～18時00分

の間の4時間程度
岩手県宮古市

通所介護におけるドライ
バー業務（宮古）

通所介護サービスをご利用されるお客様の送迎
（ワンボックス車使用）

入社時に介護職員初任者研修又は旧ホームヘル
パー２級以上の資格を保有していない方は、入社

普通自動車二種免許、
中型自動車二種免許、
大型自動車二種免許の

いずれか

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

訪問介護員（西ヶ丘） 在宅での生活を支える為に必要な生活支援
・調理、洗濯、生活必需品の買い物、掃除等

身体介護
・食事介助、入浴介助、排泄介助等

ホームヘルパー２級、
介護職員初任者研修修
了者　のいずれか

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） 又は8時00分～18時00分

の間の3時間以上
岩手県宮古市

訪問介護員（八木沢） 在宅での生活を支える為に必要な生活支援
・調理、洗濯、生活必需品の買い物、掃除等

身体介護
・食事介助、入浴介助、排泄介助等

ホームヘルパー２級、
介護職員初任者研修修
了者　のいずれか

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） 又は8時00分～18時00分

の間の4時間程度
岩手県宮古市

訪問介護員（宮古） 在宅での生活を支える為に必要な生活支援
・調理、洗濯、生活必需品の買い物、掃除等

身体介護
・食事介助、入浴介助、排泄介助等

ホームヘルパー２級、
介護職員初任者研修修
了者　のいずれか

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） 又は8時00分～18時00分

の間の5時間程度
岩手県宮古市

（請）メンタルヘルスセミ
ナー講師（岩手県宮古市）

職員に対するメンタルヘルス講話の講師。
１回あたり６０分　１日１～４回を上限としま
す。


産業カウンセラー、臨床心
理士、社会福祉士、精神保

健福祉士のいずれか

大阪府大阪市北区梅田１－
３－１　大阪駅前第１ビル
４階

株式会社　キャリア
バンク　大阪支店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

対面カウンセリング経験２
年以上、セミナーの講師経

験　のいずれか
又は9時00分～17時00分
の間の4時間程度

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

デイサービス看護スタッフ
（八木沢）

デイサービスにおける看護業務
・バイタルチェック
・配薬
・処方薬の塗布
・緊急時の対応

看護師、准看護師
のいずれか

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

惣菜部門／７：３０～１
５：３０

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

洗い場係 当店洗い場において、食器洗浄を行います。
・食洗機と手洗いがあります。
・お客様が退席した後の食器を下げる仕事もあり
ます。
・接客、会計業務は予定しておりません。

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第７
地割３２番地２５

野菜たっぷりタンメ
ンの店　大久保

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

客室布団敷き 当浄土ヶ浜パークホテルに宿泊されるお客様の客
室において下記の業務に従事していただきます。
・必要な人数分の布団敷き



岩手県宮古市日立浜町３２
－４

株式会社　浄土ヶ浜
パークホテル

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

水産加工員（短期） サンマ・鮭ほか鮮魚の箱詰め業務に従事していた
だきます。
・ほか上記に付随する業務

＊魚をさばく作業はありません。立ち仕事となり

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

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




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9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

食肉担当（８～１２時）／
オール店

びはんストアオール店において食肉業務を担当し
ていただきます。
・食材の商品化、パック詰め作業
・商品補充、陳列
・その他、上記に付随する業務

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

ホームヘルパー 山田町内の利用者宅への訪問介護業務に従事して
いただきます。
・身体介護、入浴介助および家事の支援、通院介
助などを行って
　いただきます。

介護職員初任者研修修
了者、ホームヘルパー
２級、介護福祉士　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7時00分～18時00分

の間の1時間以上
岩手県下閉伊郡山田町

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

受付事務 さかもと眼科クリニック内において、
・来院患者様の受付
・診療室への誘導、介助
・電話対応
・レジを使用しての会計精算をお願いする場合も

岩手県宮古市向町４番４１
号

さかもと眼科クリ
ニック

雇用期間の定めなし
又は9時00分～18時00分
の間の4時間程度

岩手県宮古市

基板実装組立係 ・部品挿入、ハンダ付け、基板分割作業
・検査機等を使用しての完成品検査

＊電子機器などに使用される基板実装組立工程で
の作業とな

岩手県宮古市松山第６地割
４６

株式会社　ウェーブ
クレスト　宮古工場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

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

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



1人 950円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 2196711

5人 1,500円～1,500円

パート労働者 18歳以上 03030- 2197811

2人 853円～1,043円
普通自動車免許ＡＴ

パート労働者 不問 03030- 2200511
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1)6時30分～10時30分
2人 923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- 2201411

4

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

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

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、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4時間程度
岩手県宮古市

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
月以上）

岩手県宮古市


