
普通自動車免許ＡＴ
(1)9時00分～18時00分

9人 1,400円～1,400円 (2)10時00分～19時00分

有期雇用派遣パート 不問 03010-20636811
交替制あり
(1)8時30分～13時00分

1人 830円～880円 (2)8時30分～17時15分
(3)13時00分～17時15分

パート労働者 不問 03010-20603811
交替制あり
(1)9時00分～10時30分

2人 普通自動車免許ＡＴ 830円～1,200円 (2)13時30分～15時00分
※業務に自家用車を使用 (3)16時00分～18時00分

パート労働者 59歳以下 03010-20459711

(1)9時00分～13時00分
1人 821円～821円

パート労働者 64歳以下 03030- 3198611

1人 850円～900円

パート労働者 不問 03030- 3203611

1人 850円～950円

パート労働者 不問 03030- 3204911
交替制あり
(1)7時40分～15時40分

1人 950円～950円 (2)13時00分～21時00分

パート労働者 不問 03030- 3205111
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- 3206711

(1)8時00分～12時00分
1人 840円～840円

パート労働者 64歳以下 03030- 3181911

(1)13時30分～18時30分
1人 850円～900円

パート労働者 不問 03030- 3182111

(1)9時30分～15時30分
2人 900円～1,200円

パート労働者 不問 03030- 3183711

2人 900円～900円

パート労働者 18歳以上 03030- 3184811

2人 1,000円～1,000円

パート労働者 18歳以上 03030- 3187411
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時00分～12時00分
2人 900円～900円

パート労働者 59歳以下 03030- 3188011

2人 900円～900円

パート労働者 59歳以下 03030- 3189311

(1)16時30分～22時30分
2人 1,000円～1,000円

パート労働者 59歳以下 03030- 3190111

(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- 3191711

(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- 3192811
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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

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

サービススタッフ（客室
セット）

当浄土ヶ浜パークホテルに宿泊されるお客様の客
室において下記業務に従事していただきます。
・客室内の清掃（客室、浴室、トイレ）
・備品等の補充やセット作業等


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

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６０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

農産係／４ｈ 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

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

内勤スタッフ 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

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
月未満） 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
月未満） 又は9時00分～16時00分

の間の5時間以上
岩手県宮古市

清掃作業員 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

訪問介護員（宮古市） 在宅に訪問し、身体介助・家事援助を行っていた
だきます。
・１日１～２件程度。訪問先への直行直帰。
・自動車は個人のものを使用します。


岩手県盛岡市上田３丁目６
番３３号　中村ハイツ　１
号【求人票郵送先指定あ
り】

特定非営利活動法人
ハーツ生活支援

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

医療事務（山田町） 請負先の医療機関にて医事業務全般を行います。

＜受付業務＞
患者様のご案内や保険証や受給者証の確認を行い
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）

岩手県下閉伊郡山田町

事業所名
求人番号

＜急募＞アンケート調査
（岩手県）

＜公的機関でのアンケート調査でのお仕事＞
県内の各会場にてアンケート記入を依頼し報告し
ていただくお仕事です。

＊研修　１０／２０（水）～２２（金）のうち１

岩手県盛岡市盛岡駅西通２
－９－１　マリオス１３階

株式会社　パソナ
パソナ・盛岡

日雇（日々雇用または１ヶ
月未満）

岩手県宮古市　他

ワード・エクセル入
力、操作経験のある方

（10月8日時点の内容です）

１０月４日　から　１０月８日　までに受理した求人です。＜次回発行日は１０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

◎ 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１０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



2人 950円～950円

パート労働者 59歳以下 03030- 3193211

(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- 3194511

(1)10時30分～14時30分
2人 1,000円～1,000円

パート労働者 59歳以下 03030- 3195411
変形（1ヶ月単位）
(1)15時00分～9時00分

2人 1,500円～1,600円

パート労働者 64歳以下 03030- 3159711

(1)7時00分～11時00分
2人 接客経験 900円～1,100円

パート労働者 不問 03030- 3175711
変形（1ヶ月単位）

1人 821円～840円

パート労働者 不問 05020- 4650711
交替制あり

調理師 (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 03010-20014911
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 03010-20015111

