
2人 821円～821円

パート労働者 不問 03030- 1933321

2人 1,000円～1,000円

パート労働者 67歳以下 03030- 1935921

(1)9時00分～15時30分
2人 821円～821円

パート労働者 59歳以下 03030- 1942621

(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- 1945021
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～16時30分
1人 869円～896円

パート労働者 不問 03030- 1949521
交替制あり

大型自動車免許 (1)8時30分～16時30分
1人 832円～936円 (2)14時00分～22時00分

パート労働者 不問 03030- 1950321
変形（1年単位）
(1)8時30分～16時30分

5人 900円～1,200円

パート労働者 不問 03030- 1953121

1人 830円～830円

パート労働者 69歳以下 03030- 1957221
交替制あり
(1)8時00分～16時00分

1人 900円～900円 (2)12時30分～20時30分

パート労働者 不問 03030- 1960921

(1)7時00分～10時00分
2人 900円～900円

パート労働者 不問 03030- 1961121
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～17時30分
1人 1,400円～1,600円

パート労働者 64歳以下 13040-60509921
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 03010-12910321
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 03010-12447721
交替制あり

2人 988円～1,616円

パート労働者 不問 03010-12457521
交替制あり

2人 912円～1,093円

パート労働者 不問 03010-12464221
交替制あり

2人 912円～1,093円

パート労働者 不問 03010-12468621

1人 850円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 1883221

(1)10時00分～14時00分
2人 850円～900円 (2)17時00分～21時00分

パート労働者 不問 03030- 1884521

1

（6月3日時点の内容です）

５月３１日　から　　６月３日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は６月１６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

販売員／魚菜市場店 魚菜市場店において、下記の業務に従事していた
だきます。
・鮮魚、水産食品の販売、商品のパック詰め
・接客応対、会計、伝票の記入、清掃
・その他店内の業務全般

岩手県宮古市藤原１丁目３
番４号

有限会社　三上商店

雇用期間の定めなし
又は6時00分～17時00分
の間の5時間程度

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

水産加工員 水産加工業務に従事します。
・サンマ、サケ、タラ、その他一般鮮魚の加工製
造。
・一般鮮魚の箱詰め。
・立ち仕事での作業と重い物を持つ作業もありま

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

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

看護師、准看護師
のいずれか

運転技士兼施設管理員（会
計年度任用職員）小田代山
荘

宮古市老人憩の家小田代山荘にて運転技士兼施設
管理員として勤務となります。
・バス送迎、施設利用者に関する受付、施設の維
持管理業務、環境　整備（草刈等）、車両の保守
管理

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）

岩手県宮古市

道の駅対応事務員／田老総
合事務所（会計年度任用職
員）

田老総合事務所に勤務となります。
・道の駅たろう管理運営事務全般
・道の駅イベント準備・運営
・パソコンデータ入力作業、書類整理等、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）

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

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

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

仕分けスタッフ 宅急便について伝票を見ながら町・地区ごとに仕
分ける作業です。
・構内での作業で、立ち仕事となります
・ほとんどの荷物は手作業で持ち運びします
・フォークリフト資格をお持ちの方は、大きい荷

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

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

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
・トイレ清掃

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
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

看護師・准看護師／宮古市 訪問看護ステーションからの訪問看護業務
（一般）
※訪問看護事業所で高齢者や障がい者（児）に対
する
・状態観察

東京都港区六本木７－１１
－１０

一般財団法人訪問リ
ハビリテーション振
興財団

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

登録型ＧＭＲＣ（アルバイ
ト／宮古地区）

健康調査の同意取得、健康業務（問診、身体測
定、血圧測定、採血、採尿、心電図検査、頚部エ
コー検査等の生理機能検査）等

岩手県紫波郡矢巾町医大通
１丁目１番１号
（医大通２丁目１番１号）

学校法人　岩手医科
大学（岩手医科大学
附属病院）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 又は8時00分～18時00分

