
変形（1年単位）
(1)8時30分～16時30分

5人 900円～1,200円

パート労働者 不問 03030- 2857621

(1)9時30分～16時00分
2人 1,156円～1,471円

パート労働者 不問 03030- 2864321
交替制あり
(1)16時00分～9時00分

3人 1,000円～1,000円 (2)22時00分～7時00分

パート労働者 不問 03030- 2865621
普通自動車免許ＡＴ

3人 1,200円～1,700円

パート労働者 不問 03030- 2866921

(1)9時00分～15時30分
2人 821円～821円

パート労働者 59歳以下 03030- 2869721

(1)5時00分～9時00分
1人 825円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 2873621

(1)8時30分～17時00分
1人 920円～920円

パート労働者 不問 03030- 2874921

(1)9時30分～11時30分
2人 1,000円～1,000円 (2)15時00分～17時30分

パート労働者 40歳以下 03030- 2877721
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- 2884721
変形（1年単位）
(1)8時00分～15時00分

1人 880円～880円

パート労働者 不問 03030- 2885821
変形（1年単位）
(1)8時00分～12時10分

1人 880円～980円

パート労働者 不問 03030- 2886221
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時00分～17時00分
1人 821円～900円 (2)8時00分～15時00分

パート労働者 64歳以下 03030- 2893821
交替制あり
(1)9時30分～14時15分

2人 850円～900円 (2)16時30分～20時30分

パート労働者 不問 03030- 2895521
変形（1年単位）

1人 855円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 2766521
変形（1年単位）

1人 855円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 2767421
普通自動車免許ＡＴ

3人 1,250円～1,700円

パート労働者 64歳以下 03030- 2776321

1人 850円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 2783421

(1)9時00分～13時00分
1人 850円～850円 (2)9時00分～18時00分

パート労働者 59歳以下 03030- 2784321

1

受付事務 さかもと眼科クリニック内において、
・来院患者様の受付
・診療室への誘導、介助
・電話対応
・レジを使用しての会計精算をお願いする場合も

岩手県宮古市向町４番４１
号

さかもと眼科クリ
ニック

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

歯科助手 歯科診療の補助業務全般となります。
・歯科医師や衛生士の診療や処置のアシスタン
ト、治療器具の準備・後片付け、洗浄、消毒、清
掃など
・電話対応、窓口業務（アポイント、来客対応、

岩手県宮古市津軽石第５地
割８８番地１

昆デンタルクリニッ
ク

雇用期間の定めなし
又は9時00分～19時00分
の間の3時間以上

岩手県宮古市

訪問介護 市内に住む利用者様のご家庭を訪問して介護サー
ビスを提供していただきます。
・食事、入浴、排せつの介助
・炊事、掃除、洗濯といった日常生活の手助け等
・訪問記録を日誌に記入（会社に１週間に１回提

岩手県宮古市新町２－６ 介護サービス　株式
会社

雇用期間の定めなし
又は8時00分～17時30分
の間の4時間程度

岩手県宮古市

資材（材料準備補助業務） 工場屋内にて電子部品受入（軽量物）、仕訳、製
造工程前の予備加工をおこないます。従業員指導
のもと、作業を習得し業務範囲をひろげていただ
きます。

岩手県宮古市大字津軽石１
９－１８

株式会社　宮古マラ
ンツ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時00分～17時00分

の間の5時間程度
岩手県宮古市

製品組立 工場屋内にて電子部品組立、基板加工、業務、民
生、オーディオ機器組立をおこないます。未経験
でも指導のもと技術習得可能です。

岩手県宮古市大字津軽石１
９－１８

株式会社　宮古マラ
ンツ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時00分～17時00分

の間の5時間程度
岩手県宮古市

板前兼厨房 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

配車係 当社において、下記の業務に従事して頂きます。
・タクシーの配車、電話対応
・運行記録の管理、書類の作成および保存
・乗務員の勤怠、労務、健康の管理
＊土日祝勤務できる方を希望

岩手県下閉伊郡山田町川向
町７番４号

有限会社　山崎タク
シー

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町
パソコン操作（入力程

度）出来る方

水産販売員（短時間） 山田インター店水産部門に配属となります。
・商品のパッケージ・値付け等の業務
・商品の陳列や補充等
・その他指示された業務など
＊６０歳以上の方応募歓迎です。ご相談くださ