(1)8時00分～13時00分
2人 830円～830円

パート労働者 不問 03010-20091811
交替制あり

調理師 (1)5時00分～14時00分
1人 850円～1,000円 (2)10時00分～19時00分

パート労働者 不問 03010-20136111
交替制あり

2人 830円～830円

パート労働者 不問 03010-19870311
交替制あり
(1)5時00分～13時00分

2人 821円～821円 (2)9時00分～17時00分
(3)11時00分～19時00分

パート労働者 不問 03030- 3123611

2人 821円～850円

パート労働者 40歳以下 03030- 3124911
交替制あり
(1)8時30分～17時15分

1人 864円～1,266円 (2)16時30分～1時15分
(3)0時30分～9時15分

パート労働者 不問 入力程度ができれば尚可 03030- 3126711

(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- 3127811

(1)8時00分～15時00分
1人 900円～900円

パート労働者 不問 03030- 3131611

(1)8時30分～12時00分
2人 850円～850円 (2)8時30分～16時00分

パート労働者 不問 03030- 3133111

(1)8時00分～12時00分
1人 821円～821円

パート労働者 不問 03030- 3147011

(1)9時00分～13時00分
2人 821円～821円

パート労働者 不問 03030- 3149611

(1)14時30分～18時30分
1人 821円～921円

パート労働者 不問 03030- 3151211
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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

夜勤専従（看護師・准看護
師）

当院では医療療養病棟２病棟、回復期リハビリ
テーション病棟２病棟があります。
・医療療養病棟、回復期リハビリテーション病棟
の夜勤看護業務
・各病棟３０～４０床

看護師、准看護師
のいずれか

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

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

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

サービススタッフ（朝食、
会計の業務）

下記の業務を行っていただきます。
・調理室より会食会場まで料理を運び配膳・給仕
する業務
・会場のセッティング、片付け、清掃など
・チェックアウト時の精算に付随する業務

岩手県宮古市田老字青砂里
１６４－１

株式会社　たろう観
光ホテル

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

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

調理師（宮古市） 請負先事業所において責任者の指示のもと
　入所者様への食事提供業務
　調理、盛付、食器洗浄など
　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

ドラッグストアでの販売
（岩手山田店）

・商品管理（発注、陳列、補充、整理）
・レジ業務
・店内外の清掃
・ＰＯＰ（値札）貼り　等


岩手県紫波郡矢巾町大字広
宮沢第３地割４２６番地

株式会社　薬王堂

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

調理員／青少年の家 「陸中海岸青少年の家」の食堂において、利用者
の朝食・昼食・夕食調理業務
・材料下準備、盛付、片付け、清掃など
・宿泊者や利用者の人数によりますが、約１００
食前後となります

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

販売員／サーティワンアイ
スクリームキャトル宮古店

アイスクリーム販売やクレープの調理を行いま
す。
・接客業務、レジ操作
・アイスクリームトッピング、クレープ調理
・予約受付、電話対応

岩手県盛岡市三本柳２ー３
３－１３

アソート株式会社

雇用期間の定めなし
又は13時00分～21時00分
の間の5時間程度

岩手県宮古市

看護補助（会計年度任用職
員）

当院内において看護補助業務を行います。
・入院病棟、外来での診療介助、患者搬送、備品
補充等
・パソコン入力など事務補助
・その他指示された業務

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第１
地割１１番地２６

岩手県立　宮古病院

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2時間以上
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

現場作業員（短期） サンマの箱積み作業を行います。
・選別されて流れてきた箱をパレットへ分けて並
べる簡単な作業
・１０～２０ｋｇ程度の魚箱手積み作業となりま
す

岩手県宮古市藤原一丁目６
－３４

有限会社　坂栄商店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

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

販売員（１日４時間／８時
～）

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

水産加工員（短期） サンマの箱詰め作業等を行います。
・コンピューターにより選別されたサンマを、き
れいに並べて箱詰
　めする仕事
・未経験の方でも応募可能です。

