
(1)8時30分～17時00分
1人 840円～840円

パート労働者 不問 02020-  358321
交替制あり

2人 1,000円～1,000円

パート労働者 18歳以上 03010-  293921
交替制あり

2人 1,000円～1,000円

パート労働者 18歳以上 03010-  296721
交替制あり

2人 1,000円～1,000円

パート労働者 18歳以上 03010-  298221

(1)23時00分～0時00分
2人 1,040円～1,040円

パート労働者 18歳以上 03010-  301721

5人 830円～830円

パート労働者 69歳以下 03030-   73721

3人 1,300円～1,300円

パート労働者 18歳～59歳 03030-   76521
交替制あり
(1)13時00分～22時00分

1人 1,000円～1,000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-   77421

(1)8時00分～13時30分
1人 1,000円～1,000円

パート労働者 不問 パソコン入力操作程度 03030-   78321

(1)22時00分～8時00分
1人 1,000円～1,000円

パート労働者 18歳以上 パソコン入力操作程度 03030-   79621
交替制あり
(1)14時00分～18時00分

1人 821円～821円

パート労働者 不問 簡単な入力作業 03030-   84521

(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-   88921
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-   90821
普通自動車免許ＡＴ

3人 1,100円～1,200円

パート労働者 64歳以下 03030-   92521
変形（1年単位）
(1)18時00分～21時15分

1人 1,000円～1,000円 (2)17時00分～21時15分

パート労働者 不問 03030-   93421
変形（1年単位）

1人 880円～1,000円

パート労働者 不問 03030-   94321
変形（1年単位）

1人 950円～950円

パート労働者 不問 03030-   97121
普通自動車免許ＡＴ

1人 1,200円～1,500円

パート労働者 64歳以下 03030-  100621
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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～18時00分
の間の2時間以上

岩手県宮古市

看護師、准看護師、保
健師　のいずれか

サービスカウンター業務 １）店内「不二家」コーナーでの販売
２）レジ、精算
３）商品陳列・整頓
４）接客（お客様からの注文、予約の承りなど）
５）調理場の清掃・片付けなど

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） 又は9時00分～18時30分

の間の4時間以上
岩手県下閉伊郡山田町

レジ部門販売員（７Ｈ）／
日勤

◎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） 又は8時00分～21時15分

の間の7時間
岩手県下閉伊郡山田町

レジ部門販売員／夜間（１
８：００～２１：１５）

◎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

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。

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

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

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

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

パソコン基本操作、
ワード・エクセルがで

きる方

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）

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

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

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

雇用期間の定めなし
又は8時00分～17時00分
の間の8時間

岩手県宮古市

水産加工員 以下の業務を行っていただきます。
・殻つきホタテの箱詰め作業
・殻むき
・貝柱のパック詰め
・加工製品製造（ホタテグラタン等）

岩手県下閉伊郡山田町川向
町１６８

株式会社　川石水産

雇用期間の定めなし
又は7時00分～15時00分
の間の6時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

ユニオン磯鶏／清掃スタッ
フ（２３：００～）

＊パチンコホールの清掃業務全般をお願いしま
す。
（当店の閉店後業務としての作業です）

・ホール床の掃き拭き清掃

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
月未満）

岩手県宮古市

ユニオン磯鶏／ホールス
タッフ・カウンタースタッ
フ

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
月未満） 又は8時00分～0時00分の

間の6時間程度
岩手県宮古市

ユニオン山田／ホールス
タッフ・カウンタースタッ
フ

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
月未満） 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

ユニオン宮古／ホールカウ
ンタースタッフ

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
月未満） 又は8時00分～0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

事務職【宮古市】 事務所内で営業スタッフのサポートを行なってい
ただきます。業務内容は下記の通りです。
・伝票計上および入力
・電話応対による受注および発注
・来店による注文への対応

