
交替制あり
(1) 9時40分～14時40分

850円～850円 (2)13時10分～18時50分

パート労働者 不問 03010-24658291
調理師 交替制あり

(1) 5時30分～14時30分
800円～1,000円 (2)11時00分～20時00分

パート労働者 不問 03010-24587591
調理師 交替制あり

(1) 5時50分～14時50分
800円～1,000円 (2)10時00分～19時00分

パート労働者 不問 03010-24588191
交替制あり
(1) 5時50分～14時50分

800円～1,000円 (2)10時00分～19時00分

パート労働者 不問 03010-24589091
調理師 交替制あり

(1) 5時00分～14時00分
900円～1,000円 (2)10時30分～19時30分

パート労働者 不問 03010-24590991
交替制あり
(1) 5時00分～14時00分

900円～1,000円 (2)10時30分～19時30分

パート労働者 不問 03010-24591491
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～10時30分
790円～810円 (2)15時00分～17時30分

パート労働者 不問 03030- 3630591

(1) 8時00分～15時00分
800円～800円 (2)10時00分～18時00分

(3)13時00分～18時00分

パート労働者 不問 03030- 3631191

(1)10時00分～13時00分
800円～800円 (2)16時30分～19時30分

パート労働者 不問 03030- 3626691

(1)10時00分～12時00分
790円～800円

パート労働者 不問 03030- 3627991

(1) 6時00分～ 9時00分
800円～1,000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- 3611791
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時00分
850円～890円

パート労働者 不問 03030- 3614591

(1) 8時00分～16時00分
900円～900円 (2)13時00分～21時00分

パート労働者 不問 03030- 3615191

(1) 9時00分～13時00分
790円～790円

パート労働者 不問 03030- 3616091

(1) 9時00分～13時30分
790円～790円 (2)13時30分～18時00分

パート労働者 不問 03030- 3618691
介護職員初任者研修修了者

普通自動車免許ＡＴ
ホームヘルパー２級 850円～1,000円

パート労働者 64歳以下 03030- 3619991
普通自動車免許ＡＴ

790円～850円

パート労働者 不問 03030- 3599891

(1) 8時00分～10時00分
790円～850円

パート労働者 不問 03030- 3601491

1

     （10月11日時点の内容です）

　　１０月７日　から　１０月１１日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は１０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

宝くじ販売（宮古ＤＯＲＡ
チャンスセンター）

1人

宮古ＤＯＲＡチャンスセンター宝くじ売り場にお
いて宝くじの販売と当せん金の支払い業務を行っ
ていただきます。
その他、上記に付随する業務を行っていただきま
す。

岩手県盛岡市中央通２丁
目８－５　東日本中央通
ビル４Ｆ

株式会社　エヌエ
ヌシー　盛岡支店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

調理師（宮古市）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと
　入院患者様への食事提供業務

　調理、盛付、食器洗浄など
　厨房業務全般

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

調理師（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、洗浄など
　厨房業務全般

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（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、洗浄など
　厨房業務全般

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

調理師（岩泉町）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと
　入院患者様への食事提供業務
調理、盛付、食事洗浄など
　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）

岩手県下閉伊郡岩泉町

調理員（岩泉町）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと
　入院患者様への食事提供業務
調理、盛付、食事洗浄など
　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）

岩手県下閉伊郡岩泉町

運転手（送迎担当）

1人

当施設通所リハビリテーションを利用する要介護
者宅と当施設までの送迎車運転業務です。
・運転手と助手の２名で６名程度の利用者を対応
・送迎は日によってルートが変更し、市内（田
老、津軽石

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
９地割３９番地２７

医療法人　仁泉会
介護老人保健施設
ほほえみの里雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

グロサリ係＜ベルフ魚菜市
場＞

1人

グロサリ部門での業務になります。
・食品やお菓子、飲料、雑貨等の商品を取り扱い
・商品の補充、陳列、発注
・その他清掃などの付帯業務


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

販売員・チェッカー／３時
間勤務

2人

レジチェッカー係を担当していただきます。
・接客、レジ業務（自動つり銭機）
・商品の品出し
・店舗内の清掃作業など　
　その他、付随する業務を行っていただきます。

岩手県宮古市板屋１－６
－６

株式会社　玉木屋

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

鮮魚部門／２時間勤務

2人

鮮魚業務に従事していただきます。
・パック詰め
・商品の品出し及び陳列
・洗い場や床等の清掃業務清掃作業など
　その他、付随する業務を行っていただきます。

岩手県宮古市板屋１－６
－６

株式会社　玉木屋

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理兼清掃員

2人

静峰苑と診療所での勤務
静峰苑では、
・利用者の方の朝食及び夕食の調理、盛付、皿洗
い
・宿泊部屋、ロビー、大広間、風呂、トイレなど

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

葬祭施行補助／パート職員

2人

葬祭全般にかかわる補助業務
・通夜室準備と片付け
・儀式受付準備と説明
・会食の準備と片付け
・各儀式の案内

岩手県宮古市小山田３丁
目３番５号

いわて生活協同組
合　葬祭事業部
セリオホールみや
こ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

内勤スタッフ

4人

内勤スタッフとして以下の業務に従事
・店舗に持ち込まれた荷物の受け取り、内容確
認、サイズ計
　測、伝票の記入、料金精算
・伝票の整理、電話応対、その他付随する所内業

