
子育て支援員研修修了者 (1)7時15分～12時15分
2人 850円～850円 (2)13時15分～18時15分

パート労働者 不問 03030-  568221
普通自動車免許ＡＴ

1人 1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030-  571621

(1)13時30分～18時30分
3人 850円～900円

パート労働者 不問 ワード・エクセル操作 03030-  585221

歯科衛生士
1人 1,000円～1,300円

パート労働者 不問 03030-  590021
普通自動車免許ＡＴ 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 850円～850円 (2)12時00分～21時00分

パート労働者 不問 03030-  600121
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)6時30分～13時30分
2人 923円～923円 (2)13時30分～19時30分

パート労働者 不問 03030-  602721

(1)6時00分～11時30分
4人 850円～850円 (2)14時00分～19時00分

(3)10時00分～15時00分

パート労働者 不問 13080-11384921

(1)8時30分～17時00分
2人 905円～905円

パート労働者 不問 03030-  540721

(1)8時30分～17時00分
1人 905円～905円

パート労働者 不問 03030-  541821

(1)8時30分～17時00分
2人 905円～905円

パート労働者 不問 03030-  542221
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-  551521

(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-  562621
普通自動車免許ＡＴ

1人 896円～1,144円

パート労働者 不問 03030-  564121
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～16時30分
1人 821円～1,049円 (2)9時00分～12時00分

パート労働者 不問 ワード、エクセル 03030-  565021
交替制あり

1人 958円～958円

パート労働者 不問 03010- 2674321
交替制あり
(1)8時30分～16時30分

2人 1,270円～1,370円 (2)10時00分～12時00分

パート労働者 不問 03010- 2709821
普通自動車免許ＡＴ

(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- 2711321

(1)17時30分～19時30分
1人 1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03010- 2717821
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（2月4日時点の内容です）

２月１日　から　　２月４日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は２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

訪問介護員 ・オムツ交換、そうじ、調理
・食事介助、入浴介助、通院介助　など
＊自家用車を使用していただきます。（手当等配
慮あり）
＊支援の必要な利用者（要支援・要介護）の自宅

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第３地割３番地８

有限会社　すずらん
介護事業所

雇用期間の定めなし
又は8時00分～17時30分
の間の4時間以上

岩手県下閉伊郡山田町

事業所名
求人番号

保育補助 令和４年４月開所予定小規模保育事業ククナの家
で乳児０歳～３歳の保育補助業務に従事します。
・遊び：子どもが喜ぶ遊びの相手と危険回避の為
の見守り。
・食事：給食、おやつの見守りと必要なときには

岩手県宮古市実田１丁目３
－１６

特定非営利活動法人
輝きの和

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、ホームヘルパー

２級　いずれか

歯科衛生士（２） 院内において、歯科衛生士業務に従事していただ
きます。
・医師の補助
・口腔衛生指導、歯科予防処置
・診療器具の準備、片付け、消毒

岩手県宮古市宮町一丁目１
－４６

坂下歯科医院

雇用期間の定めなし
又は8時30分～18時30分
の間の2時間以上

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

生活支援員 生活支援に係る業務全般となります。
・当施設利用者の日中活動（軽作業）や通院、買
い物（２～３名）
　の付き添いなど
・食事、入浴、排泄、着替え等の介助

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

ガソリンスタンド販売員 ・接客、洗車等の際の車両誘導、窓拭き、ゴミ捨
て
・給油業務、洗車の補助業務

○勤務日は週１日からでも相談可能です。

岩手県宮古市築地２丁目１
－４

株式会社　菊長商店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

金型、機械設計アシスタン
ト

携帯電話やスマートフォン等、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
ているコネクターの製造をしています。
・コネクタ製品用の金型、機械部品のトレース・
サンプル測定及び　部品調達業務

