
800円～900円

パート労働者 不問 03030- 1980481

(1)17時00分～21時00分
850円～950円 (2)22時00分～ 1時00分

パート労働者 18歳以上 03030- 1981781

850円～950円

パート労働者 不問 03030- 1984181

850円～950円

パート労働者 不問 03030- 1985081

(1)10時00分～15時00分
850円～950円

パート労働者 不問 03030- 1986381

800円～900円

パート労働者 不問 03030- 1987681

(1) 9時00分～14時00分
800円～900円

パート労働者 不問 03030- 1988981

(1) 9時00分～16時00分
738円～750円 (2) 9時00分～15時00分

パート労働者 不問 03030- 1990881
普通自動車免許一種

および
自動二輪車免許 1,000円～1,000円

原動機付自転車免許
いずれか

パート労働者 18歳以上 03030- 1991281
普通自動車免許ＡＴ

および
自動二輪車免許 1,000円～1,000円

原動機付自転車免許
いずれか

パート労働者 18歳以上 03030- 1992181

(1)19時30分～22時00分
800円～900円 (2)19時00分～21時45分

パート労働者 不問 03030- 1993081

(1)17時00分～21時00分
900円～900円

パート労働者 不問 03030- 1962981

850円～850円

パート労働者 18歳以上 03030- 1970981
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～17時15分
1,340円～1,340円

パート労働者 不問 03030- 1972481

(1)10時00分～15時30分
1,047円～1,333円

パート労働者 不問 03010-11915881
交替制あり
(1) 7時30分～13時00分

760円～760円 (2) 7時45分～13時00分

パート労働者 不問 03010-11995681
交替制あり
(1) 5時30分～14時30分

800円～1,000円 (2)10時30分～19時30分

パート労働者 不問 03010-11806981
交替制あり
(1) 6時00分～15時00分

800円～1,000円 (2)11時00分～19時30分

パート労働者 不問 03010-11812681
普通自動車免許ＡＴ

800円～800円

パート労働者 不問 04010-32015581
1

     （5月11日時点の内容です）

　　５月７日　から　５月１１日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　５月２４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
事業所名
求人番号

ホールスタッフ大戸屋宮古
店／１７時～

1人

定食レストラン「大戸屋ごはん処」における接客
全般と清掃業務です。お客様のご案内、注文伺
い、料理提供とサービス、後片付け、店内外の清
掃等をしていただきます。初期段階でのトレーニ
ングタイムもあるので、未経験者も心配ありませ

岩手県宮古市鴨崎町１－
５８

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時間程度

岩手県宮古市

キッチンスタッフ（トマト
＆オニオン）

2人

調理、食器洗浄、仕込み、厨房内清掃等を行いま
す。最初は食器洗浄や清掃業務となります。その
後野菜のカットなどの食材の準備から徐々に調理
を覚えていただきます。初期段階でのトレーニン
グタイムもあるので、未経験者も心配ありませ

岩手県宮古市鴨崎町１－
５８

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：社会保険加

1人

調理、食器洗浄、仕込み、厨房内清掃等を行いま
す。最初は食器洗浄や清掃業務となります。その
後野菜のカットなどの食材の準備から徐々に調理
を覚えていただきます。初期段階でのトレーニン
グタイムもあるので、未経験者も心配ありませ

岩手県宮古市鴨崎町１－
５８

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～ 0時00分
の間の7時間程度

岩手県宮古市

ホールスタッフ（トマト＆
オニオン：社会保険加入）

1人

お客様のご案内、注文伺い、料理提供とサービ
ス、後片付け、店舗内外の清掃業務をしていただ
きます。初期段階でのトレーニングタイムもある
ので、未経験者も心配ありません。


岩手県宮古市鴨崎町１－
５８

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～ 0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（トマト
＆オニオン）１０時～

1人

調理、食器洗浄、仕込み、厨房内清掃等を行いま
す。最初は食器洗浄や清掃業務となります。その
後野菜のカットなどの食材の準備から徐々に調理
を覚えていただきます。初期段階でのトレーニン
グタイムもあるので、未経験者も心配ありませ