青森県八戸市大字廿三日町
２番地

株式会社吉田産業

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

基本的なＰＣ入力スキ
ル（文字や数字を既存
フォーマットへ入力）

（1月7日時点の内容です）

１２月２８日　から　　１月７日　までに受理した求人です。＜次回発行日は１月２０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４年１月１３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)9時00分～16時00分
2人 821円～821円 (2)9時00分～15時00分

パート労働者 不問 03030-  102121

(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-  114221
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-  118621

5人 917円～1,144円

パート労働者 不問 03030-  119921

(1)18時00分～22時00分
1人 936円～936円

パート労働者 不問 02020-  165321

(1)9時00分～15時00分
2人 900円～900円

有期雇用派遣パート 不問 03010-   38221
交替制あり
(1)17時15分～8時30分

1人 821円～1,048円 (2)8時30分～17時15分

パート労働者 18歳以上 03030-    4921

(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-    8821
普通自動車免許一種

(1)9時00分～16時00分
1人 900円～900円

パート労働者 59歳以下 03030-   12121
交替制あり

経理業務２年以上 (1)8時30分～17時00分
1人 900円～1,000円 (2)9時00分～17時30分

パート労働者 59歳以下 ワード、エクセル 03030-   17521

(1)7時30分～15時00分
1人 900円～1,000円

パート労働者 不問 03030-   22721

(1)11時30分～14時30分
1人 850円～900円

パート労働者 不問 03030-   27321
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

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

パート労働者 不問 03030-   29921

5人 830円～830円

パート労働者 69歳以下 03030-   31821

(1)5時00分～8時00分
1人 821円～821円

パート労働者 不問 03030-   43321

(1)8時00分～15時00分
1人 821円～821円

パート労働者 不問 03030-   44621

2人 821円～850円

パート労働者 40歳以下 03030-   50421

(1)8時30分～15時15分
1人 830円～830円

パート労働者 不問 03030-   52621

3人 1,200円～1,500円

パート労働者 64歳以下 03030-   56721

1人 1,100円～1,200円

パート労働者 不問 03030-   57821
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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

岩手県宮古市田鎖３－８ 株式会社　みやこ
看護師、准看護師

のいずれか
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

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
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

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

販売員（磯鶏石崎店）８時
～１５時

ローソン宮古磯鶏石崎店での業務となります。
・接客
・レジ打ち
・商品袋詰め
・電話対応

岩手県宮古市大字根市第２
地割字中割目六番四

ローソン宮古根市店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員（磯鶏石崎店）５時
～８時

ローソン宮古磯鶏石崎店での業務となります。
・接客
・レジ打ち
・商品袋詰め
・電話対応

岩手県宮古市大字根市第２
地割字中割目六番四

ローソン宮古根市店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

加工品製造 主に加熱加工品の製造業務を行っていただきま
す。
・ほたてグラタン、クラムチャウダー、焼きうに
等
・器として使うホタテの殻の形成作業もありま

岩手県下閉伊郡山田町川向
町１６８

株式会社　川石水産

雇用期間の定めなし
又は8時00分～15時00分
の間の5時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

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

調理補助およびホール どさん娘ラーメン店において、下記の仕事に従事
します。
・盛り付けなど簡単な調理
・食器の洗浄（手洗い及び食器洗浄機使用）
・ホールでの注文取り、配膳、レジ

岩手県宮古市長町１丁目８
－２８

どさん娘　バイパス
店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

収集運搬助手 山田町内の一般ゴミの収集運搬作業を行います。
積み込みは手作業で車は８ｔ車、運転手と２名の
作業となります。場合により運転業務を交代で行
います。
有資格者には移動式クレーンを使用していただき

