
臨床検査技師
2人 934円～1,441円

パート労働者 不問 03010-14970721
交替制あり

調理師 (1)5時00分～14時00分
1人 850円～1,000円 (2)10時00分～19時00分

パート労働者 不問 03010-14978121
交替制あり
(1)5時00分～14時00分

1人 850円～1,000円 (2)10時00分～19時00分

パート労働者 不問 03010-14979021
交替制あり

調理師 (1)5時00分～14時00分
1人 870円～1,000円 (2)10時30分～19時30分

パート労働者 不問 03010-14982421
交替制あり
(1)5時00分～14時00分

1人 870円～1,000円 (2)10時30分～19時30分

パート労働者 不問 03010-14984621

1人 1,050円～1,150円

パート労働者 不問 03010-14987021
交替制あり

2人 912円～1,093円

パート労働者 不問 03010-14692821
交替制あり
(1)10時00分～20時00分

1人 893円～893円

パート労働者 不問 03030- 2161321

(1)5時00分～8時00分
1人 821円～821円

パート労働者 不問 03030- 2167821

(1)8時00分～15時00分
1人 821円～821円

パート労働者 不問 03030- 2168221

(1)8時00分～15時00分
1人 821円～821円

パート労働者 不問 03030- 2169521
交替制あり
(1)8時00分～16時00分

2人 900円～900円 (2)13時00分～21時00分

パート労働者 不問 03030- 2172921

(1)9時00分～16時30分
1人 1,702円～1,902円 (2)9時30分～17時00分

パート労働者 不問 03030- 2177221

(1)7時00分～15時00分
2人 898円～898円 (2)8時00分～12時00分

パート労働者 64歳以下 03030- 2178521
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～12時30分
1人 821円～1,000円 (2)9時30分～12時30分

パート労働者 64歳以下 03030- 2182021
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

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

パート労働者 18歳以上 03030- 2184821

(1)8時00分～12時00分
1人 870円～870円

パート労働者 不問 03030- 2185221

(1)8時00分～12時00分
1人 840円～840円

パート労働者 不問 03030- 2186521

1

グロサリー担当／オール店 びはんストアオール店において、グロサリー業務
を担当していただきます。
・生鮮食品以外の商品（日配品、雑貨、加工食品
等）の商品発注、　商品の補充、陳列、商品管理
などをお願いします。

岩手県下閉伊郡山田町中央
町５－６

びはん　株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

食肉担当／オール店 びはんストアオール店において食肉業務を担当し
ていただきます。
・食材の商品化、パック詰め作業
・商品補充、陳列
・その他、上記に付随する業務

岩手県下閉伊郡山田町中央
町５－６

びはん　株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

運転手（随伴車） 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

岩手県宮古市

調理員 デイサービスの利用者１５名程度の食事の調理業
務全般に従事していただきます。
・朝食の片付け、昼食の調理、その他食器洗浄、
配膳、清掃等
＊資格・経験は問いません

岩手県下閉伊郡山田町石峠
第２地割３５

特定非営利活動法人
石峠宅老所

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

水産 当店舗において下記業務を行っていただきます。
・品出し、陳列
・刺身の生産、加工
・丸魚の身下ろし、加工
・商品パック作業

岩手県宮古市小山田二丁目
２－１

いわて生活協同組合
宮古ショッピングセ
ンター　マリンコー
プＤＯＲＡ雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

労働時間管理適正化指導員
（非常勤職員）

宮古労働基準監督署で下記業務を行っていただき
ます。
・長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害
防止についての指導、助言、相談、資料の収集及
び分析業務に関すること。

岩手県宮古市緑ヶ丘５－２
９

宮古労働基準監督署

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市
ワード、エクセルの基本的
な操作ができること。

・企業における労務管理の経験
等、労働基準関係法令に関する
知識　　　　　　　　　・労使
からの相談に対応することがで

きる接遇能力

内勤スタッフ 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
務

岩手県宮古市長町２丁目１
－３２

ヤマト運輸　株式会
社　宮古営業所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

販売員（根市店）／日曜日 ローソン宮古根市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

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

販売員（磯鶏石崎店）８時
～１５時

ローソン宮古磯鶏石崎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

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

販売員（磯鶏石崎店）５時
～８時

ローソン宮古磯鶏石崎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

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

厨房係 回転寿司「海宝」において調理業務全般を担当し
て頂きます。
○魚介類の調理・仕込み
○主に軍艦巻きなど寿司の調理
○その他、厨房内における付随する業務

岩手県宮古市長根２丁目６
－９

海宝

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

アルバイト研究補助スタッ
フ（宮古地区）

ＩＭＭ健康健康調査（詳細三次調査）で採取され
た生体試料（血液・尿）の受取、仕分け、遠心分
離等の作業、適正温度での保管、輸送会社や検査
会社への引渡しに関する作業
※資格や経験不問の業務です。

岩手県紫波郡矢巾町医大通
１丁目１番１号
（医大通２丁目１番１号）

学校法人　岩手医科
大学（岩手医科大学
附属病院）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 又は8時00分～18時00分

