
(1) 7時00分～12時00分
867円～867円

パート労働者 不問 02020-12075391

(1)14時00分～19時00分
867円～867円

パート労働者 不問 02020-12076691

(1)13時00分～18時00分
867円～867円

パート労働者 不問 02020-12081191

(1)10時00分～18時00分
1,000円～1,071円

パート労働者 不問 03010-18864991

(1) 9時00分～16時00分
850円～850円

有期派遣パート 不問 03010-18964291

(1) 9時00分～15時00分
787円～787円

パート労働者 不問 03030- 2797191

(1) 6時00分～12時00分
800円～800円 (2)12時00分～18時00分

(3)17時00分～22時00分

パート労働者 不問 03030- 2803691
変形（１年単位）
(1) 8時30分～16時30分

900円～1,150円 (2) 9時00分～17時00分

パート労働者 64歳以下 03030- 2804991

(1)10時00分～17時00分
800円～800円

パート労働者 不問 03030- 2808291

(1) 8時30分～12時30分
830円～830円 (2) 7時30分～12時30分

パート労働者 不問 03030- 2810391

(1) 8時00分～11時00分
800円～850円

パート労働者 不問 27080-23498191

1,000円～1,100円

パート労働者 18歳以上 03010-18769491

1,000円～1,100円

パート労働者 18歳以上 03010-18770291

(1)22時00分～ 0時00分
800円～1,040円

パート労働者 18歳以上 03010-18771591

(1)23時00分～ 0時00分
1,040円～1,040円

パート労働者 18歳以上 03010-18772191

(1)23時00分～ 0時00分
1,040円～1,040円

パート労働者 18歳以上 03010-18773091

(1) 8時00分～15時00分
800円～800円

有期派遣パート 不問 03010-18426991
幼稚園教諭免許
または保育士 (1) 8時30分～12時30分

800円～850円 (2)15時00分～19時00分

パート労働者 不問 03030- 2690091

1

保育補助「保育」

3人

０歳から５歳児の保育補助業務を担当していただ
きます。
・食事のお世話　　
・遊びの見守り
・お着替え・トイレ等の補助

岩手県宮古市西町３丁目
３－２６

学校法人　岩手キ
リスト教学園　認
定こども園　宮古
ひかり

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

食品加工（山田町）

3人

派遣先事業所において、次の業務を行っていただ
きます。
・食品加工業務
・シール貼り
・パック詰め、箱詰め

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

清掃スタッフ（２３：００
～）（山田店）

2人

＊パチンコホールの清掃業務全般を行っていただ
きます
（当店の閉店後業務としての作業です）

・ホール床の掃き拭き清掃

岩手県盛岡市東見前５地
割５７－１－２Ｆ

株式会社　飛鳥商
事

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

清掃スタッフ（２３：００
～）（宮古店）

2人

パチンコホールの清掃業務全般を行っていただき
ます。
・ホール床の拭き掃き清掃
・パチンコ台ガラスの清掃、灰皿清掃
・トイレ清掃

岩手県盛岡市東見前５地
割５７－１－２Ｆ

株式会社　飛鳥商
事

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（２２：００
～）（宮古店）

2人

パチンコホールの清掃業務全般を行っていただき
ます。
・ホール床の拭き掃き清掃
・パチンコ台ガラスの清掃、灰皿清掃
・トイレ清掃

岩手県盛岡市東見前５地
割５７－１－２Ｆ

株式会社　飛鳥商
事

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

ホールスタッフ・カウン
タースタッフ（１６時～／

3人

パチンコ店のホール及びカウンターの一般業務。
その他、付随する業務および指示された業務を
行っていただきます。

＊勤務日数、時間応相談

岩手県盛岡市東見前５地
割５７－１－２Ｆ

株式会社　飛鳥商
事

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は16時00分～ 0時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

ホールスタッフ・カウン
タースタッフ（１６時～／

3人

パチンコ店のホール及びカウンターの一般業務。
その他、付随する業務および指示された業務を
行っていただきます。

＊時間、勤務日数については応相談。

岩手県盛岡市東見前５地
割５７－１－２Ｆ

株式会社　飛鳥商
事

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は16時00分～ 0時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