８トン限定中型自動車
免許、中型自動車免許

のいずれか

岩手県下閉伊郡山田町飯岡
第２地割１１４番地２

陸中スキット　株式
会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

事務員 当社において下記の業務に従事していただきま
す。
・経理業務
・総務業務
・電話応対（受注・修理依頼等）

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

サービスアシスタント 当社にて自動車整備の補助業務を行っていただき
ます。

・整備車両の補助
・洗車および車内清掃

岩手県宮古市実田１丁目８
－１２

株式会社　宮古日産

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

寄宿舎管理人（会計年度任
用職員）

当学院の寄宿舎（女子寮）において下記の業務を
行っていただきます。
・入舎学生の生活指導及び寄宿舎管理運営
・施設内及び施設周辺の見回り（朝、夜）
・施設内設備の作動点検

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第４
地割１番地１３

岩手県立宮古高等看
護学院

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

電子部品　組み立て（宮古
市）

派遣先の事業所において次の業務を行います。

・薄い金属の部材を長方形の土台に差し込む作業

・加工機に部材を置きボタンを押す、

岩手県盛岡市向中野３丁目
１８番２０号　２Ｆ　アク
エリアスビル

株式会社　エムアン
ドエム　盛岡営業所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

レジ【ファル磯鶏店】　１
８：００～２２：００

レジ業務全般
・レジカウンターにおいての接客
・ＰＯＳシステムを利用してのレジ業務
・包装
・金銭の受け渡し

青森県八戸市大字長苗代字
前田８３－１

株式会社　ユニバー
ス

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

保育士（いわいずみ・こが
わ・おもと）

各こども園にて園児の保育業務をしていただきま
す。
・園児の遊び、食事介助、寝かしつけ、おたより
記載
・教室の整理整頓

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字惣畑５９番５

岩泉町役場
保育士、看護師、准看
護師、幼稚園教諭免
許、小学校教諭免許

のいずれか
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は7時30分～19時00分

の間の4時間以上
岩手県下閉伊郡岩泉町

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

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

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



(1)16時00分～0時00分
1人 900円～1,000円

パート労働者 20歳以上 03030-   59521
普通自動車免許ＡＴ

1人 830円～830円

パート労働者 不問 03030- 3922111
交替制あり
(1)8時30分～17時15分

1人 844円～1,245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- 3924811
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-  795921
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-  796121
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-  803721
交替制あり
(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-  805221
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-  835121

(1)9時00分～15時00分
1人 900円～900円

有期雇用派遣パート 不問 03010-  872421
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

2人 1,300円～1,450円

パート労働者 不問 03030-  170021
普通自動車免許ＡＴ

3人 1,100円～1,400円

パート労働者 不問 03030-  171721

(1)9時00分～15時00分
1人 830円～830円

パート労働者 不問 03030-  173221
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～15時30分
1人 950円～1,100円

パート労働者 不問 03030-  177621

1人 950円～1,000円

パート労働者 不問 03030-  180821

(1)8時30分～16時30分
2人 1,300円～1,300円 (2)9時00分～18時00分

(3)10時00分～18時00分

パート労働者 18歳以上 03030-  183421

1人 850円～900円

パート労働者 不問 03030-  184321

(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-  188021

(1)17時00分～22時00分
1人 921円～921円

パート労働者 不問 03030-  189721
普通自動車免許ＡＴ

2人 853円～1,043円

パート労働者 不問 03030-  191421
交替制あり
(1)6時30分～10時30分

2人 923円～1,043円 (2)15時00分～19時00分

パート労働者 不問 03030-  192321

3

介護職／特別養護老人ホー
ム　１

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

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


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

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

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

販売員 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

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

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

警備員／駐車場 請負先において駐車場内の誘導業務等に従事して
いただきます。

＊６０歳以上の方の応募歓迎いたします！


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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

デイサービス介護職員 デイサービスの介護業務に従事していただききま
す。
・利用者おおよそ３０名の介護業務
・入浴、食事、排泄介助等の身体介護
・レクリエーションの実施

岩手県宮古市山口５丁目８
番２号

株式会社　かがやき
ライフ

介護福祉士、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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