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）

岩手県宮古市

調理補助【ふれあい荘】 ◎シルバー施設内での食事提供業務
　料理の盛付、配膳、下膳、洗浄などの業務で
す。
　
※慣れない仕事が多いかもしれませんが、未経験

東京都新宿区西新宿３－２
０－２　東京オペラシティ
タワー１７階

株式会社　グリ－ン
ヘルスケアサ－ビス

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

パソコン（ワード・エ
クセル）の基本操作が

出来る方

コネクタ製品検査・試験 携帯電話やスマートフォン等、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
ているコネクターの製造をしています。
・コネクタ製品の検査、試験業務
・顕微鏡や測定機を使用して製品の測定、データ

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）

岩手県宮古市

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）

岩手県宮古市

パソコン（ワード・エ
クセル）の基本操作が

出来る方

パソコン（ワード・エ
クセル）の基本操作が

出来る方

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

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
月未満） 又は8時30分～17時15分

の間の2時間以上
岩手県宮古市

会計年度任用職員（河川管
理補助員）

・県管理河川海岸区域の巡視
・報告書作成
・公用車運転及び車両管理

岩手県宮古市五月町１番２
０号

岩手県沿岸広域振興
局土木部宮古土木セ
ンター

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

消費生活相談員／環境生活
課（会計年度任用職員）

宮古市役所市民相談室に勤務となります。

・市民相談および消費者の保護に関する相談、電
話対応、その他付　随する業務


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） 又は8時30分～17時15分

の間の7時間
岩手県宮古市

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作ができること

消費生活に関する相談員資格を有
する(取得希望の方を含む)もしく
は相談業務経験を有すること

デイサービスの介護員（八
木沢）

デイサービスにおける介護業務全般を行っていた
だきます。
・入浴介助
・給食・食事介助
・レクリエーションの企画・実行等

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） 又は8時00分～17時30分

の間の6時間程度
岩手県宮古市

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

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

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）

岩手県宮古市

デイサービス看護スタッフ
（宮古）

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

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）

岩手県宮古市

看護師、准看護師
のいずれか

普通自動車第二種免許、中型
自動車第二種免許、大型自動
車第二種免許　のいずれか
介護職員初任者研修又は旧
ホームヘルパー２級以上尚可

洗浄員（岩泉町） 請負先事業所において、洗浄業務を行っていただ
きます。
下膳、食器洗浄（一部食器洗浄機使用）
調理器具洗浄、シンク周辺の清掃など


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

◎ 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２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 交替制あり

1人 821円～821円

パート労働者 不問 03010- 2720321
普通自動車免許ＡＴ

(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- 2763621

(1)14時00分～16時00分
1人 821円～821円 (2)10時30分～12時30分

パート労働者 64歳以下 03030-  488221

準中型自動車免許 (1)13時30分～21時30分
1人 1,187円～1,187円

パート労働者 不問 03030-  492921
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～17時00分
1人 1,000円～1,200円

パート労働者 不問 03030-  493121

(1)6時00分～9時00分
1人 821円～821円

パート労働者 不問 03030-  501221

(1)10時00分～15時00分
1人 821円～821円

パート労働者 不問 03030-  502521

(1)17時00分～21時00分
1人 821円～821円

パート労働者 不問 03030-  503421

(1)9時00分～15時00分
1人 847円～847円

パート労働者 不問 03030-  510521

(1)20時00分～0時00分
3人 1,500円～1,500円

パート労働者 20歳～64歳 03030-  514921
普通自動車免許ＡＴ

(1)0時00分～8時00分
1人 850円～900円

パート労働者 18歳以上 03030-  519221
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～16時45分
3人 900円～900円 (2)16時15分～0時30分

パート労働者 18歳～59歳 03030-  530121

1人 1,300円～1,300円

パート労働者 不問 03030-  406521

(1)9時00分～16時00分
1人 851円～1,000円

パート労働者 不問 03030-  407421

1人 900円～950円

パート労働者 不問 03030-  421221

(1)8時30分～16時30分
1人 821円～821円

パート労働者 不問 03030-  428021

(1)12時30分～20時30分
1人 900円～900円

パート労働者 59歳以下 03030-  432321

(1)9時00分～15時00分
2人 821円～821円

パート労働者 59歳以下 03030-  433621

(1)8時00分～12時00分
1人 821円～821円

パート労働者 59歳以下 03030-  434921
変形（1ヶ月単位）
(1)10時00分～12時30分

1人 824円～830円

パート労働者 不問 03030-  458621

2

施設清掃員（大浴場） 龍泉洞温泉ホテルの大浴場、炭風呂の清掃業務に
従事していただきます。
・浴槽内、排水溝、洗い場の清掃
・サウナ内の拭き掃除
・マット交換　等