の間の6時間以上
岩手県宮古市

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
＊当社は東北６県に店舗を展開する一部上場企業

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

看護師、准看護師
のいずれか

アルバイト事務員（宮古地
区）

健康調査に係る事務業務（健康調査会場の設営・
撤去、健康調査の受付・誘導、物品の管理、一
部・健診業務、その他事務業務）
※研修等で、矢巾キャンパスなどへお越しいただ
く場合があります

岩手県紫波郡矢巾町医大通
１丁目１番１号
（医大通２丁目１番１号）

学校法人　岩手医科
大学（岩手医科大学
附属病院）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 又は8時00分～18時00分

の間の6時間以上
岩手県宮古市

アルバイト研究補助スタッ
フ（宮古地区）

いわて東北メディカル・メガバンク機構宮古サテ
ライトにおいて、下記の業務を担当していただき
ます。
ＩＭＭ健康調査（詳細二次調査）で採取された生
体試料（血液・尿）の受取・調整（遠心分離

岩手県紫波郡矢巾町医大通
１丁目１番１号
（医大通２丁目１番１号）

学校法人　岩手医科
大学（岩手医科大学
附属病院）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 又は8時00分～18時00分

の間の7時間程度
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）

岩手県宮古市

歯科助手 歯科診療の補助業務全般となります。
・歯科医師や衛生士の診療や処置のアシスタン
ト、治療器具の準備・後片付け、洗浄、消毒、清
掃など
・電話対応、窓口業務（アポイント、来客対応、

岩手県宮古市津軽石第５地
割８８番地１

昆デンタルクリニッ
ク

雇用期間の定めなし
又は9時00分～19時00分
の間の3時間以上

岩手県宮古市

◎ 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６月９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 850円～930円

パート労働者 不問 03030- 1885421

3人 950円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 1886321

3人 950円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 1887621

(1)10時00分～14時00分
2人 850円～930円 (2)17時00分～21時00分

パート労働者 不問 03030- 1888921

(1)21時00分～23時00分
1人 880円～880円

パート労働者 18歳以上 03030- 1889121

(1)10時00分～11時30分
1人 830円～830円

パート労働者 不問 03030- 1890821

(1)9時30分～16時00分
2人 1,156円～1,471円

パート労働者 不問 03030- 1891221
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- 1892521
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- 1894321

(1)17時00分～21時00分
1人 850円～850円 (2)17時30分～21時00分

(3)18時00分～21時00分

パート労働者 不問 03030- 1895621

(1)8時00分～17時30分
1人 821円～821円

パート労働者 不問 03030- 1898021
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- 1907521
変形（1年単位）
(1)8時00分～15時00分

1人 880円～880円

パート労働者 不問 03030- 1908421

(1)8時00分～13時00分
1人 830円～830円

パート労働者 59歳以下 03030- 1924421

(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- 1928121

(1)9時00分～15時00分
1人 830円～830円

パート労働者 不問 03030- 1822721
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)22時00分～7時00分
1人 850円～850円

パート労働者 18歳～64歳 03030- 1827321

(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- 1828621

1人 850円～880円

パート労働者 不問 03030- 1836621
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～17時15分
1人 904円～904円

パート労働者 不問 03030- 1841521

2

ＧＩＧＡスクールサポー
ター／学校教育課（会計年
度職員）

ＧＩＧＡスクールサポーターとして町内小中学校
でＩＣＴ支援業務を行っていただきます。
・パソコン等端末の使用マニュアル作成
・町内小中学校の授業支援
・その他付随する業務

岩手県下閉伊郡山田町八幡
町３－２０

山田町役場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） パソコン操作（オフィ

ス等）ができること
岩手県下閉伊郡山田町

販売 浄土ヶ浜レストハウスの売店において、販売業務
に従事していただきます。
・商品の販売（レジ対応）
・商品の発注、補充
・接客業務

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8時30分～16時30分
の間の4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