清掃員（津軽石寮）

1人

〇宿舎内の廊下や水回り（風呂・トイレ・洗面所
等）の清掃　やゴミ回収などのお仕事です。

※６０歳以上の方の応募も歓迎します。
※初心者でも歓迎いたします。

堺市堺区出島海岸通２丁
３番２４号

青雲産業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

レジ担当／コープ西ケ丘店

1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

マネキン係（試食販売）

1人

各部門での試食販売の業務を行っていただきま
す。
・調理作業（ホットプレートを使用した調理、フ
ルーツカッ　ト作業等）
・お客様への試食提供

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

ゴルフ場フロント

1人

ゴルフ場のフロントにおいて、下記業務を行って
いただきます。
・お客さまのチェックイン、チェックアウト、清
算業務
・電話対応、予約管理

岩手県宮古市大字崎山４
－８６－３

株式会社　宮古カ
ントリークラブ

雇用期間の定めなし

パソコン操作 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、以下の業務に従事してい
ただきます
・塩蔵品、乾燥物の加工および製造作業
・わかめ、昆布の等級別選別作業
・袋詰め、製品出荷

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

販売員

10人

コンビニエンスストアのスタッフ
○レジでのお会計・接客
○商品の品出し・陳列・検品・補充
○揚げ物等の簡単な調理・販売
○店舗内外の清掃・ゴミの片付け

岩手県宮古市田老３丁目
３番１０号

ファミリーマート
宮古田老三丁目店

雇用期間の定めなし

又は22時00分～ 7時00分の
間の8時間

岩手県宮古市

データ入力（山田町）

1人

派遣先事業所において、次の業務を行っていただ
きます。
・品質データをパソコンに入力
・データの印刷
・ファイリング

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

パソコンの基本操作ができ
る方

（Ｗｉｎｄｏｗｓ、エクセ
ル、ワード、印刷）

キャンペ－ンスタッフ（い
わて生協ベルフ西町店）

1人

請負先店舗において、菓子・せんべい試食ＰＲ
キャンペ－ンを行っていただきます。

お客様に元気よく笑顔で声をかけていただき、試
食していただき商品ＰＲ、おすすめしていただく

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 岩手県宮古市

惣菜【ファル磯鶏店】１３
時～１８時

1人

惣菜加工販売業務全般
・寿司、弁当の製造
・揚げ物、焼き物などの製造
・パック作業及び値付け
・商品の品出し及び陳列

青森県八戸市大字長苗代
字前田８３－１

株式会社　ユニ
バース

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

日配【ファル磯鶏店】１４
時～１９時

1人

日配販売業務全般
・品出し及び陳列
・端末を使用しての商品管理及び発注業務
・その他付随する業務


青森県八戸市大字長苗代
字前田８３－１

株式会社　ユニ
バース

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

日配【ファル磯鶏店】７時
～１２時

1人

日配販売業務全般
・品出し及び陳列
・端末を使用しての商品管理及び発注業務
・その他付随する業務


青森県八戸市大字長苗代
字前田８３－１

株式会社　ユニ
バース

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

     （8月2日時点の内容です）

　　７月３０日　から　８月２日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は　８月１５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 

令和元年８月８日発行  



1,200円～1,500円

パート労働者 不問 03030- 2691391
普通自動車免許一種

(1) 9時00分～16時00分
790円～790円

パート労働者 不問 03030- 2698591
普通自動車免許ＡＴ

(1)21時00分～ 4時00分
833円～833円 (2)21時00分～ 2時00分

パート労働者 18歳以上 03030- 2703591

810円～830円

パート労働者 不問 03030- 2712191
中型自動車免許一種

(1) 7時00分～ 9時00分
1,250円～1,250円 (2)11時00分～13時00分

パート労働者 不問 03030- 2716991
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～15時00分
762円～762円