事務及び雑務 当社において下記の業務に従事していただきま
す。
・請求書、納品書作成
・電話での注文受付や問い合わせへの対応
・ギフト発送業務

岩手県下閉伊郡山田町川向
町１６８

株式会社　川石水産

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

パソコン操作（ワード・エ
クセル・メール・インター

ネット）ができる方 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。

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

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

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

看護師、准看護師
のいずれか

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

電子部品の検査・他（宮古
市）

派遣先の事業所において次の業務を行います。

・電子部品の選別作業（目視　拡大鏡）
・座り仕事です。
・手空き時間は、手作業による部品組立を行いま

岩手県盛岡市向中野３丁目
１８番２０号　２Ｆ　アク
エリアスビル

株式会社　エムアン
ドエム　盛岡営業所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

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
月未満）

ワード・エクセル入
力、操作経験のある方 岩手県下閉伊郡山田町

調理員（山田町） 請負先事業所において責任者の指示のもと
　利用者様への食事提供業務
調理、盛付、食器洗浄など
　
＊利用者数：１２０名程度

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）

岩手県下閉伊郡山田町

調理師（山田町） 請負先事業所において責任者の指示のもと
　利用者様への食事提供業務
調理、盛付、食器洗浄など
　
＊利用者数：１２０名程度

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）

岩手県下閉伊郡山田町

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

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

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

販売・撮影補助 下記の業務を担当していただきます。
・店内において写真プリントの受付・販売、スタ
ジオ内外撮影補助
・学校・幼稚園などの行事撮影
・パソコンを使用し画像加工プリント

岩手県宮古市末広町７－２
８

有限会社　ヤマザキ
カメラ

雇用期間の定めなし
パソコン・スマートフォ
ン・タブレット基本操作

又は9時00分～18時00分
の間の6時間程度

岩手県宮古市

ホール係兼調理補助 当店において下記の業務に従事していただきま
す。
【ホール係】
　・お客様のご案内、注文取り
　・接客、配膳（料理・ドリンク等）

岩手県宮古市末広町３－３ 山小屋

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市



交替制あり
(1)7時00分～11時00分

2人 853円～853円

パート労働者 不問 03030-  193621
変形（1年単位）

3人 821円～1,000円

パート労働者 不問 03030-  131521

(1)18時00分～22時00分
1人 830円～830円

パート労働者 不問 03030-  136121
交替制あり
(1)8時00分～13時00分

1人 830円～830円 (2)13時00分～18時00分

パート労働者 不問 03030-  137021
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-  150321

(1)9時30分～15時30分
1人 900円～1,200円

パート労働者 不問 03030-  153121
変形（1ヶ月単位）
(1)10時00分～15時00分

1人 821円～821円

パート労働者 69歳以下 03030-  154021

(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-  161121

1人 850円～900円

パート労働者 不問 03030-  162021

1人 850円～950円

パート労働者 不問 03030-  163721
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-  164821
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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

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。
※土日祝勤務の求人です。

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

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

品質検査補助員 当社において下記の業務に従事していただきま
す。
〇冷凍食品の製造工程での製品検査作業
・製品の計量
・製品の温度測定

岩手県宮古市田老字古田７
５番地８

有限会社　宮古食品

雇用期間の定めなし

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

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

岩手県宮古市保久田８番３
７

特定医療法人　弘慈
会　宮古第一病院看護師、准看護師

のいずれか
雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

レジ部門（８時／１３時） レジ・接客業務を行っていただきます。
・お客様が購入された商品の会計（レジチェッ
カー使用）
・袋詰め
・その他商品陳列、搬入品の検品

岩手県宮古市佐原３丁目１
１－２

有限会社　フード
ショップはこいし

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

レジ部門（１８時） レジ・接客業務を行っていただきます。
・お客様が購入された商品の会計（レジチェッ
カー使用）
・袋詰め
・その他商品陳列、搬入品の検品

岩手県宮古市佐原３丁目１
１－２

有限会社　フード
ショップはこいし

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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
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

介護職／特別養護老人ホー
ム　２

特別養護老人ホーム利用者への介護サービス提供
・朝食の配膳及び介助
・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