岩手県宮古市鴨崎町１－
５８

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／大戸屋
宮古店　９時～

1人

店舗の厨房内において、調理、食器や器具の洗
浄、仕込み、厨房内の清掃、その他、付随業務を
行います。初期段階でのトレーニングタイムもあ
るので、未経験者も心配ありません。

岩手県宮古市鴨崎町１－
５８

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

ホール・キッチンスタッフ
（大戸屋宮古店：社会保険

1人

定食レストラン「大戸屋ごはん処」において、お
客様のご案内、注文伺い、料理提供とサービス、
後片付け、店内外の清掃等をしていただきます。
また、厨房内で調理、食器や器具の洗浄、仕込
み、厨房内の清掃も行っていただきます。初期段

岩手県宮古市鴨崎町１－
５８

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 9時00分～23時00分
の間の7時間程度

岩手県宮古市

新聞配達スタッフ（実田・
河南地区）

2人

実田・河南地区における新聞配達業務を行ってい
ただきます。みやこ河南センター（磯鶏）で新聞
を積込み、１３０部程度を配達していただきま
す。慣れてくれば１時間半位で終了できます。配
達終了後は帰宅となります。車又はバイクの持込

岩手県宮古市磯鶏沖８－
１９

株式会社　岩手日
報みやこ河南セン
ター雇用期間の定めなし

又は 3時30分～ 6時00分
の間の2時間程度

岩手県宮古市

電子部品の組立、検査

2人

電子部品の組立・検査作業の業務となります。コ
ネクタの組立・外観検査、ハーネス品の組立・外
観検査、基板検査、治工具を使っての作業、拡大
鏡作業です。その他指示された業務及び付随する
業務を行っていただきます。

岩手県宮古市田の神二丁
目
５－２１

宮古　アドバン

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

クリンクルー（舘合）

1人

当社請負先において、バスの車内清掃業務全般を
行います。バスの床、座席拭き、ガラス拭き、ゴ
ミ回収、その他付随する業務をお願いします。基
本２～３名体制での作業となります。

岩手県宮古市長町１丁目
９－１７

リアス環境管理
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

新聞配達スタッフ（松山地
区）

1人

松山地区における新聞配達業務を行っていただき
ます。花輪地区の新聞置き場で新聞を積込み、１
３０部程度を配達していただきます。慣れてくれ
ば１時間半位で終了できます。配達終了後は帰宅
となります。車又はバイクの持込みにて、ガソリ

岩手県宮古市磯鶏沖８－
１９

株式会社　岩手日
報みやこ河南セン
ター雇用期間の定めなし

又は 4時00分～ 6時00分
の間の2時間程度

岩手県宮古市

客室布団敷き

2人

当浄土ヶ浜パークホテルに宿泊されるお客様の客
室において必要な人数分の布団敷き作業に従事し
ていだきます。作業手順は採用後に指導いたしま
すので、経験の有無は問いません。


岩手県宮古市日立浜町３
２－４

株式会社　浄土ヶ
浜パークホテル

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ホール兼調理補助（つぼ
八）

2人

ホールでは注文取り、配ぜん、片付け、レジ業務
等のお客様対応等になります。調理補助では、飲
み物作り、食材の仕込み、調理、盛付け、食器洗
い等の調理補助を行います。その他開店前や閉店
後の清掃など店内の雑務全般も行っていただきま

岩手県宮古市近内第４地
割５２－３　ラフィネＡ
１０２

株式会社　マルセ
イユ

雇用期間の定めなし

又は14時00分～ 0時00分
の間の3時間以上

岩手県宮古市

市民交流支援員／復興推進
課（非常勤職員）

1人

宮古市役所復興推進課に勤務となります。宮古駅
南地区に整備中の新施設（市民交流センター（仮
称）ほか）の開設に向けた準備事務を担当してい
ただきます。
・情報提供（工事や施設を広報紙・ホームページ

