
(1) 8時00分～15時00分
765円～765円 (2)10時00分～16時00分

有期派遣パート 不問 03010-10768091
普通自動車免許一種

(1) 5時00分～ 8時00分
800円～900円 (2) 8時30分～12時00分

(3)13時30分～17時00分

パート労働者 不問 03030- 1585691
調理師

(1) 8時00分～16時00分
800円～800円

パート労働者 不問 03030- 1587491
看護師

普通自動車免許ＡＴ
2,800円～3,000円

パート労働者 不問 03030- 1592391
普通自動車免許ＡＴ

860円～980円

パート労働者 64歳以下 35020- 5188291

(1) 9時00分～16時00分
770円～800円

パート労働者 不問 03010-10655391
交替制あり

780円～780円

パート労働者 不問 03010-10453091

800円～800円

パート労働者 不問 03030- 1575091

(1) 8時30分～10時30分
900円～900円

パート労働者 不問 03030- 1576391
普通自動車免許ＡＴ

(1)11時00分～14時00分
1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 1565291

(1)10時30分～14時30分
950円～950円

パート労働者 不問 03030- 1567191

(1)16時30分～21時30分
950円～950円

パート労働者 不問 03030- 1568091
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～13時00分
1,000円～1,000円 (2) 9時00分～14時00分

パート労働者 不問 03030- 1569391
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
762円～762円 (2) 9時30分～18時30分

(3)17時00分～ 9時00分

パート労働者 64歳以下 03030- 1572291

(1) 9時30分～15時30分
880円～880円

パート労働者 不問 03030- 1573591

(1)11時00分～15時00分
850円～850円

パート労働者 不問 03030- 1561991

(1) 9時00分～15時00分
850円～850円

パート労働者 不問 03030- 1562491
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～16時00分
1,074円～1,074円 (2)13時00分～18時00分

パート労働者 不問 03030- 1563791

1

少年補導職員（非常勤職
員）

1人

少年補導職員として下記の業務を行っていただき
ます。
補導員は他１名おります。
・街頭での少年補導
・少年や保護者等からの相談受付

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字太田２３番地４

岩泉警察署

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

パソコン操作（ワード、エ
クセル、パワーポイント）

可能な方

接客・清掃

1人

三陸山田かき小屋において、テーブル上の鉄板で
カキを蒸し焼きにしてお客様に提供するお仕事で
す。
・テーブルセッティング
・食器洗浄

岩手県下閉伊郡山田町大
沢２－１９－１

一般社団法人　山
田町観光協会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

又は11時00分～15時00分の
間の4時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

接客・清掃

1人

三陸山田かき小屋において、テーブル上の鉄板で
カキを蒸し焼きにしてお客様に提供する仕事で
す。
・テーブルセッティング
・食器洗浄

岩手県下閉伊郡山田町大
沢２－１９－１

一般社団法人　山
田町観光協会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

又は 9時00分～15時00分の
間の4時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

事務補助員／配電課・管理
グループ（９：００～）

1人

配属先は、配電課です。
・主に専用システムを使用した入力作業
・その他、来客対応（お茶出し等）の業務
・電話対応による業務はございません。
・担当が丁寧に指導致しますので、未経験の方で

岩手県宮古市築地二丁目
２番３３号

東北電力株式会社
宮古電力センター

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

介護員または介護補助員
「介護」

1人

「グループホームひなた」において、介護業務全
般に従事していただきます。
・食事・入浴・排泄の支援
・見守り、介助、レクリエーション
・病院受診時の同行等

岩手県宮古市津軽石第１
３地割２０８番地１６０

株式会社　風和璃

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

セールスドライバー（山田
センター）

1人

山田センターにて２ｔ集配車または一般車両を運
転し、お客さまの荷物の集荷と配達を行います。
＊エリアは山田地域　　　　　　　　　　　
＊体力に自信がある方の応募をお待ちしています

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－１３５－１６

ヤマト運輸　株式
会社　山田セン
ター雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

調理（王将）１６時３０～

3人

中華料理店での調理業務全般を行っていただきま
す。
・食材の仕込み、調理、盛り付け
・食器洗い、厨房内の清掃
・その他付随する業務

岩手県宮古市大通４丁目
４－２０　２Ｆ

株式会社　マルセ
イユ　大阪王将宮
古店雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理（王将）１０時３０分
～

3人

中華料理店での調理業務全般を行っていただきま
す。
・食材の仕込み、調理、盛り付け
・食器洗い、厨房内の清掃
・その他付随する業務

岩手県宮古市大通４丁目
４－２０　２Ｆ

株式会社　マルセ
イユ　大阪王将宮
古店雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

放送業務（パート）

1人

放送業務全般
・ＦＭラジオ放送でのアナウンス、ミキサー操
作、取材活動
・パソコンを使用しての原稿・資料・パンフレッ
ト等の作成　など

岩手県宮古市栄町３番３
５号　キャトル５階

宮古エフエム放送
株式会社

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード・エ
クセル）ができる方

岩手県宮古市

布団上げ係

2人

当ホテル客室（和室・和洋室）４１部屋の布団上
げ
・シーツ、枕カバーなどを外す
・各部屋の押し入れに布団上げ


岩手県宮古市磯鶏一丁目
１－１８

有限会社ホテル近
江屋

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

羊・山羊の飼育

2人

牧場において羊５０頭、子ヤギ７０頭、親ヤギ９
０頭の身の回りのお世話をしていただきます。
・羊、ヤギの餌やり
・子ヤギに哺乳瓶で授乳
・乳搾り（手作業、搾乳機併用）

