
(1)12時00分～21時00分
2人 871円～871円

有期雇用派遣パート 不問 03010- 6198021

(1)9時00分～15時00分
5人 900円～1,300円

パート労働者 不問 03030-  995221
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～17時15分
2人 1,270円～1,270円

パート労働者 不問 03030-  996521
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～17時15分
2人 1,270円～1,270円

パート労働者 不問 03030-  997421
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～17時15分
2人 1,270円～1,270円

パート労働者 不問 03030-  998321

(1)9時30分～11時00分
1人 830円～830円 (2)10時00分～11時00分

パート労働者 不問 03030- 1000721

(1)9時00分～17時15分
1人 1,180円～1,180円

パート労働者 不問 03030- 1001821
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 13040-25116521
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- 5889621
交替制あり
(1)8時30分～13時30分

1人 958円～958円 (2)8時00分～13時00分

パート労働者 不問 03010- 5946821
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

介護福祉士 (1)8時00分～18時00分
1人 958円～958円

パート労働者 不問 03010- 5947221

(1)14時00分～19時30分
1人 850円～1,000円

パート労働者 不問 03010- 5502221
交替制あり
(1)9時00分～16時30分

1人 821円～821円 (2)9時00分～16時00分

パート労働者 不問 03010- 5699821
交替制あり
(1)8時00分～13時00分

3人 830円～830円 (2)13時00分～18時00分
(3)17時00分～22時15分

パート労働者 不問 03010- 5754221
変形（1年単位）
(1)8時00分～12時00分

1人 870円～870円

パート労働者 不問 03030-  949921
交替制あり
(1)12時00分～17時00分

2人 830円～830円 (2)17時00分～21時00分

パート労働者 不問 03030-  953521

(1)8時45分～15時30分
1人 821円～1,048円 (2)8時45分～14時30分

パート労働者 不問 03030-  957921

(1)8時00分～17時30分
1人 821円～821円

パート労働者 不問 03030-  959021
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菌床椎茸の栽培等／アルバ
イト

菌床椎茸の栽培、集出荷にかかる作業に従事して
いただきます。
・収穫、箱詰め、パック詰め、箱作り
・菌床の製造、培養にかかる作業
※経験のない方には丁寧に指導いたしますので、

岩手県下閉伊郡岩泉町浅内
字下栗畑６８－１１

株式会社　岩泉きの
こ産業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

会計年度任用職員（かがや
き支援員）

単独で授業を行うことはありません。教員ととも
に授業に入り、支援を必要とする生徒の個別的な
支援を行います。
・授業に集中していない時の声がけ。対象生徒が
困っている場面の　確認と報告

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第８地割６番地２

岩手県立山田高等学
校

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

レジ部門（１２時／１７
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

ワードで文書作成がで
きること

エクセルで表作成・計
算等ができること

畜産販売員（短時間） ◎畜産部門配属となり、下記の業務に従事してい
ただきます。
１）食肉加工（食材加工・盛りつけ・パッケージ
作業等）
２）商品陳列・整頓

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
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

ドラッグストアでの販売
（岩手岩泉店）

・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


岩手県盛岡市盛岡駅西通２
丁目９番１号　
マリオス６Ｆ

株式会社　薬王堂

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

清掃員（岩泉町） 請負先事業所である「ふれんどりー岩泉」におい
て建物内の掃き拭き等の清掃業務を行っていただ
きます。

・建物内の清掃

岩手県盛岡市上ノ橋町８－
８

第一商事　株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

調理員（宮古市） 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）

岩手県宮古市

デイサービスの介護員（宮
古／１５０Ｈ程度）

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
月以上）

岩手県宮古市

デイサービスの介護員（宮
古／８５Ｈ程度）

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
月以上）

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

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。
業務に慣れてきましたら、お会計に関わる業務や

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

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

ワード・エクセル入
力、操作経験のある方

県有林境界保全専門員（会
計年度任用職員）

〈県有林業務の現場補助〉
　樹高の測定や山林の境界の確認など

〈データ整理〉
　調査結果をエクセルシートへ入力など

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字松橋２４－３　岩泉地区
合同庁舎２階

沿岸広域振興局宮古
農林振興センター林
務室　岩泉林務出張
所雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
岩手県下閉伊郡岩泉町

清掃スタッフ（トマト＆オ
ニオン）

トマト＆オニオンにおいてオープン前の清掃業務
を担当していただきます。
・店舗内外の清掃
・主に床掃き掃除、モップ掛け、機械を使っての
床磨き等

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）

岩手県宮古市

現場巡視・調査業務補助／
岩泉町・田野畑村

管理する国有林野における現場巡視、各種調査補
助、林道等の簡易な維持修繕を行います。
・作業は２～３名で行います。
・現場までの移動は公用車を運転
＊森林での作業となりますので、山歩きの出来る