夜警 ・館内の見回り
・営業終了後の大浴場の整理整頓
・夜間の電話等対応
・朝の営業準備（入浴客の対応）


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

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
月以上）

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
又は10時00分～15時00分
の間の3時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

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

寿司製造係（８：００～） 寿司製造業務に従事していただきます。
・寿司の調理、パック詰め、商品の陳列・補充な
ど
・清掃等
＊機械を使用しできたシャリ玉にネタを乗せてな

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

惣菜販売員（６Ｈ） 山田インター店惣菜部門に配属となります。
・商品のパッケージ・値付け等の業務
・商品の陳列や補充等
・その他指示された業務など
＊６０歳以上の方応募歓迎です。ご相談くださ

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

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

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

レストラン係／午後 レストラン係として下記の業務に従事します。
・レストランご利用のお客様のバイキング夕食の
配膳、片付け
・宴会がある際は、宴会会場準備、接客及び片付
け等を行います

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎１８
－２５－３

一般財団法人休暇村
協会　休暇村陸中宮
古

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（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

清掃スタッフ（牛角） おしゃれで家庭的な雰囲気の焼肉店「牛角宮古
店」での清掃のお仕事です。
・店舗内外の清掃
・主に床掃き掃除、モップ掛け、トイレ清掃、掃
除機掛け、窓ふき　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

清掃スタッフ（トマト＆オ
ニオン）締め作業／週末等

トマト＆オニオンにおいて閉店までの清掃業務を
担当していただきます。
・厨房の清掃
・主に皿洗い、床清掃、各種消毒等
・電気、ガス、水道等の締め確認

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

キッチンスタッフ（トマト
＆オニオン）

・調理
・食器洗浄
・仕込み
・厨房内清掃等
・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10時00分～22時30分

の間の3時間以上
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



(1)8時30分～17時15分
1人 904円～1,031円 (2)8時30分～14時15分

パート労働者 不問 03030- 1844621
変形（1年単位）

1人 855円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 1846121
変形（1年単位）

1人 855円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 1847021

1人 900円～900円

パート労働者 不問 03030- 1848721

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- 1849821
交替制あり

1人 821円～821円

パート労働者 不問 03030- 1854121

(1)17時00分～21時00分
7人 950円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 1859521

(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- 1867221

(1)16時30分～20時30分
1人 840円～840円

パート労働者 不問 03030- 1869421
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- 1871121

(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- 1873721

(1)9時00分～15時00分
2人 847円～847円

パート労働者 不問 03030- 1875221

(1)9時00分～15時00分
3人 847円～847円

パート労働者 不問 03030- 1877421
交替制あり
(1)6時00分～10時00分

2人 821円～821円 (2)17時00分～22時00分

パート労働者 不問 03020- 1093321

(1)5時30分～14時30分
2人 850円～850円 (2)9時30分～18時30分

パート労働者 不問 13080-40752221
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- 4118821
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1)9時00分～17時00分
2人 900円～1,000円 (2)9時00分～15時00分

パート労働者 64歳以下 35020- 6147921
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

2人 1,100円～1,680円

パート労働者 不問 03030- 1807721

(1)8時30分～12時30分
2人 930円～1,050円 (2)13時30分～18時30分

パート労働者 59歳以下 03030- 1812121

2人 1,110円～1,750円

パート労働者 59歳以下 03030- 1813021

3

看護師または准看護師 当クリニック内において、下記の看護師業務に従
事していただきます。
　＊医師の診察・検査の補助
　＊問診や診察・検査内容の説明
　＊患者様の院内誘導

岩手県宮古市黒田町７－６ やすみ整形外科クリ
ニック（仮）

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30分～18時30分
の間の6時間程度

岩手県宮古市

看護補助・リハビリ補助 当クリニック内において、医師・看護師・理学療
法士・作業療法士の指示のもと、下記業務に従事
していただきます。
＊外来患者様の誘導や歩行介助
＊診療や診察の補助

岩手県宮古市黒田町７－６ やすみ整形外科クリ
ニック（仮）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師又は准看護師【日勤
帯】

