
普通自動車免許ＡＴ
(1) 9時00分～17時30分

800円～800円

パート労働者 不問 03010-25441981

(1)10時00分～14時55分
1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03010-25331781

(1) 9時00分～15時10分
780円～780円

有期派遣パート 不問 03010-25202281

(1) 9時00分～17時00分
890円～1,010円

パート労働者 59歳以下 03010-25214681
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～15時00分
800円～800円

パート労働者 不問 03030- 3718381

808円～957円

パート労働者 不問 03030- 3720481
美容師

770円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 3721781

(1) 6時00分～ 9時00分
770円～770円 (2)10時00分～15時00分

(3)16時00分～19時00分

パート労働者 不問 03030- 3724181
普通自動車免許ＡＴ

850円～850円

パート労働者 59歳以下 03030- 3731281
理容師又は

美容師 (1) 9時00分～14時00分
770円～800円 (2)10時00分～15時00分

パート労働者 不問 03030- 3691881

(1) 9時00分～13時00分
800円～850円 (2)17時00分～22時00分

パート労働者 59歳以下 03030- 3698581
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

770円～800円

パート労働者 不問 03030- 3702981

(1) 6時30分～10時00分
1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 3703581
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1) 8時30分～17時30分
770円～900円 (2)11時00分～20時00分

(3) 6時30分～15時30分

パート労働者 64歳以下 03030- 3709081

770円～770円

パート労働者 69歳以下 03030- 3711581

(1)16時00分～21時00分
762円～800円

パート労働者 不問 03030- 3713781

(1)12時00分～17時00分
762円～822円 (2) 7時45分～16時15分

(3) 9時00分～17時00分

パート労働者 不問 03030- 3715281

(1) 9時00分～16時30分
762円～822円

パート労働者 不問 03030- 3716181

1

クリンクルー（崎山）

1人

建物清掃全般を行います。共用部分のトイレ掃
除、掃き掃除、拭き掃除、備品の交換、ごみの回
収などを行います。就業場所へは、直行直帰で、
自分で通勤可能な方を希望します。


岩手県宮古市田の神二丁
目３－１１

株式会社　サンズ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

クリンクルー（山田）≪急
募≫

1人

建物清掃全般を行います。風呂掃除、掃き掃除、
拭き掃除、備品の交換、ごみの回収などを行いま
す。就業場所へは、直行直帰または事務所に集合
して移動となりますので、自分で通勤可能な方を
希望します。

岩手県宮古市田の神二丁
目３－１１

株式会社　サンズ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

夕食スタッフ１６時～／マ
ンスリーインやまだ

1人

ホテル内レストランにて夕食スタッフとして勤務
していただきます。主な業務は、接客、配膳、調
理補助（肉、野菜などのカット等）片付け、皿洗
い等になります。日によりご利用のお客さまの人
数に変動はありますが、おおよそ４０名程度にな

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

水産加工員≪急募≫

4人

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）をし
て頂きます。時期により鮮魚の箱詰め、ウニ、ア
ワビ、イクラの加工もあります。作業現場の温度
管理を重視している為、年間ある程度一定した室

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～16時00分
の間の5時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

介護員／えくぼ「介護」

1人

「グループホームえくぼ」において、利用者の食
事介助、入浴介助、排泄介助などや、レクレー
ション活動の企画・運営などの業務に携わってい
ただきます。また、施設車で病院への送迎をして
いただきます。

岩手県宮古市長根４－１
３－１

株式会社　介護施
設えくぼ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

朝食レストラン洗い場係

1人

朝食バイキングレストラン内での洗い場を専門に
担当していただきます。営業時間は６時３０分～
９時です。朝食レストラン内では４～５名体制を
予定しております。調理や接客が苦手だと思う方
でも安心してご応募ください。

岩手県宮古市藤の川１５
番地３８号

ルートインジャパ
ン株式会社　　ホ
テルルートイン宮
古

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

調理補助

1人

ホテルの調理場にて、調理師の指示のもと、料理
の下ごしらえ、盛付、後片付け等を行っていただ
きます。町内の店舗へ食材の仕入れに行っていた
だくこともあります。（社用車使用）


