
美容師 (1)9時00分～15時00分
2人 850円～1,500円

パート労働者 59歳以下 03030- 1474321

(1)8時30分～18時00分
1人 1,000円～1,300円 (2)8時30分～12時30分

パート労働者 64歳以下 03030- 1476921
交替制あり
(1)8時00分～16時00分

1人 830円～880円 (2)8時00分～17時00分
(3)9時00分～16時00分

パート労働者 不問 03030- 1477121

(1)15時30分～20時30分
1人 890円～890円 (2)16時30分～20時30分

パート労働者 不問 03030- 1480521

(1)8時30分～12時30分
1人 1,000円～1,000円

パート労働者 59歳以下 03030- 1481421

(1)9時00分～13時00分
1人 1,100円～1,400円

パート労働者 64歳以下 03030- 1483621

(1)17時00分～22時30分
1人 900円～900円

パート労働者 不問 03030- 1467621
普通自動車免許ＡＴ

(1)10時00分～14時00分
1人 850円～900円 (2)16時00分～22時00分

パート労働者 不問 03030- 1468921
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～15時00分

1人 830円～850円

パート労働者 不問 03030- 1469121
変形（1ヶ月単位）
(1)19時00分～22時00分

1人 824円～850円

パート労働者 不問 03030- 1470821

(1)10時00分～16時00分
3人 1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 1471221

(1)10時00分～16時00分
2人 1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 1472521

(1)9時00分～16時30分
1人 1,702円～1,902円 (2)9時30分～17時00分

パート労働者 不問 03030- 1462821
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～16時00分
1人 850円～900円

パート労働者 不問 03030- 1454821

1人 1,050円～1,150円

パート労働者 不問 03010- 9678921
交替制あり
(1)7時30分～11時30分

1人 821円～821円 (2)7時30分～16時30分

パート労働者 不問 03010- 9589121

(1)12時45分～18時00分
1人 830円～830円

パート労働者 不問 03010- 9478221
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事業所名
求人番号

美容師／美容アシスタント 美容室ラポールヘア宮古店において、美容師業全
般・美容アシスタント業に従事していただきま
す。
・カット、カラー、パーマなどスタイリスト業務
全般

岩手県宮古市板屋１丁目２
－１５

有限会社　トラスト
ラポールヘア宮古店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

（4月25日時点の内容です）

４月１９日　から　　４月２５日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は５月１２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

リネン係 ゴルフ場のクラブハウスにおいて、清掃業務を担
当します。
・掃除（ハウス内フロア、お風呂、脱衣所、トイ
レ）
・洗濯、乾燥（タオル類）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）

岩手県宮古市

看護師又は准看護師 外科・内科を主体とした外来業務に従事していた
だきます。
・診察介助、採血、点滴、血圧測定等
・検査・電気治療の介助又は実施
・レントゲン撮影時の介助

岩手県宮古市実田２丁目５
－１０

医療法人　おかだ外
科内科クリニック

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師、准看護師
のいずれか

事務員及び検査補助員 当院において下記の業務を行っていただきます。
・患者さんの呼び出し、誘導、カルテ運び、検査
の補助
・院内の清掃等
・その他付随する業務

岩手県宮古市栄町１－１４ 医療法人　山下眼科
医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員 店内で販売業務を行います。
・商品品出し
・接客、レジ操作
・包装
・清掃など

岩手県宮古市小山田２－２
－１　マリンコープＤＯＲ
Ａ　１Ｆ

酒の二葉屋

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

文字・数値の入力がで
きることが望ましい

レジ担当／５．５Ｈ スーパーマーケットマルイチ宮古店において、下
記の業務に従事していただきます。
・商品の会計
・清算業務
・接客業務

岩手県宮古市舘合町７－７ 株式会社　マルイチ
スーパーマルイチ宮
古店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

看護師または准看護師 当施設においてデイサービスでの看護業務全般を
行います。
・主な仕事はバイタルチェック、服薬管理、入浴
後の処置、機能訓　練等となります。
○６５歳以上の方の応募も可能です。ご相談下さ

岩手県宮古市八木沢第５地
割８５番地１

合同会社ライフサ
ポート・ゆうゆう

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師、准看護師
のいずれか

清掃係 龍泉洞温泉ホテルにおいて、清掃業務に従事して
いただきます。
・客室の清掃
　布団敷き、布団等の片付け、掃除機掛け、アメ
ニティセット等

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

調理・ホール係 居酒屋「竹松や」でのお仕事です。
・調理補助
　（簡単な調理、盛り付け、調理器具・食器洗浄
など）
・ホール係

岩手県下閉伊郡山田町中央
町８－９

竹松や

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

龍泉洞レストハウス（短期
間アルバイト）

龍泉洞レストハウスにて下記の業務を担当してい
ただきます。
・売店商品の補充・品出し
・ソフトクリーム係
＊学生応募可能です。ご相談ください。

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

日雇（日々雇用または１ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

洗い場担当 当ホテルにおいて主に下記の業務に従事していた
だきます。
・食器の洗浄
・片付け
・清掃

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

労働時間管理適正化指導員
（非常勤職員）

宮古労働基準監督署で下記業務を行っていただき
ます。

・長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害
防止についての指　導、助言、相談、資料の収集

岩手県宮古市緑ヶ丘５－２
９

宮古労働基準監督署

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

カフェ・ポンテ（短期間ア
ルバイト）

カフェ・ポンテ内において下記の業務を担当して
いただきます。
・お客様への料理の配膳・下膳
・テーブルの消毒作業
・その他付随する業務

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

日雇（日々雇用または１ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

ワード、エクセルの基本的
な操作ができること。

・企業における労務管理の経験
等、労働基準関係法令に関する知
識・労使からの相談に対応するこ

とができる接遇能力

看護師または准看護師（宮
古周辺）

宮古周辺の検診会場において下記業務を行いま
す。
・血圧測定、採血
・その他問診票のチェックなど検診に係る諸作業


岩手県盛岡市北飯岡４丁目
８－５０

公益財団法人岩手県
予防医学協会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は7時00分～16時00分

の間の4時間以上
岩手県宮古市

職業指導員／ワークハウス
アトリエｓｕｎ

障がい者就労継続支援施設で、生産活動の作業補
助及び職場規律等の指導を行って、社会的自立を
支援する仕事です。
・受託事業所の清掃、紫蘇の選別、家具などを含
むリサイクル品の　回収などを利用者の方と一緒

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）

岩手県宮古市
パソコン操作（ワード・エ

クセル）できる方

看護師、准看護師
のいずれか

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）

岩手県下閉伊郡山田町

清掃（山田町） 請負先事業所において以下の業務を担当していた
だきます。
＜院内の清掃＞
・外来棟の拭き掃き清掃及びゴミの回収
・病棟の拭き掃き清掃及びゴミの回収

岩手県盛岡市中央通３丁目
３番１号

協栄テックス　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

◎ 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４月２８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
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