岩手県宮古市田老字小堀
内１９－１５

しあわせ乳業　株
式会社

雇用期間の定めなし

又は 8時00分～17時00分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

ドラッグストアでの販売
（岩手岩泉店）

3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

＊当社は東北６県に店舗を展開する一部上場企業

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）

又は 7時00分～22時15分の
間の4時間以上

岩手県下閉伊郡岩泉町

入荷商品の格納、出荷商品
のピッキング、小分け作業

1人

宮古営業所において以下の業務を担当していただ
きます。
・入荷商品の格納
・商品を引取りに来た酒販店への商品引渡し


岩手県紫波郡矢巾町大字
西徳田第８地割９７－１

国分東北　株式会
社　岩手支店

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（入力程度）
（フォークリフト荷役あれ

ば尚可）

仕出しパート（宮古仕出し
センター）

2人

典礼会館にて提供する、仕出し料理の調理・盛付
け・食材の管理・配送業務等を行っていただきま
す。
予約数やメニューもある程度決まっているので、
時間に追われることなく調理に集中でき、仕事量

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

又は 6時00分～16時00分の
間の7時間程度

岩手県宮古市

訪問介護サービス

2人

訪問看護サービス（１対１で提供する看護）を担
当していただきます。
・宮古、岩泉、田野畑、普代地域を１～２件訪問
・直行直帰となり私用車使用となります。燃料代
は別途支給　します。

岩手県宮古市末広町７－
２９　浜木ビル１階

株式会社　咲希
咲希訪問看護ス
テーション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4時間程度

岩手県宮古市、下閉伊郡岩泉
町、田野畑村、他

調理師

1人

園児の給食調理業務に従事していただきます。

・調理、食器洗浄、清掃など　　　　　
・１回２０～６０食を担当　　　　　
・食器洗浄は洗浄機を使用

岩手県宮古市赤前第３地
割１４－１１

社会福祉法人　慈
愛会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

調理業務経験者 岩手県宮古市

野菜栽培スタッフ

1人

野菜（トマト、イチゴ、ピーマン、ブロッコ
リー、キャベツ白菜、ネギ、ほうれん草、トウモ
ロコシ、サツマイモ、カボチャなど）の栽培、収
穫、出荷調整作業や市内の産地直売所、ＪＡ、
スーパーへの出荷業務となります。季節により就

岩手県宮古市花輪第１１
地割１０番地

上山農園

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

水産加工／パート（山田
町）

3人

派遣先事業所において、下記業務を担当していた
だきます。
・加工品の袋詰め、ラベル貼付
・魚の小骨取り、簡単な下処理
・清掃業務

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

月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

     （4月22日時点の内容です）

　　４月１５日　から　４月２２日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は　５月９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。 

◎ すでに、募集を締め切っている場合もありますので、ご注意ください。 

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す。 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。 

◎ すでに、募集を締め切っている場合もありますので、ご注意ください。 

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す。 パートタイム 

平成３１年４月２５日発行  



900円～900円

パート労働者 不問 03030- 1553991
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～16時00分

770円～770円

パート労働者 不問 03030- 1554491

850円～850円

パート労働者 不問 03030- 1558591

(1)15時00分～17時00分
762円～762円

パート労働者 不問 03030- 1546491

(1)15時30分～19時30分
800円～800円 (2)16時00分～19時30分

パート労働者 不問 03030- 1547791
看護師又は
准看護師

1,100円～1,100円

パート労働者 不問 03030- 1550091

2

ホール係（王将）１６時３
０分～

2人

中華料理店でのホールにおいて接客業務を行って
いただきます。
・注文取り、配ぜん、食器下げ、レジ業務等のお
客様対応
・清掃等の店内雑務

岩手県宮古市大通４丁目
４－２０　２Ｆ

株式会社　マルセ
イユ　大阪王将宮
古店雇用期間の定めなし

又は16時30分～21時30分の
間の2時間以上

岩手県宮古市

惣菜部門

1人

惣菜部門において調理業務に従事していただきま
す。
・お弁当やおにぎり、日替わりのおかずなど
・調理後は盛り付け、パック詰め、値段付け、品
出し

岩手県宮古市栄町３－３
５

有限会社　ミナッ
ク（宮ビル）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

接客及び調理補助（短期ア
ルバイト）

5人

浄土ヶ浜レストハウスにおいて、接客及び調理補
助を行います。
・レストハウス内での接客
・厨房内での簡単な調理、盛り付け、皿洗い等
・その他、売店での商品販売等もあります。

岩手県宮古市宮町一丁目
１－８０

一般社団法人　宮
古観光文化交流協
会雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）
又は 9時00分～18時00分の
間の4時間以上

岩手県宮古市

清掃作業員／河南

1人

日常清掃作業に従事します。　　
・モップ掛け、ほうきや掃除機などを使用しての
清掃
・ゴミの回収作業　　　　
・トイレ、外まわりの清掃

岩手県宮古市藤の川１３
番２３号

宮古環境管理株式
会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

レジ担当／コープチェリオ
店

2人

レジ接客業務全般に従事していただきます。
・バーコード読込み、レジスター操作、商品代金
の精算
・組合員カードの読込み、レジ袋の確認、配布、
エコバック　への商品袋詰めなど

岩手県宮古市西ヶ丘１丁
目６－１

いわて生活協同組
合　コープ西ヶ丘
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

看護職員「看護」

1人

入所者の看護業務となります。
・当ホームに入所している高齢者（１００名）の
バイタル　　チェック、服薬・健康管理、医療処
置、通院同行など
・その他付帯する業務

岩手県下閉伊郡山田町山
田１６－９－１０

社会福祉法人　正
受会　特別養護老
人ホーム平安荘雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は 7時00分～19時00分の
間の3時間程度

岩手県下閉伊郡山田町