の間の7時間程度
岩手県宮古市

看護師または准看護師（宮
古周辺）

宮古周辺の検診会場において下記業務を行いま
す。
・血圧測定、採血
・その他問診票のチェックなど検診に係る諸作業


岩手県盛岡市北飯岡４丁目
８－５０

公益財団法人岩手県
予防医学協会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は7時00分～16時00分

の間の4時間以上
岩手県宮古市

看護師、准看護師
のいずれか

採血経験

調理員（岩泉町）４３１ 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
　入院患者数：７５名程度

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

調理師（岩泉町）４３１ 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
　入院患者数：７５名程度

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（山田町）４４９ 請負先事業所において責任者の指示のもと
　利用者様への食事提供業務
調理、盛付、食器洗浄など
＊利用者数：１２０名程度
＊雇用について：１年毎の契約更新あり。（但

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）

岩手県下閉伊郡山田町

調理師（山田町）４４９ 請負先事業所において責任者の指示のもと
　利用者様への食事提供業務
調理、盛付、食器洗浄など
＊利用者数：１２０名程度
＊雇用について：１年毎の契約更新あり。（但

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）

岩手県下閉伊郡山田町

事業所名
求人番号

アルバイト臨床検査技師
（研究補助者：宮古地区）

健診業務（身体測定、血圧測定、採血、採尿や心
電図検査、頚部エコー検査等の生理機能検査）等
※当機構の沿岸地域活動拠点での健康調査等に出
向いていただくことがあります
※研修等で、矢巾キャンパス等へお越しいただく

岩手県紫波郡矢巾町医大通
１丁目１番１号
（医大通２丁目１番１号）

学校法人　岩手医科
大学（岩手医科大学
附属病院）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 又は8時00分～18時00分

の間の6時間以上
岩手県宮古市

（7月1日時点の内容です）

６月２８日　から　　７月１日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は７月１４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

◎ 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。

令和４年７月７日発行

TEL 0193－63－8609

ハローワーク 宮古

宮古公共職業安定所

パートタイム



1人 912円～912円

パート労働者 不問 03030- 2187421

1人 900円～900円

パート労働者 不問 03030- 2188321

(1)14時00分～21時00分
1人 900円～900円

パート労働者 不問 03030- 2189621

3人 1,200円～1,500円

パート労働者 64歳以下 03030- 2194521
交替制あり
(1)5時00分～13時00分

2人 821円～821円 (2)9時00分～17時00分
(3)11時00分～19時00分

パート労働者 不問 03030- 2199121

(1)17時00分～23時00分
2人 850円～1,500円

パート労働者 18歳以上 03030- 2201021

(1)16時30分～22時30分
1人 850円～900円

パート労働者 18歳～69歳 03030- 2203821
普通自動車免許ＡＴ

(1)11時00分～14時00分
1人 1,000円～1,000円

パート労働者 59歳以下 03030- 2205521
変形（1年単位）

1人 950円～950円

パート労働者 不問 03030- 2206421
変形（1年単位）

1人 900円～1,020円

パート労働者 不問 03030- 2207321
変形（1年単位）
(1)18時00分～21時15分

1人 1,020円～1,020円 (2)17時00分～21時15分

パート労働者 不問 03030- 2208621
普通自動車免許ＡＴ

1人 1,200円～1,500円

パート労働者 64歳以下 03030- 2209921

(1)10時00分～16時00分
1人 840円～840円

パート労働者 不問 03030- 2149021
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～13時00分
1人 900円～1,000円

パート労働者 59歳以下 ワード・エクセル 03030- 2140721
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)7時00分～12時00分
1人 860円～860円

パート労働者 不問 03030- 2142221
変形（1年単位）
(1)8時30分～14時30分

1人 860円～860円

パート労働者 不問 03030- 2143521

言語聴覚士 (1)9時00分～18時00分
1人 1,300円～1,500円

パート労働者 不問 03030- 2144421

(1)8時00分～17時00分
2人 821円～940円

パート労働者 不問 03030- 2139921
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レジ担当／豊間根店 びはんストア豊間根店に勤務となります。
・レジチェッカー、接客業務を担当
＊雇用期間は１年毎の更新となります。（基準日
３月１６日）　・初年度…翌３月１５日まで。以
降は３月１６日～翌３月１５日

岩手県下閉伊郡山田町中央
町５－６

びはん　株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は9時00分～20時30分

の間の4時間以上
岩手県下閉伊郡山田町

惣菜担当／豊間根店 びはんストア豊間根店において惣菜業務を担当し
ます。
・お弁当や揚げ物などの調理
・商品の品出し業務
・商品の補充

岩手県下閉伊郡山田町中央
町５－６

びはん　株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時00分～12時00分

の間の4時間以上
岩手県下閉伊郡山田町

訪問介護 市内に住む利用者様のご家庭を訪問し、以下の業
務を行っていただきます。訪問件数は１日５～６
件です。
・食事、入浴、排泄の介助
・炊事、掃除、洗濯といった日常生活の手助け等