岩手県宮古市磯鶏石崎４番
６号

三陸北部森林管理署

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町　他

現場巡視・調査業務補助／
山田町・宮古市

管理する国有林野における現場巡視、各種調査補
助、林道等の簡易な維持修繕を行います。
・作業は２～３名で行います。
・現場までの移動は公用車を運転
＊森林での作業となりますので、山歩きのできる

岩手県宮古市磯鶏石崎４番
６号

三陸北部森林管理署

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市　他

現場巡視・調査業務補助／
宮古市

当署が管理する国有林野における現場巡視、各種
調査補助、林道等の簡易な維持修繕を行います。
・作業は２～３名で行います。
・現場までの移動は公用車を運転
＊森林での作業となりますので、山歩きの出来る

岩手県宮古市磯鶏石崎４番
６号

三陸北部森林管理署

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

事務補助 当森林管理署において、事務補助に従事していた
だきます。
ただし、業務の都合により現場業務の補助等に従
事していただくことがあります。
・パソコンによるデータ入力、文書等作成、事務

岩手県宮古市磯鶏石崎４番
６号

三陸北部森林管理署

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

パソコン操作が支障な
く行えること（ワー
ド・エクセル等）

事業所名
求人番号

小型エビの加工（宮古市） 派遣先の事業所において小型エビの加工を
行います。

小魚、改装などの異物の除去
袋詰め、鉾入れなどの梱包業務

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
月未満）

岩手県宮古市

（3月4日時点の内容です）

３月１日　から　　３月４日　までに受理した求人です。　＜次回発行日は３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４年３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



普通自動車免許一種
(1)9時00分～16時00分

1人 1,100円～1,100円

パート労働者 不問 03030-  962421
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～17時30分
1人 850円～850円

パート労働者 64歳以下 03030-  970421
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～17時30分
1人 850円～850円

パート労働者 64歳以下 03030-  971321

(1)9時00分～15時00分
2人 847円～847円

パート労働者 不問 03030-  871821

(1)9時00分～15時00分
3人 847円～847円

パート労働者 不問 03030-  873521

(1)17時00分～23時00分
1人 821円～821円

パート労働者 18歳以上 03030-  878121

(1)8時00分～11時00分
1人 821円～1,000円 (2)14時00分～17時00分

パート労働者 59歳以下 03030-  879021

1人 850円～900円

パート労働者 不問 03030-  884621

1人 850円～930円

パート労働者 不問 03030-  885921

4人 950円～1,000円

パート労働者 不問 03030-  886121

4人 950円～1,000円

パート労働者 不問 03030-  887021
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～16時30分
1人 971円～1,144円

パート労働者 不問 03030-  890421

1人 869円～896円

パート労働者 不問 03030-  891321

1人 教諭免許（種別不問） 971円～1,144円

パート労働者 不問 03030-  892621

1人 869円～896円

パート労働者 不問 03030-  893921
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-  915621

1人 821円～1,000円

パート労働者 不問 03030-  917121

(1)9時00分～18時00分
1人 1,300円～1,500円

パート労働者 不問 03030-  920521

(1)8時30分～17時00分
3人 905円～955円

パート労働者 不問 03030-  929221
普通自動車免許一種

(1)7時00分～15時30分
1人 880円～880円

パート労働者 不問 03030-  931921

2

鮮魚配送 宮古魚市場にて、仲買した海産物を配達します。
・海産物の集荷、仕分け
・配送車は軽保冷車で盛岡方面の取引先に配送
・積み込みは手積み（氷入りで２０キロほどのも
あり）

岩手県宮古市沢田１ー６ カネウロコ　島香水
産

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

コネクタ製品検査及びオペ
レーター

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 当院において、医師の指示のもと下記の業務を
行っていただきます
・患者さんの介助、器具洗浄、ネブライザーの使
用説明、院内清掃
・聴力検査

岩手県宮古市西町二丁目２
－３

岩間耳鼻咽喉科医院
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）

岩手県宮古市

技術部アシスタント事務 技術部（開発本部）に所属し、金型製作、成形品
試作の工程管理のサポート事務を行います。
・社内システムへのデータ入力
・データ整理
・技術部員の労務管理等の業務