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

惣菜販売員（６Ｈ） 山田インター店惣菜部門に配属となります。
・商品のパッケージ・値付け等の業務
・商品の陳列や補充等
・その他指示された業務など
＊６０歳以上の方応募歓迎です。ご相談くださ

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

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

医療器具消毒員 当歯科クリニックにおいて、下記の業務に従事し
ていただきます。
・器具の準備、消毒、片付け
・院内の簡単な清掃等

岩手県宮古市西町一丁目７
－３８

林　歯科クリニック

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

コネクタ製品検査・試験 携帯電話やスマートフォン等、モバイル機器、パ
ソコン、自動車用電子機器などに幅広く使用され
ているコネクターの製造をしています。
・コネクタ製品の検査、試験業務
・顕微鏡や測定機を使用して製品の測定、データ

岩手県宮古市赤前第２地割
２１番地２

東北ヒロセ電機　株
式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

厨房補助 当ホテルにおいて以下の業務に従事していただき
ます。
・朝食の調理補助、簡単な調理、盛付、配膳、片
付け、食器洗浄
＊食器洗浄は機械洗浄となりますが、洗浄機に入

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
月以上）

岩手県宮古市

パソコン（ワード・エ
クセル）の基本操作が

出来る方

加工業務 社内での製品加工業務
・電線をコネクターに挿入する作業
・電線の指定された箇所にテープを巻く作業
・電線切断作業など
＊専用の器具を使った作業も一部ありますが、大

岩手県宮古市田鎖９－２５ 有限会社　ユーエム
アイ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ホームヘルパー（地域ヘル
パー）

市内に住む利用者様のご家庭を訪問し、家事及び
身体介護のサービスを提供します。
・食事、入浴、排せつの介助
・炊事、掃除、洗濯といった日常生活の手助け等
（自家用車を使用して頂きます※任意保険加入必

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1時間以上
岩手県宮古市

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

介護職／特別養護老人ホー
ム／夜勤専従

特別養護老人ホーム利用者への介護サービス提供
・朝夕の食事介助
・離床、臥床介助
・トイレ誘導、定時のオムツ交換、体交、巡視
・洗濯物の配布、コール対応など

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

看護職／デイサービス
（パート）

・デイサービス利用者のバイタルチェック
・簡単な機能訓練
・看護業務
・健康相談等の補助
・添乗業務（送迎車の運転業務はありません）

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9時00分～16時00分

の間の4時間程度
岩手県宮古市

看護師、准看護師
のいずれか

介護職員初任者研修修
了者

事業所名
求人番号

基板実装組立係 ・部品挿入、ハンダ付け、基板分割作業
・検査機等を使用しての完成品検査
＊電子機器などに使用される基板実装組立工程で
の作業となります。
＊作業手順は丁寧に教えますので、未経験の方で

岩手県宮古市松山第６地割
４６

株式会社　ウェーブ
クレスト　宮古工場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

（9月2日時点の内容です）

８月３０日　から　　９月２日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は９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

◎ 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９月８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