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）

又は 9時00分～20時00分
の間の7時間

岩手県下閉伊郡岩泉町

雑貨等の販売

1人

当店では医薬品、化粧品、雑貨、食料品等を取り
扱っています。店内でのレジ打ち、接客、清掃
等、販売に関わる業務を行っていただきます。ま
た、主に雑貨や食料品コーナーの商品補充や陳列
作業もあります。

岩手県下閉伊郡山田町中
央町５－６

株式会社　ツルハ
ドラック岩手山田
店雇用期間の定めなし

又は 9時00分～22時00分
の間の3時間以上

岩手県下閉伊郡山田町

美容師・理容師／ヘアーサ
ロン　ベルエポック

1人

美容・美容に関する仕事全般を行っていただきま
す。接客、シャンプー、カット、パーマ、カ
ラー、フェイシャルなどの業務を行います。ま
た、店内清掃や備品の洗浄、洗濯なども行いま
す。

岩手県下閉伊郡山田町大
沢７－２０４－１

有限会社　エポッ
クハコイシリミ
テット雇用期間の定めなし

又は 9時00分～19時00分
の間の5時間

岩手県宮古市

自動車の洗車

1人

中古自動車（展示車、下取り車）の洗車、清掃、
磨き等を行っていただきます。


※経験のない方には、ご指導いたします。

岩手県宮古市田鎖１３－
２６－１

有限会社　カーセ
ンター丸正

雇用期間の定めなし

又は 9時00分～17時00分
の間の3時間以上

岩手県宮古市

調理兼清掃員

1人

静峰苑利用の方の朝食、夕食の調理、盛付、皿洗
い（食洗機あり）宿泊部屋清掃、ロビー、大広
間、風呂、トイレ等清掃、日帰り入浴の方の受付
等にになります。
診療所は入院患者さんの食事調理（８名程度）温

岩手県宮古市鈴久名４－
５－４

特定非営利活動法
人かわい元気社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

美容師

1人

当美容室において、お客様のカット、シャン
プー、ブロー、マッサージ、カラーパーマ、その
他に電話対応、店内清掃、タオル等洗濯など美容
室の仕事全般に従事していただきます。


岩手県宮古市黒田町１－
１１

美容室　Ｌｉｅｔ
ｏ

雇用期間の定めなし

又は 9時00分～16時00分
の間の5時間程度

岩手県宮古市

介護職「介護」

1人

介護施設・通所リハビリテーション、もしくは入
所施設において、介護業務全般を担当します。各
担当部署で利用者の方の入浴、食事、排泄等の身
体介護や、レクリエーションの実施、送迎介助な
どの業務です。

岩手県下閉伊郡山田町飯
岡第９地割２３－１

医療法人　晃生会
介護老人保健施設
さくら山雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は 8時00分～17時30分
の間の3時間以上

岩手県下閉伊郡山田町

経理事務

1人

主に会計ソフトを使用したパソコンの入力業務
や、経理事務所との確認等のやり取りを行いま
す。また、社用車を使用し、市内の経理事務所に
行っていただく場合があります。スタッフは他３
～４名おります。

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎１
１地割３２番地２

株式会社　マルイ
舗装

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

献茶パート（宮古典礼会
館）

1人

典礼会館にて、お葬儀や法事の際の仕出しの配膳
やお飲み物の提供、ご親族様のフォロー及び控室
の清掃等を行っていただきます。ご親族様の不安
を少しでも和らげるような「お声掛け」や細かい
所まで行き届いた清掃等、あなたの「気付き」が

岩手県盛岡市津志田南３
丁目１４番６５号【求人
票郵送先指定あり】

株式会社　サン
ファミリー　（愛
グループ）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

データ入力（宮古市）

1人

派遣先事業所において下記の業務を行っていただ
きます。
・データ入力（生産数、稼働時間等）
・来客対応（出迎え、席の案内、お茶出し等）
・電話対応（担当者への取り次ぎ）

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）
パソコン操作（ワード、
エクセル、メール）

岩手県宮古市

一般事務（１１／１～）
（宮古市）

1人

岩手震災復興支援本部宮古復興支援事務所におい
て下記の業務を行っていただきます。
・電話取り次ぎ
・エクセル、ワード等による資料作成
・書類の整理整頓（通常の書類整理に加え、パソ