当施設入所利用者・通所リハビリテーション利用
者への看護業務全般。
利用者様に対し、
・医師の指示による医療処置（看護）
・バイタルチェック

看護師、准看護師
のいずれか

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第９
地割３９番地２７

医療法人　仁泉会
介護老人保健施設ほ
ほえみの里

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

タブレット端末の基本
的な操作。（操作不可

でも応募可）
又は8時30分～17時30分
の間の4時間程度

岩手県宮古市

フラワーコーディネート／
パート　（フラワー愛　宮
古）

・典礼会館にてお葬儀で使用するフラワーの作成
　会場のコーディネート
　祭壇の装飾
　お花の管理
　配送等

山口県下関市王喜本町６丁
目４番５０号

株式会社　トレー
ダー愛

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

調理補助／【松山荘】 ◎高齢者施設での食事提供業務
　仕込み、調理、盛付、配膳、洗浄などの業務で
す。
　
＊慣れない仕事も多いかもしれませんが、解らな

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

コンビニエンススタッフ
（山田町織笠店）

＊売上情報を自動的に記録できるＰＯＳレジを使
用し、商品のバーコードを読み取って商品を販売
します。
＊受入れ商品の検品、商品棚への品出し、補充、
陳列、商品の発注業務。

岩手県上閉伊郡大槌町小鎚
２７地割花輪田３番１

有限会社　たなか

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

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

電子部品組立又は検査作業 ○電子部品組立作業
・指サックを使用し手作業
○検査作業
・部品を拡大鏡や実体顕微鏡を使用し、検査
○電子部品製造に付随する作業

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

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

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

ナイトリーダー／豊間根店 びはんストア豊間根店に勤務となります。
・商品の値引き処理、商品の品出し、前出し
・閉店作業
・店舗施錠等
＊雇用期間は１年毎の更新となります。（基準日

岩手県下閉伊郡山田町中央
町５－６

びはん　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

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

食品加工／短期 ・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）の包装作業
・調味液の包装作業　等
立ち仕事になります。
○未経験の方の応募歓迎します。

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

弁当調理係 ・注文取り
・お弁当調理
・レジ操作
・配達業務（免許所持の方）
・掃除　等

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

雇用期間の定めなし
又は6時00分～19時00分
の間の4時間以上

岩手県下閉伊郡山田町

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

教育研究所所員／学校教育
課（会計年度任用職員）

教育研究所運営に係る事務を担当していただきま
す。
・パソコンを使用し書類作成、データ入力など
・所長の指示による事務補助
・電話及び来客対応

岩手県下閉伊郡山田町八幡
町３－２０

山田町役場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） パソコン操作（ワード・エ

クセル）ができること
岩手県下閉伊郡山田町

資材（材料準備補助業務） 工場屋内にて電子部品受入（軽量物）、仕訳、製
造工程前の予備加工をおこないます。従業員指導
のもと、作業を習得し業務範囲をひろげていただ
きます。

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

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



2人 1,170円～1,750円

パート労働者 59歳以下 03030- 1814721
普通自動車免許一種

(1)6時00分～12時00分
2人 1,500円～1,500円

パート労働者 不問 03030- 1821021

4

海藻加工作業員 ［乾燥作業］
・生昆布を洗濯バサミ状の物ではさみ、棒状に干
す作業
・乾燥した昆布を規定の長さに切断する作業
・作業場所は屋内

岩手県宮古市音部第１０地
割１６番地５

山崎海草加工

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

理学療法士または作業療法
士

当クリニック内において、下記業務に従事してい
ただきます。
　＊外来患者様のリハビリテーション業務
　＊リハビリテーション計画の作成、実施、評価
　＊院内の清掃等の付随業務全般

岩手県宮古市黒田町７－６ やすみ整形外科クリ
ニック（仮）理学療法士、作業療法

士　のいずれか
雇用期間の定めなし

又は8時30分～18時30分
の間の6時間程度

岩手県宮古市