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第９
地割３０番地

モルデック株式会社
宮古工場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

ＰＣ操作（エクセル・
ワード・Ｅメール）の

できる方
又は9時00分～17時00分
の間の4時間以上

岩手県宮古市

災害時要支援者相談員／福
祉課（会計年度任用職員）

宮古市役所福祉課において、下記業務に従事して
いただきます。
・要支援者名簿登録業務
・個別支援計画策定業務　　　　　　　　　　　
・来客対応、電話対応

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）操作のできる方
岩手県宮古市

学校図書館支援員兼事務補
助員（会計年度任用職員）

学校図書館において、下記業務に従事していただ
きます。　
・図書整理や貸し出し
・読み聞かせ等児童生徒の読書活動推進支援
・パソコンを使用して蔵書管理や図書館だよりの

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
又は8時00分～17時00分
の間の7時間

岩手県宮古市

学校支援員（会計年度任用
職員）

宮古市立中学校において、下記の業務に従事して
いただきます。
・各教科の授業における教科担任のサポート業務
・中学生への学習指導支援、生徒指導支援、個別
指導支援業務

中学校教諭免許（専
修・１種・２種）

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
又は8時00分～17時00分
の間の7時間

岩手県宮古市

特別支援教育支援員兼事務
補助員（会計年度任用職
員）

宮古市立小・中学校において下記の業務に従事し
ていただきます。
・特別支援を要する児童生徒の学校生活支援、日
常生活介助、学習　支援、移動介助、学校行事介
助、健康・安全面の確保

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
又は8時00分～17時00分
の間の7時間

岩手県宮古市

教育指導員兼事務補助員
（会計年度任用職員）

宮古市教育研究所において、下記の業務に従事し
ていただきます。
○不登校児童生徒の適応指導教室の運営
・児童生徒の復学支援（学習支援、生活改善支援
等）

岩手県宮古市宮町一丁目１
－３０

宮古市役所
教諭免許（種別不問）

必須
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）操作ができること
岩手県宮古市

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

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

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17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17時00分～21時00分

の間の3時間以上
岩手県宮古市

水産加工 当社作業場で主に以下の業務に従事します。
・商品（鮮魚や加工品など）の箱詰め
・機械を使ってのフィレ加工他、水産加工
・その他付随する業務
＊手作業により魚をさばく作業もあります。

岩手県宮古市太田１丁目７
番６号

有限会社　伊藤水産

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員（磯鶏石崎店）１７
時～２３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

電子部品組立又は検査作業 〇電子部品組立作業
・指サックを使用し手作業業務
・細かい部品の取扱いにより、ある程度の視力が
必要です
〇検査作業

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

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。シーラー作業（ハンド機械
操作）もあります。
手先を使い、立ち作業です。
※未経験者応募可

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

給食配送業務 給食車（１．５ｔ）の運転配送業務に従事してい
ただきます。
・給食センターから各学校への給食の運搬（岩泉
町内）
・給食の積み下ろし、コンテナの清掃、雑務等

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字鼠入川６６

中央第一総合　有限
会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

介護員／グループホームま
ぶる

当施設において認知症介護全般を行っていただき
ます。
・食事、入浴、排泄の介助、レクの支援、通院介
助等
・通院介助の際は社用車（ＡＴ車）を使用

岩手県下閉伊郡山田町大沢
４地割３８番地５

有限会社ヘルパーは
うす

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

介護員／グループホームま
ぶる／「いろは館」

当施設において認知症介護全般を行っていただき
ます。
・食事、入浴、排泄の介助、レクの支援、通院介
助等
・通院介助の際は社用車（ＡＴ車）を使用

岩手県下閉伊郡山田町大沢
４地割３８番地５

有限会社ヘルパーは
うす

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町



1人 840円～940円

パート労働者 不問 03030-  934721

(1)7時30分～16時30分
1人 850円～880円

パート労働者 不問 03030-  938421
変形（1年単位）
(1)9時00分～15時00分

5人 821円～821円

パート労働者 不問 03030-  940121

(1)9時00分～15時00分
1人 821円～821円

パート労働者 64歳以下 文字入力 03030-  942721

(1)7時30分～12時30分
1人 821円～821円

パート労働者 不問 03030-  818321
変形（1年単位）
(1)8時30分～16時30分

3人 880円～1,000円

パート労働者 不問 03030-  820021
変形（1年単位）

1人 855円～1,000円

パート労働者 不問 03030-  823221

(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-  828921
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-  830821
普通自動車免許ＡＴ