岩手県宮古市新川町２－
１

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 岩手県宮古市

ドラッグストアでの販売
（宮古磯鶏店）

1人

・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

岩手県紫波郡矢巾町大字
広宮沢第３地割４２６番
地

株式会社　薬王堂

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

キャンペ－ンスタッフ（び
はんストアオール店）

1人

請負先店舗において、着ぐるみイベント・くじ引
き大会・ＰＲキャンペ－ンを行っていただきま
す。

着ぐるみ着用していただきイベントをしていただ

岩手県滝沢市大釜風林３
－２７　（株）アズ・
シード内

株式会社　キック
ス

日雇

接客経験がある方。 岩手県下閉伊郡山田町

調理員（宮古市）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと
　入所者様への食事提供業務
　調理、盛付、洗浄業務　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

調理員（田野畑村）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと
　入所者様への食事提供業務
　調理、盛付、洗浄業務　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）

岩手県下閉伊郡田野畑村

一般事務［下閉伊郡岩泉
町］

1人

一般事務（パート）
パソコン操作できる方（ワード、エクセル）
＊男女ともに歓迎
＊３ヶ月毎契約更新（最長３年）

宮城県仙台市泉区実沢字
八乙女鬼田１－６－１０
７Ｂ－１５Ｌ

株式会社　北都建
設

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

建設事務経験者歓迎
又は 9時00分～17時00分
の間の5時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

◎ この求人情報は、発行日現在、有効中の求人を掲載しています。       ◎ 面接には、ハローワークの紹介状をご持参くだ

さい。 

TEL 0193－63－8609 

ハローワーク 宮古 

宮古公共職業安定所 

◎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 フルタイム ◎ この求人情報は、発行日現在、有効中の求人を掲載しています。       ◎ 面接には、ハローワークの紹介状をご持参くだ

さい。 

TEL 0193－63－8609 

ハローワーク 宮古 

宮古公共職業安定所 

◎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 パートタイム 

平成３０年５月１７日発行  



(1) 9時30分～17時15分

900円～900円

パート労働者 不問 03030- 1895081

(1) 9時00分～15時00分

738円～738円

パート労働者 59歳以下 03030- 1902681

(1) 8時00分～12時00分

750円～1,000円 (2)12時00分～17時00分

パート労働者 64歳以下 03030- 1909181

(1) 8時30分～12時30分

760円～760円 (2)12時30分～16時30分

パート労働者 不問 03030- 1911981

(1) 5時00分～ 9時30分

760円～760円

パート労働者 不問 03030- 1913481

(1) 7時30分～11時00分

760円～760円 (2) 7時30分～11時30分

パート労働者 不問 03030- 1914781

(1) 5時00分～ 8時00分

880円～880円

パート労働者 不問 03030- 1920581

(1) 9時00分～15時00分

762円～762円

パート労働者 不問 03030- 1922781

(1) 9時00分～13時00分

756円～756円 (2)13時00分～17時00分

パート労働者 不問 03030- 1923881
普通自動車免許ＡＴ

(1)13時15分～17時15分

800円～800円

パート労働者 不問 03030- 1926081

(1) 7時00分～12時00分

850円～850円 (2)15時00分～19時00分

パート労働者 不問 03030- 1932281
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時45分～15時15分

1,414円～1,414円 (2)10時45分～17時15分

パート労働者 不問 03030- 1936681

800円～900円

パート労働者 不問 03030- 1937981

800円～1,000円

パート労働者 64歳以下 03030- 1997581

2

販売員（パート）

1人

ジュエリーの提案・販売および店舗事務作業を行
います。誕生石を覚えたりジュエリーに慣れる事
から始めて頂きます。
貴方のセンスを活かして、お客様にお似合いの
ジュエリーをおススメして下さい。

岩手県宮古市小山田二丁
目２－１　ショッピング
センターマリンコープＤ
ＯＲＡ内

ＡＳ－ｍｅエス
テール株式会社
エステール宮古店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

食品加工

2人

主に、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）の製造作業から
包装作業までを担当していただきます。この他、
調味液の包装作業などもあります。業務経験がな
い方からの応募も可能です。

岩手県宮古市津軽石第１
３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

販売員（大通）≪急募≫

1人

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、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です。ま
た、地方発送等の対応もあります。就業時間につ
いては相談に応じます。