2人 821円～821円

パート労働者 不問 03030- 2788021

2人 1,000円～1,000円

パート労働者 67歳以下 03030- 2789721

1人 900円～900円

パート労働者 不問 03030- 2799221

(1)20時00分～0時00分
2人 1,000円～1,500円

パート労働者 20歳以上 03030- 2800721

歯科衛生士
1人 900円～1,200円

実務経験３年以上

パート労働者 不問 03030- 2801821

(1)10時00分～14時00分
2人 850円～900円 (2)17時00分～21時00分

パート労働者 不問 03030- 2804421
交替制あり
(1)8時00分～16時00分

1人 950円～950円 (2)12時30分～20時30分

パート労働者 不問 03030- 2805321

2人 850円～930円

パート労働者 不問 03030- 2807921

3人 950円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 2808121

3人 950円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 2810221

(1)8時00分～12時00分
1人 1,636円～1,909円

パート労働者 59歳以下 03030- 2816121

(1)10時00分～14時00分
2人 850円～930円 (2)17時00分～21時00分

パート労働者 不問 03030- 2817021

(1)10時00分～16時00分
1人 840円～840円

パート労働者 不問 03030- 2823921

(1)9時00分～15時00分
2人 847円～847円

パート労働者 不問 03030- 2826721
交替制あり

美容師
2人 1,200円～1,500円

美容業務経験

パート労働者 59歳以下 03030- 2829521

(1)8時00分～17時00分
3人 940円～1,125円

パート労働者 18歳以上 03030- 2832921

(1)16時30分～20時30分
1人 840円～840円

パート労働者 不問 03030- 2835721

1人 912円～912円

パート労働者 不問 03030- 2836821

1人 821円～821円

パート労働者 64歳以下 03030- 2760921

1人 862円～925円

パート労働者 不問 03030- 2761121

2

販売員／魚菜市場店 魚菜市場店において、下記の業務に従事していた
だきます。
・鮮魚、水産食品の販売、商品のパック詰め
・接客応対、会計、伝票の記入、清掃
・その他店内の業務全般

岩手県宮古市藤原１丁目３
番４号

有限会社　三上商店

雇用期間の定めなし
又は6時00分～17時00分
の間の5時間程度

岩手県宮古市

水産加工員 水産加工業務に従事します。
・サンマ、サケ、タラ、その他一般鮮魚の加工製
造。
・一般鮮魚の箱詰め。
・立ち仕事での作業と重い物を持つ作業もありま

岩手県宮古市藤原二丁目５
番１１

株式会社　佐々幸

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時00分～17時00分

の間の5時間程度
岩手県宮古市

カウンタースタッフ カウンター内で下記の接客業務に従事していただ
きます。
・ドリンクやおつまみ等の提供
・食器類の洗浄、後片付け等
・店内外の掃除業務

岩手県下閉伊郡山田町川向
町５－２３

スナック　Ｌｉｂｅ
ｒｔｙ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

歯科助手 当院において歯科助手業務に従事します。
・歯科医師の診療補助
・治療器具のセッティング
・使用済み器具の洗浄
・その他関連する業務を行っていただきます。

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第２地割１０５－１

留理歯科医院

雇用期間の定めなし
又は8時30分～18時00分
の間の4時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

キッチンスタッフ（大戸屋
宮古店）

・調理
・食器や器具の洗浄
・仕込み
・厨房内の清掃
・その他付随する業務

岩手県宮古市鴨崎町１－５
８

アンドーコーポレー
ション　有限会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

歯科衛生士 当院において歯科衛生士業務に従事します。
・主に歯科医師の治療の補助、歯周病検査ブラッ
シングなど口腔衛生指導
・その他関連する業務を行っていただきます。
　　　　―　就業時間：相談に応じます　―

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第２地割１０５－１

留理歯科医院

雇用期間の定めなし
又は8時30分～18時00分
の間の4時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

ホールスタッフ（トマト＆
オニオン）

・お客様のご案内
・注文伺い
・料理提供とサービス
・後片付け
・店舗内外の清掃

岩手県宮古市鴨崎町１－５
８

アンドーコーポレー
ション　有限会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は17時00分～23時00分

の間の3時間以上
岩手県宮古市

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

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字三本松５４－１０

ヤマト運輸株式会社
岩手岩泉営業所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

ホールスタッフ・牛角／１
７時～

おしゃれで家庭的な雰囲気の焼肉店「牛角宮古
店」でのお仕事です
・お客様をお席にご案内
・ご注文をお伺い（ハンディ操作）
・ドリンク作り、料理配膳

岩手県宮古市鴨崎町１－５
８

アンドーコーポレー
ション　有限会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は17時00分～23時00分

の間の3時間以上
岩手県宮古市

キッチンスタッフ・牛角／
１７時～

おしゃれで家庭的な雰囲気の焼肉店「牛角宮古
店」でのお仕事です
・お肉の盛り付け
・仕込み等簡単な調理
・後片付け　など

岩手県宮古市鴨崎町１－５
８

アンドーコーポレー
ション　有限会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は17時00分～23時00分

の間の3時間以上
岩手県宮古市

キッチンスタッフ（トマト
＆オニオン）

・調理
・食器洗浄
・仕込み
・厨房内清掃等
・その他付随する業務

岩手県宮古市鴨崎町１－５
８

アンドーコーポレー
ション　有限会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は10時00分～22時30分