介護職員初任者研修修了
者、ホームヘルパー２級

のいずれか　以上

岩手県宮古市田鎖３－８ 株式会社　みやこ

雇用期間の定めなし
又は6時00分～19時00分
の間の1時間以上

岩手県宮古市

レジ担当／オール店 びはんストアオール店に勤務となります。
・レジチェッカー、接客業務を担当
＊雇用期間は１年毎の更新となります。（基準日
３月１６日）　・初年度…翌３月１５日まで。以
降は３月１６日～翌３月１５日

岩手県下閉伊郡山田町中央
町５－６

びはん　株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

ホール・調理補助／ＳＹＵ
ＷＡ　ＳＹＵＷＡ

ホールにおいて接客業務及び厨房内において調理
の補助的作業を行っていただきます。
○ホールにおいて接客業務
・お客様のご案内、注文受け、配膳、後片付け、
レジ等

岩手県宮古市八木沢第４地
割９７－７

ビツクベル　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理員／青少年の家 「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飯岡
第２地割１番地５７

ケイエム企画

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

放送業務（パート） 当社において下記の放送業務全般を行っていただ
きます。
・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

岩手県宮古市栄町４番地
三陸鉄道本社１階

宮古エフエム放送
株式会社

雇用期間の定めなし
パソコン基本操作、ワー
ド・エクセルができる方

岩手県宮古市

ホールスタッフ 和海味処いっぷくにおいてホールスタッフを担当
します。
スタッフは３名おります。
・お客様案内、注文
・ドリンク準備、配膳、片付け、店内清掃等

岩手県下閉伊郡山田町船越
第６地割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

レジ部門販売員（７Ｈ）／
日勤

◎レジ部門配属となり、下記の業務に従事してい
ただきます。
・レジ清算（自動金銭機搭載レジ）
・レジ周りの消耗品補充やかご整理
・サービスカウンター業務（商品管理、宅配便受

岩手県下閉伊郡山田町山田
５－４１－１

株式会社　キクコウ
ストア　山田イン
ター店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時00分～21時15分

の間の7時間
岩手県下閉伊郡山田町

サービスカウンター業務 １）店内「不二家」コーナーでの販売
２）レジ、精算
３）商品陳列・整頓
４）接客（お客様からの注文、予約の承りなど）
５）調理場の清掃・片付けなど

岩手県下閉伊郡山田町山田
５－４１－１

株式会社　キクコウ
ストア　山田イン
ター店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は9時00分～18時30分

の間の4時間以上
岩手県下閉伊郡山田町

看護師 障がいのある利用者や児童の食事や入浴、排せつ
等の介助や創作活動の物作りなどの支援を行いま
す。
・主にバイタルチェック、健康管理他必要に応じ
て吸引、胃ろう等　の処置も行います。

岩手県宮古市末広町６番８
号

ＮＰＯ法人　結人

看護師、准看護師、
保健師　のいずれか

雇用期間の定めなし
又は8時30分～18時00分
の間の2時間以上

岩手県宮古市

レジ部門販売員／夜間（１
８：００～２１：１５）

◎レジ部門配属となり、下記の業務に従事してい
ただきます。
・レジ清算（自動金銭機搭載レジ）
・レジ周りの消耗品補充やかご整理
・サービスカウンター業務（商品管理、宅配便受

岩手県下閉伊郡山田町山田
５－４１－１

株式会社　キクコウ
ストア　山田イン
ター店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

事務職 消防用品販売の会社です。事務全般を担当してい
ただきます。
・電話の取次、対応
・書類整理
・見積もり書の提出

岩手県宮古市新町３番２３
号

有限会社　宮古互光

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理補助兼接客 調理補助、店内掃除、接客 岩手県宮古市大通一丁目１
－２０

たらふく食堂

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

水産加工員 びはん水産加工場において、魚の加工・製造業務
に従事していただきます。
○山田の市場で水揚げされた鮮魚を調理し、塩
辛・新巻鮭・いくら　・塩うに等の水産加工品等
の製造

岩手県下閉伊郡山田町中央
町５番地６

株式会社　びはん
コーポレーション

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

水産加工品等の配達 びはん水産工場で製造した商品等をルート配達し
ていただきます。
・５ｋｇ～１０ｋｇ程度の荷物
・マニュアルの２ｔ冷凍冷蔵庫車、マニュアルの
２ｔトラック車を使用

岩手県下閉伊郡山田町中央
町５番地６

株式会社　びはん
コーポレーション

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

水産加工員 主にイカやカレイの加工をしています。下処理に
始まり商品に加工して凍結、その後包装してお客
様に直接お届けする商品もあります。
手仕事の工程が商品の特徴にもなっているので手
仕事とチームワークを大切にしています。経験不

岩手県宮古市上鼻２－１－
３３

株式会社　大濱正商
店

雇用期間の定めなし
又は8時00分～17時00分
の間の6時間以上

岩手県宮古市

言語聴覚士 当院において、医師の指示のもと下記の業務を
行っていただきます
・聴力検査
・リハビリテーション指導等
・患者さんの介助、器具洗浄、ネブライザーの使

岩手県宮古市西町二丁目２
－３

岩間耳鼻咽喉科医院

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市