3人 1,200円～1,700円

パート労働者 不問 03030-  833421
交替制あり

美容師
2人 1,000円～1,500円

美容業務経験

パート労働者 59歳以下 03030-  845121
普通自動車免許ＡＴ

1人 830円～830円

パート労働者 不問 ＰＣ基本操作 03030-  846021

(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-  848821
普通自動車免許ＡＴ

(1)16時00分～19時00分
1人 850円～900円 (2)17時00分～0時00分

パート労働者 18歳以上 03030-  853021

(1)17時00分～23時00分
2人 850円～1,500円

パート労働者 20歳以上 03030-  857521

(1)9時00分～15時30分
1人 821円～821円

パート労働者 59歳以下 03030-  864221

2人 821円～850円

パート労働者 不問 03030-  866421

1人 900円～900円

パート労働者 不問 03030-  867321

歯科衛生士
1人 900円～1,200円

実務経験３年以上

パート労働者 不問 03030-  868621
普通自動車免許ＡＴ

美容師 (1)9時30分～12時00分
1人 美容師歴８年以上 1,500円～2,100円

パート労働者 64歳以下 15110- 1709721

3

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

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

清掃員 事業所や施設の清掃業務全般に従事します。
・フロア、トイレ、流し台、廊下、階段等
・１日に複数の現場を回る場合もあり
＊作業内容はお客様により異なるので、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

加工業務 社内での製品加工業務
・電線をコネクターに挿入する作業
・電線の指定された箇所にテープを巻く作業
・電線切断作業など
＊専用の器具を使った作業も一部ありますが、大

岩手県宮古市田鎖９－２５ 有限会社　ユーエム
アイ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ホール・調理補助 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

ホテル清掃スタッフ 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
又は15時00分～23時59分
の間の3時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

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

地域活動普及員／パート 生涯学習部門に属し岩泉町から委託を受けている
生涯学習事業と、指定管理施設の管理業務補助に
携わっていただきます。
＜主な業務＞　　　　　
○生涯学習事業

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字松橋２１－１

特定非営利活動法人
岩泉地域活動推進セ
ンター

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6時間程度
岩手県下閉伊郡岩泉町

美容師 美容業務全般を行っていただきます。
カット、カラー、パーマ、メイクアップ等
その他、電話応対、店舗清掃、器具、用具の洗浄
など
付帯業務もあります。

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
又は9時00分～18時00分
の間の4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

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1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

介護職員初任者研修修
了者

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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）

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

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9時00分～16時00分

の間の4時間程度
岩手県宮古市

製品組立 工場屋内にて電子部品組立、基板加工、業務、民
生、オーディオ機器組立をおこないます。未経験
でも指導のもと技術習得可能です。

岩手県宮古市大字津軽石１
９－１８

株式会社　宮古マラ
ンツ

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5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
の作業となります。
＊作業手順は丁寧に教えますので、未経験の方で

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

販売員 ・接客、ＰＯＳレジ操作
・商品陳列、補充、商品袋詰め
・一部値付け、配送車の荷受、店舗内の清掃業務
等
※小さな商店のため作業は特定できませんので、

岩手県下閉伊郡田野畑村浜
岩泉１１６

株式会社　牧原商店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

事務員（大通） 主に事務業務を担当します。
・日々の仕分け、売上げをＰＣ操作入力、請求書
発行、受注管理、　電話対応など一般的な事務業
務
※販売員が休んだ時、繁忙期の年末年始など販売

岩手県宮古市大通３丁目６
－４５

株式会社　佐々由
一般事務経験（経理経
験は無くても可）

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

岩手県宮古市

加工従業員 当組合加工場において、以下の業務に従事してい
ただきます
・塩蔵品、乾燥物の加工および製造作業
・わかめ、昆布の等級別選別作業
・袋詰め、製品出荷

岩手県宮古市田老字野原７
０番地

田老町漁業協同組合
（加工場）

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5時間
岩手県宮古市

調理補助 浄土ヶ浜レストハウスの厨房内において、調理補
助に従事していただきます。
・簡単な調理
・盛り付け
・皿洗い等

岩手県宮古市宮町一丁目１
番８０

一般社団法人　宮古
観光文化交流協会

雇用期間の定めなし
又は7時30分～16時30分
の間の4時間以上

岩手県宮古市

銀行事務（宮古中央支店ま
たは宮古支店）

当行（宮古中央支店または宮古支店のいずれか）
において、銀行事務（銀行後方事務、窓口業務、
その他付随する業務）を行っていただきます。

＊担当業務、金融機関勤務経験により時間給を決

岩手県宮古市末広町７－２
０

株式会社　岩手銀行
宮古中央支店

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時間程度
岩手県宮古市
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