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

惣菜係（８：００～） 惣菜担当業務全般を行います。
・惣菜の調理、パック詰め、商品の陳列・補充な
ど
・調理については、揚げ物担当、おかず担当など
業務を分担

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

食品加工 ・加工食品（海産物を使用したおつまみや、茎わ
かめ、きくらげな　どの珍味）の製造作業
・加工食品の包装作業
・調味液の包装作業　等


岩手県宮古市津軽石第１３
地割３１６番地１

フードパック　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

レジチェッカー・品出し
（１２時３０分～）

主に業務用の容量の多い食品などを取り扱ってい
るスーパーになります。
・商品の陳列、品出し、包装、レジ操作会計、接
客等を行います。
・初めての方でも指導しますのでご応募下さい。

岩手県下閉伊郡山田町大沢
第２地割４８番地４

株式会社　マルイチ
業務スーパー　山田
店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

水産加工員（鮭フレーク部
門）

・鮭フレークの製造加工作業
・鮭の捌き、身をほぐす作業、粉砕
・ビン詰めの各作業工程
手作業により、全工程を全員で行います。


岩手県下閉伊郡山田町船越
第１１地割７－１４

有限会社　長根水産

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

販売員 メンズからレディースまでの幅広い年代層のトー
タルウェアの販売接客を行います。
・商品整理や店内外清掃
・接客、試着案内、採寸（必要時）
・会計レジ操作、包装

岩手県宮古市宮町４－４－
１１

青山商事株式会社
（洋服の青山　宮古
店）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は10時00分～19時00分

の間の6時間程度
岩手県宮古市

介護職 通所リハビリテーションにおいて、介護業務全般
を担当します。
・利用者の方の入浴、食事、排泄等の身体介護



岩手県下閉伊郡山田町飯岡
第９地割２３－１

医療法人　晃生会
介護老人保健施設
さくら山

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

看護師 介護施設・通所リハビリテーションの利用者及び
入所利用者への看護業務全般を行います。
・入所利用者（現在７５名ぐらい）
・バイタルチェック、服薬管理、健康管理、医療
処置

岩手県下閉伊郡山田町飯岡
第９地割２３－１

医療法人　晃生会
介護老人保健施設
さくら山

看護師、准看護師
のいずれか

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 又は8時00分～17時30分

の間の3時間以上
岩手県下閉伊郡山田町

カウンター及びホールス
タッフ

パチンコ、スロット店のスタッフとして、お客様
に快適に遊技をしていただくためのサービスを提
供する仕事となります
・カウンター業務
・ホール業務

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字中家２６－１

株式会社　ＪＥＣ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

ホテル清掃スタッフ／深夜
帯

清掃業務全般に従事していただきます。
・１～２名体制の勤務
・客室清掃、敷地内の清掃作業
・その他、フロント業務（電話応対等）もお願い
します。

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第１地割２１４番地２

有限会社　Ｒ（ホテ
ルＲ）

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

ホールスタッフ／カフェ
バーヴァリリア

カウンターごしの接客（カウンター２０席）
お酒とチャームの提供
カラオケ準備
店内清掃等

岩手県宮古市大通２丁目２
－４

ドゥ・ヒートライズ
クリエイティブ　株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

成形品の外観検査 電子部品に使用されるプラスチック成形品の検査
作業

・目視での検査や拡大鏡・実体顕微鏡を使用して
の検査

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

厨房及びホール（宮古店）
１７時～

宝介宮古店での業務となります。
・接客業務（席へのご案内、注文の受付、配膳、
下膳）
・厨房で盛り付けなどの調理補助
・店内の清掃、食器・調理器の洗い物、その他付