岩手県盛岡市中央通１丁
目７－２５　朝日生命盛
岡中央通ビル８階

独立行政法人　都
市再生機構　岩手
震災復興支援本部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）

事業所名
求人番号

販売員（宮古市）

1人

請負先である宮古山口病院内売店において下記の
業務を行っていただきます。
・接客及びレジ業務（バーコード）
・商品の発注業務（仕事に慣れてきたら行って頂
きます）

岩手県盛岡市中太田泉田
６６－１１

ワタキューセイモ
ア　株式会社　盛
岡営業所雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

     （10月15日時点の内容です）

　　１０月５日　から　１０月１５日　までに受理した求人です。　　　＜次回発行日は　１０月２５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

◎ 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１０月１８日発



(1) 9時00分～15時00分
762円～762円

パート労働者 59歳以下 03030- 3680581

(1) 6時00分～ 9時00分
762円～762円

パート労働者 不問 03030- 3684281

(1) 6時00分～12時00分
850円～850円

パート労働者 不問 03030- 3685181

(1)17時00分～22時00分
850円～850円

パート労働者 不問 03030- 3686081

850円～850円

パート労働者 18歳以上 03030- 3687381

(1) 7時00分～ 9時30分
1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 3689981

(1)22時00分～ 8時00分
900円～900円

パート労働者 18歳以上 03030- 3690781

(1) 0時00分～ 9時00分
900円～900円 (2)18時00分～22時00分

(3) 9時00分～18時00分

パート労働者 不問 13040-22610382
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～12時00分
1,000円～1,200円 (2)17時00分～21時00分

パート労働者 不問 13170-46214881
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～12時00分
1,000円～1,200円 (2)17時00分～21時00分

パート労働者 不問 13170-46277981

1,000円～1,000円

パート労働者 18歳以上 03030- 3650881
普通自動車免許ＡＴ
介護職員初任者研修

793円～937円

パート労働者 不問 03030- 3652181
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～10時00分
904円～904円 (2)15時30分～17時30分

パート労働者 不問 03030- 3653081

(1) 5時00分～ 8時00分
880円～880円

パート労働者 不問 03030- 3654381

762円～762円

パート労働者 不問 03030- 3656981

762円～762円

パート労働者 不問 03030- 3657581
普通自動車免許ＡＴ

850円～900円

パート労働者 不問 04050- 3677981

2

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

弁当調理係≪急募≫

1人

注文取り、お弁当調理、レジ操作、掃除等を行い
ます。お弁当の調理は、マニュアルがあります。
車の免許がある方は配達業務を行っていただく場
合もあります。経験のない方には、簡単な作業か
ら覚えていただきます。

岩手県下閉伊郡山田町中
央町６番６

ケイエム企画

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

コンビニ販売員／６時～

1人

コンビニエンスストア店内での接客やレジ、商品
陳列、補充、整理などの販売業務全般を行ってい
ただきます。店内の簡単な清掃も行っていただき
ます。


岩手県宮古市金浜第６地
割４－３

ローソン　宮古金
浜店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

コンビニ販売員／１７時～

1人

コンビニエンスストア店内での接客やレジ、商品
陳列、補充、整理などの販売業務全般を行ってい
ただきます。店内の簡単な清掃も行っていただき
ます。


岩手県宮古市金浜第６地
割４－３

ローソン　宮古金
浜店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

コンビニ販売員／２２時～

1人

コンビニエンスストア店内での接客やレジ、商品
陳列、補充、整理などの販売業務全般を行ってい
ただきます。店内の簡単な清掃も行っていただき
ます。


岩手県宮古市金浜第６地
割４－３

ローソン　宮古金
浜店

雇用期間の定めなし

又は22時00分～ 9時00分
の間の8時間

岩手県宮古市、他

フェリー作業員

5人

宮古～室蘭間、火曜日から日曜日に運行中のフェ
リー船内の車両の解縛及び固縛作業を行っていた
だきます。又、入出港時に直径１０ｃｍ程度の綱
取り、綱放しを行っていただきます。５人１組で
の作業となります。

