
1人 850円～850円

パート労働者 64歳以下 03030- 2444921

1人 850円～1,100円

パート労働者 64歳以下 03030- 2445121
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時00分
1人 824円～850円

パート労働者 不問 03030- 2448821
変形（1ヶ月単位）
(1)10時00分～13時00分

1人 1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 2449221
変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～15時00分

1人 1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 2450621

(1)14時00分～18時30分
1人 850円～850円

パート労働者 不問 03030- 2451921

(1)10時00分～17時00分
2人 1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 2439721

(1)10時00分～17時00分
2人 1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 2440521

(1)8時00分～17時00分
1人 821円～940円

パート労働者 不問 03030- 2442321

2人 821円～950円

パート労働者 不問 03030- 2436921

1人 821円～1,000円

パート労働者 64歳以下 文字入力が可能なこと 03030- 2429121
交替制あり
(1)9時00分～14時00分

1人 855円～855円

パート労働者 不問 03030- 2430821

(1)16時00分～18時00分
1人 905円～905円

パート労働者 不問 03030- 2431221
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1)8時30分～15時30分
1人 1,716円～1,765円 (2)8時30分～12時00分

パート労働者 不問 03010-17203321

1

事業所名
求人番号

調理 調理業務を担当していただきます。
・利用者さんの昼食・おやつの調理
・献立作成、買い出し
・補助的に介護業務を行う場合もあります
＊フルタイムでの採用も可能です！

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字中家２０－１０

有限会社　なかむら
（デイサービスセン
ターやすらぎ）

雇用期間の定めなし
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

（7月29日時点の内容です）

７月２６日　から　　７月２９日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は８月１０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

ホールサービス／カフェポ
ンテ

「カフェポンテ」での業務となります。
・フロアにて、オーダーを取り、お客様へ料理等
配膳、レジ操作、　片付けなど
・まれに町内の店舗へ食材仕入に行く場合もあり
ます。

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

介護職員 デイサービス業務全般を行います。
・身の回りのお世話・食事・排せつ・入浴・移動
の介助
・リネン交換・清掃・洗濯、レクレーション
・社用車で利用者の送迎

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字中家２０－１０

有限会社　なかむら
（デイサービスセン
ターやすらぎ）

雇用期間の定めなし
又は8時00分～17時30分
の間の6時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

清掃係（短期間アルバイ
ト）

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

日雇（日々雇用または１ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

施設清掃員（大浴場）短期
間アルバイト

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

日雇（日々雇用または１ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

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

指導員／津軽石学童の家 学童の家において、下記業務を行います。
・児童（小学校低学年）の指導、安全管理等
・児童と一緒に運動、遊び、学習の見守り等
教員免許、保育士資格お持ちの方は優遇します。
＊６０歳以上応募歓迎求人

岩手県宮古市赤前第３地割
１４－１１

社会福祉法人　慈愛
会　学童の家

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

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

水産加工員 秋鮭、いくら、サンマ、サバなどの水産加工作業
を行っていただきます。
・その時期に水揚げとなった魚を取り扱い、下処
理や箱詰め作業等
＊経験がなくてもできる軽作業ですのでご応募く

岩手県宮古市藤原一丁目５
－９

有限会社　大井漁業
部　大印冷凍工場

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

水産加工員 主にイカやカレイの加工をしています。下処理に
始まり商品に加工して凍結、その後包装してお客
様に直接お届けする商品もあります。
手仕事の工程が商品の特徴にもなっているので手
仕事とチームワークを大切にしています。経験不

岩手県宮古市上鼻２－１－
３３

株式会社　大濱正商
店

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

岩手県宮古市

クリンクルー（大通り） 請負先である宿泊施設の客室清掃（ベッドメイキ
ングを含む）及び共用部分のフロア、トイレ清掃
を行います。
＊初めの３日間は指導を受けながら業務を覚えて
頂きますので、初めての方でも安心してご応募く

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
月以上） 又は9時15分～14時15分

の間の5時間程度
岩手県宮古市

販売員（大通） 鮮魚類、加工品の店頭販売業務を行っていただき
ます。
・商品の説明、レジ業務
・袋詰め、品出し、陳列など
・接客業務をメインとした店内業務を担当

岩手県宮古市大通３丁目６
－４５

株式会社　佐々由

雇用期間の定めなし
又は8時00分～17時00分
の間の4時間程度

岩手県宮古市

看護師（宮古・山田地区） がん検診の巡回検診に関する業務
・子宮頸がんの医師補助、受診者介助・問診など
・その他、付随する業務及び指示された業務
宮古地区の検診会場にて、９／１６、２７　２日
間の勤務になります。（日々雇用）

岩手県紫波郡矢巾町医大通
２丁目１番６号

公益財団法人　岩手
県対がん協会

日雇（日々雇用または１ヶ
月未満）

岩手県宮古市、山田町

クリンクルー（岩泉町） 請負先の建物内の清掃全般を行って頂きます。
・執務室の清掃
・トイレ清掃
・ごみの回収、など
始めは指導を受けながら業務を覚えて頂きますの

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
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

看護師、准看護師
のいずれか

◎ 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８月４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

2