岩手県宮古市藤原一丁目６
－３４

有限会社　坂栄商店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

販売員（１日４時間／１４
時３０分～）

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

販売員（１日４時間／９時
～）

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



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- 3040411

5人 1,500円～1,500円

パート労働者 18歳以上 03030- 3043611
交替制あり
(1)8時00分～16時00分

1人 950円～950円 (2)12時30分～20時30分

パート労働者 不問 03030- 3047811

(1)16時30分～21時30分
1人 950円～950円

パート労働者 不問 03030- 3048211

(1)8時30分～17時00分
1人 905円～905円

パート労働者 不問 03030- 3054711

2人 821円～821円

パート労働者 59歳以下 03030- 3055811

(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- 3062711

(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- 3063811
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- 3074011

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- 3075311

(1)13時00分～17時30分
1人 事務経験のある方 900円～1,000円

パート労働者 64歳以下 03030- 3077911

(1)9時00分～14時00分
1人 821円～821円

パート労働者 64歳以下 03030- 3078111
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- 3080511

(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- 3081411

(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- 3082011

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- 3084611

2人 825円～825円

パート労働者 不問 03030- 3085911

3人 1,200円～1,500円

パート労働者 64歳以下 03030- 3096811

1人 1,100円～1,200円

パート労働者 不問 03030- 3097211

(1)17時30分～22時00分
1人 821円～821円

パート労働者 59歳以下 03030- 3101811

3

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

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
パソコン基本操作、ワー
ド・エクセルができる方

岩手県宮古市

内勤スタッフ 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

内勤スタッフ 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

道の駅の業務 道の駅いわいずみ内

【ＶｉＴＯ×ＩＷＡＩＺＵＭＩ】
　・ジェラートやコーヒーの提供、レジ等


岩手県下閉伊郡岩泉町乙茂
字乙茂９０－１

岩泉ホールディング
ス　株式会社

雇用期間の定めなし
又は8時30分～17時30分
の間の5時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

事務職 携帯電話やスマートフォンで使用される電子部品
（コネクタ）製造に関する事務処理を行っていた
だきます。
・取引先企業に対する送り状などの各種伝票処理
・専用ソフトへの数字入力

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

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。
・惣菜揚げ物製造
・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

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　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


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

看護師、准看護師
のいずれか

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

一般事務／１３時～ 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

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

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

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、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

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

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

介護職員初任者研修修
了者、ホームヘルパー
２級　のいずれか以上

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

製品加工／２ 下記の業務に従事していただきます。
・魚フライの加工（パン粉をつける等）
・切り身や製品のパック詰め
・シール貼り
・慣れてきたら箱詰めの作業があります。

岩手県宮古市千徳第１３地
割３２－１５

丸友しまか　有限会
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

岩手県宮古市

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

看護師 当社デイサービスにおいて、利用者１８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

看護師、准看護師
のいずれか

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8時00分～17時00分
の間の4時間以上

岩手県宮古市



(1)17時00分～21時00分
1人 900円～900円

パート労働者 不問 03030- 3105011

(1)8時00分～14時00分
3人 821円～830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- 3111511

(1)9時00分～13時00分
1人 821円～821円

パート労働者 59歳以下 03030- 3114311
変形（1年単位）

3人 821円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 3117111

(1)9時00分～15時00分
3人 821円～821円

パート労働者 不問 03030- 3118711
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時00分～17時00分
1人 900円～1,050円 (2)8時30分～17時00分

(3)8時30分～16時00分

パート労働者 64歳以下 03030- 3121011
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～17時15分
1人 896円～1,084円

パート労働者 不問 03030- 3196011

4

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

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

販売員（９：００） 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

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

電子部品製造に関わる軽作
業／実田工場

電子部品の袋詰めや箱詰め等、製造に関連した作
業を行って頂きます。
手先を使い、立ち作業です。



岩手県宮古市板屋３－１１
－１５

株式会社　エム・ア
イ・エス東北工場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

介護職員 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

岩手県宮古市

排水設備管理事務員／施設
課（会計年度任用職員）

宮古市場下水道部に勤務となります。
浄化槽管理事務
・浄化槽法に伴う設置手続き
・維持管理業者から提出された保守点検、清掃記
録簿の確認と支払い

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