岩手県宮古市小山田１丁
目４４

宮古港湾運送　株
式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

フロントスタッフ（ナイ
ト）

1人

ホテルに関する業務全般を行っていただきます。
フロント業務（チックイン、チックアウト）、電
話対応、予約受付、予約確認（パソコン入力）で
す。
フロント業務が中心となりますが、状況によりレ

岩手県宮古市藤の川１５
番地３８号

ルートインジャパ
ン株式会社　　ホ
テルルートイン宮
古

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン入力操作程度 岩手県宮古市

接客・調理／宮古市

5人

牛丼のすき家での接客、調理、販売、清掃業務で
す。
●接客（お客様のご案内、オーダーとり、料理提
供、食器の片付け）
●調理（料理の簡単な仕込み、盛り付け、洗い

東京都港区港南ニ丁目１
８番１号　ＪＲ品川イー
ストビル５階

株式会社　北日本
すき家

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

又は 9時00分～ 8時59分
の間の2時間以上

岩手県宮古市

従業員宿舎の調理補助の業
務

3人

現場宿舎において従業員様への対応、食事の用意
等
日々の暮らしを支える業務を担っていただきま
す。
・調理、仕込み、調理盛付けの補助、食材の仕入

東京都三鷹市牟礼６－１
５－１１　木部建設株式
会社内

Ａｓｉａｎ　Ｓｔ
ａｆｆ　株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

従業員宿舎の施設管理及び
清掃業務

3人

建築現場の宿舎において従業員様日々の暮らしを
支える業務を担っていただきます。

＊施設管理
・宿舎の清掃、点検、風呂の準備、清掃

東京都三鷹市牟礼６－１
５－１１　木部建設株式
会社内

Ａｓｉａｎ　Ｓｔ
ａｆｆ　株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

警備員

5人

工事車両誘導警備、通行止めの案内業務、イベン
トに伴う雑踏警備業務、駐車場案内に従事してい
ただきます。場所やイベントによっては直行直帰
となる場合もあります。


岩手県宮古市実田１－２
－３

株式会社　トス
ネット北東北　宮
古営業所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8時間

岩手県宮古市、他

ホームヘルパー「介護」

2人

市内に住む利用者様のご家庭を訪問し、食事・入
浴・排せつの介助や炊事・掃除・洗濯といった日
常生活の手助け等、家事及び身体介護のサービス
を提供いたします。サービス提供時は、施設の車
両（ＡＴ軽自動車）を運転し移動していただきま

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5時間程度

岩手県宮古市

運転手兼介助員

1人

デイサービスにおける利用者の送迎業務及び乗降
介助等に従事していただきます。送迎にはリフト
付き車両を使用しており、介護職員が添乗しま
す。現在１日平均２５名の利用者があり、送迎エ
リアは市内です。

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
みやこ雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

販売員（５：００～）

1人

コンビニエンスストアでの業務に従事します。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

惣菜担当

1人

惣菜をメインに作って頂き、出来上がった商品の
パック詰めや陳列等を担当して頂きます。その
他、配送車の荷受けや、繁忙時のレジの補助業務
も行って頂きます。小さな商店のため作業は特定
できませんので、店内全般の業務をお願いしま

岩手県下閉伊郡田野畑村
浜岩泉１１６番地

株式会社　牧原商
店

雇用期間の定めなし

又は 8時30分～12時30分
の間の4時間程度

岩手県下閉伊郡田野畑村

販売員

1人

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
業務等を行っていただきます。小さな商店のため
作業は特定できませんので、その他店内全般の業
務となります。

岩手県下閉伊郡田野畑村
浜岩泉１１６番地

株式会社　牧原商
店

雇用期間の定めなし

又は 8時30分～18時00分
の間の7時間程度

岩手県下閉伊郡田野畑村

眼鏡、補聴器、コンタクト
レンズの販売［宮古市］

1人

・店頭での眼鏡、補聴器、コンタクトレンズの接
客販売
・眼鏡のクリーニング、調整、加工
・お客様がお似合いになるフレーム選び
・商品の陳列とディスプレイ

宮城県柴田郡大河原町字
新東２６－１

眼鏡市場　（株式
会社　オーランド
オプチカル）雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は10時00分～19時00分
の間の6時間程度

岩手県宮古市