パート労働者 不問 03030- 2718791

(1) 8時00分～17時00分
780円～800円 (2) 9時00分～17時00分

(3) 9時00分～16時00分

パート労働者 不問 03030- 2729591

(1) 6時00分～10時00分
762円～762円

パート労働者 不問 03030- 2750491

(1)16時00分～21時00分
850円～900円

パート労働者 不問 03030- 2751791
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- 2753291
介護職員初任者研修 変形（１ヶ月単位）
ホームヘルパー２級 (1)16時45分～ 8時45分

826円～826円

パート労働者 18歳以上 03030- 2755191

(1) 5時00分～ 8時00分
762円～762円 (2) 5時00分～13時00分

(3)15時00分～19時00分

パート労働者 不問 03030- 2775991

(1) 8時00分～17時00分
762円～762円

パート労働者 不問 03030- 2776491
普通自動車免許ＡＴ

900円～1,100円

パート労働者 不問 03030- 2780091

(1) 8時00分～12時00分
850円～850円 (2)16時00分～19時00分

パート労働者 不問 03030- 2782691
普通自動車免許ＡＴ
介護職員初任者研修
ホームヘルパー２級 1,300円～1,500円

パート労働者 69歳以下 03030- 2784491

850円～900円

パート労働者 不問 03030- 2791991

(1) 9時00分～14時45分
890円～1,230円

パート労働者 不問 03030- 2792491

(1) 8時30分～12時30分
800円～800円

パート労働者 不問 03030- 2666091

(1)14時00分～18時30分
850円～850円

パート労働者 不問 03030- 2668691

2

水産加工員

3人

水産物加工作業全般を行います。
・生の状態のホタテ、ウニ、鮮魚（旬に合わせた
魚）の発泡　スチロール等への箱詰め作業など

・作業手順については、指導します

岩手県下閉伊郡山田町境
田町４９５番地１

貫長水産　株式会
社

雇用期間の定めなし

又は 7時00分～11時00分の
間の3時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

事務全般

1人

・建設業に関する事務業務全般
・一般住宅や土木、公共工事に関する各種書類作
成（ＰＣ
　入力）
・電話、来客対応

岩手県宮古市太田一丁目
８番２０号

有限会社　乙戸建
設

雇用期間の定めなし

パソコン（ワード・エクセ
ル）出来る方

岩手県宮古市

運転手（随伴車）

1人

宮古市内・近郊を中心とした運転代行業務全般。
・お客様のご依頼地にあわせての随伴車両運転
・接客、乗務記録簿への記載、精算会計
・車両管理等（給油、洗車、タイヤ交換等）を行
います。

岩手県宮古市実田１－１
－１

運転代行　人力舎

雇用期間の定めなし

運転経験１年以上 岩手県宮古市

ホール係及び調理補助係

1人

ホール・調理補助業務を行っていただきます。
・席へのご案内
・注文の受付
・配膳、下膳
・厨房での盛付

岩手県宮古市大通１－４
－２３

和食処　浜ゆう

雇用期間の定めなし

又は16時00分～20時00分の
間の4時間程度

岩手県宮古市

患者送迎バス運転手（田
老）

1人

患者送迎バス（マイクロバス）の運転手業務を担
当していただきます。
・田老山間地区と田老診療所間の患者送迎
・送迎コースは５コースあり、曜日によってコー
スは変わり　ます

宮古市田老字新田平１６
－１３

東日本交通株式会
社　宮古営業所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 中型車（マイクロバス等）

の運転経験が　　　１年以
上 岩手県宮古市

事務（２）

1人

本社事務所において、建設業に関する事務全般に
従事していただきます。
・パソコンを使用しての請求書などの各種書類作
成。
・事務手続き、その他の雑務、郵便物の授受、電

岩手県宮古市保久田８番
１８号

佐々木産業　株式
会社

雇用期間の定めなし

パソコン（エクセル・ワー
ド）基本操作

岩手県宮古市

水産加工員

3人

水揚げされた鮮魚や冷凍している魚の加工作業と
なります。
時期により取り扱う魚が異なります。
・加工処理は切り身、開き、衣を付けての冷凍加
工など

岩手県宮古市藤原二丁目
２－１７

有限会社　佐々京
商店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員（田老店）６時～

1人

ローソン宮古田老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、品出
し
・清掃、商品発注等
・商品発注は、適性を見ながら指導いたします。