岩手県宮古市大通三丁目
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5時間程度

岩手県宮古市

販売員／魚菜市場店

2人

魚菜市場店舗において、海産物の販売業務を担当
していただきます。レジ操作、接客応対、商品袋
詰め、品出し、陳列、店舗内清掃等もお願いしま
す。土・日・祝祭日も勤務できる方を希望しま
す。

岩手県宮古市南町１２ー
１７

有限会社　坂兼商
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

朝食スタッフ≪急募≫（ビ
ジネスインやまだ／浜処

1人

ビジネスホテル内のレストランにて、朝食スタッ
フ業務に従事していただきます。主な担当業務
は、接客、配膳、片付け、皿洗い等になります。
スタッフ３名で担当していただきます。


岩手県下閉伊郡山田町船
越６－１３４－１

株式会社　いっぷ
く

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

クリンクルー（西町）

1人

請負先の館内の清掃全般（男女トイレ・玄関・フ
ロアーの掃除、ごみの回収など）を行っていただ
きます。フロアーはモップ掛けと洗浄機を使って
の清掃作業です。原則は直行直帰です。同じ時間
帯は計２名での作業となります。

岩手県宮古市長町１丁目
９－１７

リアス環境管理
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員（５：００～）

1人

接客、レジ、商品の受け渡し、商品の袋詰め、商
品陳列、補充、発注、揚げるなどの簡単な調理、
店内の清掃等の業務を行っていただきます。



岩手県宮古市実田二丁目
２－８

株式会社　三栄

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

加工従業員（パート）

3人

当組合加工場において、わかめ・昆布・ふのり・
ひじき等の海藻類を原料として、塩蔵品や乾燥物
の加工・製造作業を行います。わかめ・昆布につ
いては等級別の選別作業も行います。また、袋詰
めから製品出荷までの作業も担当します。

岩手県宮古市田老三丁目
２番１号

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）

岩手県宮古市

事務

1人

店舗内事務室において、パソコンを使用し伝票入
力（専用ソフトへの数字・文字入力）を行いま
す。そのほか伝票整理、書類作成、ファイリン
グ、電話対応等になります。１名での業務になり
ます。

岩手県宮古市田の神２－
２－３０

いわて生活協同組
合　ベルフ西町店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

事務補助

1人

当社アバンギャルド店において事務作業の補助を
行っていただきます。自動車の名義変更等に伴う
書類の作成や、電話やお客様対応、役場などへの
書類の提出や申請手続きなどを主に行っていただ
きます。

岩手県下閉伊郡岩泉町尼
額字下坪５番地１３

有限会社　細越自
動車販売

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

簡単なパソコン操作
（ワード・エクセル

等）が出来る方

ガソリンスタンド販売員

1人

ガソリンスタンド店内での業務全般に従事してい
ただきます。店頭において、お客様への応対・
サービスをおこなっていただきます。おもに車両
の誘導、給油、窓ふき、会計、その他付帯する業
務となります。

岩手県宮古市根市２－３
３－２

株式会社丸光商事

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

３６　学芸専門員／文化課
（非常勤職員）

1人

文化課学芸係として崎山貝塚縄文の森ミュージア
ムに勤務。学芸員の指導の下、企画展や縄文体験
学習の準備から実施まで行うとともに、ミュージ
アムの公開活用事業や運営に関する業務。市指定
文化財等の維持、管理、調査など学芸係の業務を

岩手県宮古市新川町２－
１

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

学芸員資格のある方、もしく
は資料館や博物館等で体験学
習等の勤務経験のある方。ま
たは教員免許のある方や公民
館等で社会教育事業を企画・
実施した勤務経験のある方。

銀行事務

2人

岩手銀行岩泉支店において、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。



岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字太田３５

株式会社　岩手銀
行　岩泉支店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 9時00分～17時00分の
間の5時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

ガソリンスタンド販売員
（岩泉ＳＳ）

1人

岩泉のガソリンスタンド店において、主に車両へ
の給油業務、応対サービス、窓ふき、洗車などに
従事していただきます。就業時間は１日３～５時
間時間程度となります。固定時間での相談可能で
す。

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－１４２－１２

株式会社　サカモ
ト

雇用期間の定めなし

又は 8時00分～19時30分の
間の5時間程度 岩手県下閉伊郡岩泉町