の間の3時間以上
岩手県宮古市

工場の清掃員 ホクヨープライウット宮古工場内の清掃業務を
行っていただきます
・工場の休日に合わせて、ドライヤー、乾燥機等
における木くずの　除去、清掃となります。
・月４日～５日程度で半日勤務となります

岩手県宮古市磯鶏２丁目４
－２３

株式会社　カクヒロ
陸運

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

電子部品組立又は検査作業 ○電子部品組立作業
・指サックを使用し手作業
○検査作業
・部品を拡大鏡や実体顕微鏡を使用し、検査
○電子部品製造に付随する作業

岩手県宮古市板屋３－１１
－１５

株式会社　エム・ア
イ・エス東北工場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

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

交通誘導警備員 道路工事現場や建設工事現場で歩行者や一般車
両、工事車両の安全を確保するための交通誘導を
行います。
・現場は主に宮古、下閉伊地域となります。
・他にもイベント会場での駐車場、一般来場者等

岩手県宮古市神田沢町１番
２３号

株式会社　セーフ
ティーガード

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

美容師 美容業務全般を行っていただきます。
カット、カラー、パーマ、メイクアップ等
その他、電話応対、店舗清掃、器具、用具の洗浄
など
付帯業務もあります。

岩手県宮古市大通２丁目２
－４

ドゥ・ヒートライズ
クリエイティブ　株
式会社

雇用期間の定めなし
又は9時00分～18時00分
の間の4時間以上

岩手県宮古市

惣菜担当／オール店 びはんストアオール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～15時00分

の間の4時間以上
岩手県下閉伊郡山田町

ナイトリーダー／豊間根店 びはんストア豊間根店に勤務となります。
・商品の値引き処理、商品の品出し、前出し
・閉店作業
・店舗施錠等
＊雇用期間は１年毎の更新となります。（基準日

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

調理員（いわいずみこども
園）

いわいずみこども園にて、給食・おやつ等の調理
をしていただきます。

園児数は、いわいずみこども園がおよそ１２０名
です。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字惣畑５９番５

岩泉町役場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は7時30分～17時15分

の間の8時間程度
岩手県下閉伊郡岩泉町

エステティシャン 脱毛、痩身、フェイシャルケア、エステ等の業務
に従事していただきます。
○予約受付や電話対応、会計、店舗内掃除等
○お客様が施術中の託児も行っていただきます
○土・日・祝日勤務できる方尚可

岩手県宮古市大通２丁目２
－４

ドゥ・ヒートライズ
クリエイティブ　株
式会社

雇用期間の定めなし 簡単なＰＣ入力（エク
セル・ワードができれ

ば尚可）
又は9時00分～18時00分
の間の4時間以上

岩手県宮古市



(1)14時00分～19時30分
1人 850円～1,000円

パート労働者 不問 03010-19855221
交替制あり

2人 912円～1,093円

パート労働者 不問 03010-20017621
交替制あり

2人 988円～1,616円

パート労働者 不問 03010-20021221
交替制あり

2人 988円～1,616円

パート労働者 不問 03010-20024321
交替制あり

2人 912円～1,093円

パート労働者 不問 03010-20030521

3

調理員（宮古市）３５０ 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：８０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

アルバイト准看護師・看護
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
※研修等で、矢巾キャンパスなどへお越しいただ
く場合があります。その際の旅費は、本学規定に
基づきお支払いいたします。

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）

看護師、准看護師
のいずれか

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

登録型ＧＭＲＣ（アルバイ
ト／宮古地区）

健康調査の同意取得、健康業務（問診、身体測
定、血圧測定、採血、採尿、心電図検査、頚部エ
コー検査等の生理機能検査）等

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）

看護師、准看護師
のいずれか

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

アルバイト事務員（宮古地
区）

健康調査に係る事務業務（健康調査会場の設営・
撤去、健康調査の受付・誘導、物品の管理、一
部・健診業務、その他事務業務）
※研修等で、矢巾キャンパスなどへお越しいただ
く場合があります。その際の旅費は、本学規定に

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