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

厨房及びホール（宮古店）
１６時～

1人

宝介宮古店での業務となります。
・接客業務（席へのご案内、注文の受付、配膳、
下膳）
・厨房で盛り付けなどの調理補助
・店内の清掃、食器・調理器の洗い物、その他付

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

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

介護員夜間専従／清寿荘
「介護」

1人

介護老人ホーム清寿荘にて、以下の業務を行って
いただきます。
・施設入所者（定員５０名）の居室巡回業務
・食事などの介助業務


岩手県宮古市小山田２丁
目９番２０号

社会福祉法人　宮
古市社会福祉協議
会雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

調理員／青少年の家

1人

「陸中海岸青少年の家」の食堂において、利用者
の朝食・昼食・夕食調理業務
・材料下準備、盛付、片付け、清掃など
・宿泊者や利用者の人数によりますが、約１００
食前後とな　ります

岩手県下閉伊郡山田町織
笠１４－３２－１町民グ
ランド仮設住宅１４－５

ケイエム企画

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

菌床椎茸の培養、栽培・収
穫作業

2人

ハウス内での菌床椎茸の培養、栽培・収穫業務に
従事し、主に以下の作業を行います。
・椎茸菌を接種した菌床ホダの入荷（棚に並べ
る）
・出荷準備（袋を取り除く、ケースに入れる）

岩手県下閉伊郡田野畑村
和野１６９番９

株式会社　ミナカ
ワ　田野畑パック
セン夕ー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

岩手県下閉伊郡田野畑村

一般事務

1人

当社事務所において、東北電力へのパソコンによ
る申請の他書類の作成、整理等をしていただきま
す。

＊産休代替求人です。

岩手県宮古市新町２－１
３

株式会社　村山電
機商会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン操作（ワード、エ
クセル等）が出来る方

又は 8時00分～17時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

ガソリンスタンド販売員

1人

ガソリンスタンド店におけるお客様への応対、
サービス
・車両の誘導、給油、洗車、窓ふき、会計
・その他付随する業務


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

介護員「介護」

1人

訪問介護ヘルパー業務に従事していただきます。
・当社の介護タクシーに同乗し、通院介助を行う
のが主な業　務
・依頼の状況によっては、家事の代行
・食事・入浴・排泄などの介助

岩手県宮古市築地一丁目
１－４４

有限会社　川崎タ
クシー

雇用期間の定めなし

又は 7時00分～19時00分の
間の4時間以上

岩手県宮古市

販売員

1人

メンズからレディースまでの幅広い年代層のトー
タルウェアの販売接客を行います。
・商品整理や店内外清掃
・接客、試着案内、採寸（必要時）
・会計レジ操作、包装

岩手県宮古市宮町４－４
－１１

青山商事株式会社
（洋服の青山　宮
古店）雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は 9時30分～19時30分の
間の6時間程度

岩手県宮古市

事務補助

2人

当森林管理署において、事務補助に従事していた
だきます。
・パソコンによるデータ入力、文書等作成、事務
書類等の
　検算、整理、図面作成、各種支払業務等

岩手県宮古市磯鶏石崎４
番６号

三陸北部森林管理
署

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） パソコン操作が支障なく行

えること（ワード・エクセ
ル等） 岩手県宮古市

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。

岩手県宮古市赤前第３地
割１４－１１

社会福祉法人　慈
愛会

又は 7時30分～18時30分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

調剤事務・調剤助手

1人

薬局業務に従事します。
・患者様の受付等の接客
・処方せん調剤に係る負担金の計算、調剤の補助
・調剤報酬請求事務
・店内清掃等の職場の維持管理

岩手県宮古市和見町８番
２７号

有限会社　かもめ
薬局

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

1人

指導員／津軽石学童の家