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

厨房及びホール（宮古店）
１０時～

宝介宮古店での業務となります。
・接客業務（席へのご案内、注文の受付、配膳、
下膳）
・厨房で盛り付けなどの調理補助
・店内の清掃、食器・調理器の洗い物、その他付

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

調理員（根市店） ローソン宮古根市店での業務となります。
・おにぎり、お弁当、ファーストフードの調理
・盛り付け、パッキング等もあります
・時間帯によって、ご飯を炊くなどの作業もあり
ます。

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

お客様連絡・データ入力 お客様への確認と立木伐採日の日程調整を行いま
す。
・請け負い先から提供されたお客様へ（電線がか
かる所有者）
　立木伐採に関しての連絡、伐採許可、伐採日の

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字惣畑６５

有限会社　差畑林業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

セールスドライバー（アン
カーキャスト）

宅配便の集荷及び配達
・宮古市内を２ｔ車を運転して集配業務を行いま
す。



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

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

通所介護におけるドライ
バー業務（八木沢）

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

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　盛岡支店普通自動車第二種免許、中型

自動車第二種免許、大型自動
車第二種免許　のいずれか
介護職員初任者研修又は旧
ホームヘルパー２級以上尚可

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

事務員（西ヶ丘） 介護事業所内において事務作業を行っていただき
ます。
・パソコンによる書類作成・データ入力
（介護報酬請求など）
・事務所の連絡・調整

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

一般事務業務の経験が
ある方雇用期間の定めあり（４ヶ

月未満） エクセル・ワードを基
本的に使える方

又は9時00分～18時00分
の間の4時間程度

岩手県宮古市



普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）
(1)5時00分～12時00分

1人 830円～900円

パート労働者 不問 03030-  459921
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)15時00分～20時00分
1人 824円～850円

パート労働者 不問 03030-  460721
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時00分～17時00分
2人 1,050円～1,050円

パート労働者 64歳以下 03030-  476121
普通自動車免許ＡＴ

2人 900円～900円

パート労働者 64歳以下 03030-  477021
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時00分～17時00分
1人 950円～950円 (2)8時30分～17時30分

パート労働者 64歳以下 03030-  479821

(1)5時30分～10時00分
2人 850円～850円

パート労働者 不問 03030-  481321

(1)8時45分～16時45分
10人 1,050円～1,100円 (2)13時00分～21時00分

(3)13時00分～17時00分

パート労働者 不問 04011-  394521

3

オープニングスタッフ（レ
ジ及び袋詰め）

岩手県宮古市にオープンするドラッグストアでの
５日間限定のお仕事です。
【具体的なお仕事】
レジ業務を中心に、袋詰め業務、品出し業務等を
担当していただきます。

宮城県黒川郡大衡村大衡字
亀岡２６－１

株式会社　オガワ企
画

日雇（日々雇用または１ヶ
月未満）

岩手県宮古市

ホテル朝食係 ホテル宮古ヒルズステーション店において、朝食
係に従事していただきます。
・宿泊したお客様の朝食作り、盛付け、配膳
・後片付け、清掃
・買い物

岩手県宮古市和見町５－１ ブリーズベイオペ
レーション６号　株
式会社　（ホテル宮
古ヒルズステーショ
ン店）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員（８時間勤務） 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

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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員／昭和の家（４時
間以上）

新規開所する小規模デイサービスにおける利用者
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

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

生活相談員／昭和の家 新規開所する小規模デイサービスにおける相談業
務全般に従事していただきます。利用者・家族・
関係機関との相談業務、連絡調整全般、送迎対
応、その他利用者の介護業務を行っていただきま
す。

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

岩手県宮古市

調理補助／１５時～ 龍泉洞温泉ホテルの厨房において、調理師の指示
のもと、下記業務に従事していただきます
・料理の下ごしらえ、盛付、後片付け等

※町内の店舗へ食材の仕入れに行っていただくこ

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

調理補助／５時～ 龍泉洞温泉ホテルの厨房において、調理師の指示
のもと、下記業務に従事していただきます
・料理の下ごしらえ、盛付、後片付け等

※町内の店舗へ食材の仕入れに行っていただくこ

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