岩手県宮古市長町二丁目
１－３２

ヤマト運輸　株式
会社　宮古支店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

清掃係

1人

ホテル館内の清掃を行います。
・宿泊部屋数３８室の各和室や洋室、部屋内トイ
レ、バス、　階段や廊下、ロビー、各階トイレ、
宴会場、大浴場等の清　掃
・清掃は５名体制で行っております。

岩手県宮古市新町４－１ 合資会社宮古ホテ
ル沢田屋

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

販売員

1人

農産物、海産物、林産物、食料品、調味料、種
苗、種実、花、植木等の販売に付帯する業務を
行って頂きます。
・主にレジ業務
・商品の袋詰め、品出し、陳列など

岩手県宮古市上鼻２丁目
６－１

合同会社　産直い
ちば

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員「介護」

1人

小規模デイサービス利用者の介護を行っていただ
きます。
・主に食事・入浴介助、レクリエーション活動等
をおこない　ます。
・送迎業務（主に宮古市内の送迎となり、軽自動

岩手県宮古市田鎖３－８ 株式会社　みやこ
ケアセンターみや
こ雇用期間の定めなし

又は 8時00分～17時00分の
間の3時間以上

岩手県宮古市

ペットショップ店雑務／１

1人

ペットショップ店で雑務全般に従事していただき
ます。
・当ペットショップでお預かりしているペットの
お世話
・施設（店舗）の清掃並びに洗濯、動物達の部屋

岩手県宮古市上鼻二丁目
５－５

株式会社　ＤＯＧ
１ハートフル

雇用期間の定めなし

又は 9時00分～17時45分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

ペットショップ店雑務／２

1人

ペットショップ店で雑務全般に従事していただき
ます。
・当ペットショップでお預かりしているペットの
お世話
・施設（店舗）の清掃並びに洗濯、動物達の部屋

岩手県宮古市上鼻二丁目
５－５

株式会社　ＤＯＧ
１ハートフル

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

◎ 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１０月１７日発行  



850円～850円

パート労働者 不問 03030- 3605591

850円～850円

パート労働者 不問 03030- 3606191

800円～800円

パート労働者 不問 03030- 3608391

(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 13040-29512092
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～17時00分
1,120円～1,230円

パート労働者 64歳以下 03010-24141891
交替制あり

920円～1,030円

パート労働者 64歳以下 03010-24159891
交替制あり

880円～990円

パート労働者 64歳以下 03010-24163691
普通自動車免許ＡＴ

800円～900円

パート労働者 不問 03030- 3573791

(1) 7時30分～12時00分
800円～800円

パート労働者 不問 03030- 3574891

(1)10時00分～14時00分
800円～800円

パート労働者 不問 03030- 3579391

2

調理

1人

里の駅おぐにでの業務
・フードコートでの調理
・おにぎりやお菓子を作ったり、手打そばやラー
メンの麺を　ゆでる、薬味の準備などを行いま
す。

岩手県宮古市小国第１１
地割４番地

特定非営割活動法
人小国振興舎

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

惣菜部門

2人

惣菜業務に従事していただきます。
・簡単な惣菜調理
・パック詰め
・商品の品出し及び陳列
・接客や店舗内の清掃作業など

岩手県宮古市板屋１－６
－６

株式会社　玉木屋

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

総務事務／２

1人

総務事務　　　　　　　　　
・パソコンを使用しての入力集計業務

・郵便物の授受、電話対応、来客応対


岩手県宮古市根市第６地
割７番地１

有限会社　伊藤総
業

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）

又は 8時00分～17時00分の
間の3時間以上

岩手県宮古市

精算事務パート（宮古典礼
会館）

2人

宮古典礼会館の事務所にて下記の業務を行って頂
きます。
・電話応対
・入金処理
・現金管理

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

パソコンがある程度使える
方

又は 9時00分～17時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

献茶パート（宮古典礼会
館）

2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

又は 9時00分～17時00分の
間の5時間

岩手県宮古市

業務パート（宮古典礼会
館）

2人

典礼会館にて葬儀通夜の準備や、会場・祭壇の設
営、片付けなど。病院へのお迎え業務や、会葬者
様へのご案内などご親族様のサポートをお願いし
ます。
葬祭に関する知識がない方でも安心して働いてい

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

接客・調理／１０６号宮古
店

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

総務事務（一般事務）

1人

来社されるお客様を応接室にお通ししたり、お茶
をお出しすることや、電話の取次ぎ、事務用品の
管理などが主な仕事です。
・来客時の対応（応接室への案内、お茶）
・電話の取次ぎ

岩手県下閉伊郡山田町石
峠３－１７－４

和田工業株式会社
東北工場

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 8時30分～17時00分の
間の5時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

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

乳製品製造

2人

・牛乳及び乳製品の製造管理、新商品開発
・その他付随する業務

乳製品を使用し、今までにない商品、お客様が喜
ぶ商品などを開発してみませんか！まだまだ乳製

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 6時00分～17時00分の
間の6時間程度

岩手県宮古市


