
(1)10時00分～17時00分
2人 916円～916円

パート労働者 不問 03010-22165721

(1)15時00分～9時00分
1人 1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 3053421
普通自動車免許ＡＴ

(1)12時00分～16時00分
1人 918円～918円

パート労働者 不問 03030- 3054321

(1)8時30分～16時30分
1人 878円～878円

パート労働者 不問 03030- 3055621
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)5時00分～12時00分
1人 900円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 3056921
交替制あり
(1)6時00分～10時00分

4人 854円～854円 (2)10時00分～14時00分
(3)16時30分～21時00分

パート労働者 64歳以下 03030- 3060521
交替制あり

看護師 (1)8時30分～16時30分
3人 1,500円～1,500円 (2)8時30分～12時30分

(3)9時15分～16時30分

パート労働者 不問 02020-13121121
普通自動車免許ＡＴ

1人 1,000円～1,200円

パート労働者 不問 03030- 3044521

(1)9時00分～14時00分
3人 854円～854円 (2)11時00分～15時00分

パート労働者 64歳以下 03030- 3047621
変形（1年単位）

1人 821円～860円

パート労働者 不問 03030- 3049121

1人 1,100円～1,100円

パート労働者 64歳以下 03030- 3042821
交替制あり
(1)10時00分～16時00分

2人 890円～890円 (2)15時00分～21時00分

パート労働者 不問 03010-22049921
普通自動車免許一種

(1)10時00分～16時00分
1人 1,000円～1,000円

パート労働者 59歳以下 03010-22071321

(1)5時30分～14時30分
2人 854円～854円 (2)9時30分～18時30分

パート労働者 不問 13080-75401921
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～16時00分
1人 900円～900円

パート労働者 18歳以上 03010-22025121

(1)9時00分～16時00分
1人 854円～854円

パート労働者 不問 03030- 3031121
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（9月30日時点の内容です）

９月２７日　から　　９月３０日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は１０月１３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

支援員／障がい者施設／夜
勤専従

障がい者支援施設利用者への生活支援サービス提
供
・朝夕の食事介助
・離床、臥床介助
・入浴介助

岩手県宮古市崎山第５地割
９４

社会福祉法人　若竹
会　わかたけ学園

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

アンケート調査員（びはん
ストアオール店・１０／２
３）

びはんストアオール店の入口付近で、図書館の利
用に関するアンケートの配布及びアンケートの回
収と集計作業を行っていただきます

＊１０月２３日（日）１日のみの勤務になりま

岩手県盛岡市盛岡駅西通１
丁目７－１　
アイーナいわて県民情報交
流センター内

株式会社　図書館流
通センター

日雇（日々雇用または１ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

一般事務補助／税務課（会
計年度任用職員）

税務課での勤務となります。担当職員指示のも
と、下記の業務を行っていただきます。
・各種資料整備、課税基本簿の整理
・データ入力作業、会計伝票整理
・住民税申告関係事務及び電話・来客対応等

岩手県下閉伊郡山田町八幡
町３－２０

山田町役場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

夕食弁当宅配スタッフ 宮古センターにおける夕食弁当宅配スタッフを募
集いたします。
・生協組合員さんのお宅に夕食用のお弁当をお届
けします。（軽ワゴン車使用）
・配達エリアは宮古市内が中心です。約３０件～

岩手県宮古市田鎖第８地割
１２－１

いわて生活協同組合
宅配事業部　宮古セ
ンター

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

ワード・エクセルの操
作ができること

調理補助／５時～ 龍泉洞温泉ホテルの厨房において、調理師の指示
のもと、下記業務に従事していただきます
・料理の下ごしらえ、盛付、後片付け、給仕等
※町内の店舗へ食材の仕入れに行っていただくこ
ともあります（社用車使用）

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字府金４８

株式会社　岩泉総合
観光

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

看護師（八戸西健診プラ
ザ）巡回健診現地スタッフ
【岩手県】

巡回健診での現地スタッフとして、健康診断の際
の採血、血圧測定を行っていただきます。



青森県八戸市長苗代字中坪
７７番地

公益財団法人　シル
バーリハビリテー
ション協会　
メディカルコート
八戸西病院

日雇（日々雇用または１ヶ
月未満）

岩手県宮古市　ほか

サービススタッフ サービススタッフとして下記業務を行っていただ
きます。
・宿泊、会食、法事等利用客の案内
・接客や料理の配膳片付
・会場準備

岩手県宮古市築地１丁目１
－３８

浄土ヶ浜海舟　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

清掃、客室係 旅館内及び各部屋の清掃を行っていただきます。
・客室は８部屋でユニットバスもあり
・時間帯によっては、下膳や旅館アメニティの
セッティング、布団上げ、布団敷き業務
・制服は貸与

岩手県宮古市築地１丁目１
－３８

浄土ヶ浜海舟　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般事務／産休代替 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、整理及び来客・電話対
応等をしていただきます。
＊産休代替求人です。
＊雇用期間は令和５年１１月２０日頃までですが

岩手県宮古市南町１５－１
５

株式会社　村山電機
商会

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時間以上
岩手県宮古市

パソコン操作（ワー
ド、エクセル等）が出

来る方

菓子製造の補助業務 しあわせ牧場の牛乳やヤギミルクを使用した、菓
子類の製造・包装などの軽作業です。
宮古駅前の「パティスリー　レ・ド・シェーブ
ル」「ＰＯＳＴ　ＢＡＫＥＲＹ」のほか、県内外
の様々なお店で販売されている、焼き菓子製造の

岩手県宮古市崎山第３地割
１１２－７０

グロースパートナー
ズ　株式会社

雇用期間の定めなし
又は12時00分～20時00分
の間の6時間程度

岩手県宮古市

清掃員 宮古市内の請負先事業所の清掃業務全般に従事し
ます。
・フロア、トイレ、流し台、廊下、階段等の清掃
１日１．５時間から４時間の勤務時間です。
（シフト表により勤務時間に変動があります。）

岩手県宮古市実田一丁目６
番６号

有限会社　メンテナ
ンス宮古

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時00分～17時30分

の間の4時間程度
岩手県宮古市

自動車の洗車及び回送（宮
古バイパス店）

店舗サービス課において以下の業務を担当してい
ただきます。
・点検整備車両や社用車の洗車や車内清掃
・車両回送（主に会社の社用車を運転します）
・その他、店舗敷地内の清掃や美化等指示された

岩手県盛岡市上堂３丁目７
－１０

岩手スバル自動車
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

馬券発売機オペレーター
（テレトラック宮古）

テレトラック宮古において以下の業務を行ってい
ただきます。
・馬券発売機・払戻機の操作（現金セット・回
収）
・お客様対応

岩手県盛岡市新庄字上八木
田１０番

一般財団法人　岩手
県競馬振興公社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

ユニオン宮古／一般事務 ☆仕事内容
経理補助（会計ソフトによる仕分け入力・伝票処
理）
一般事務、電話対応、来客対応、買い出しなどの
外出用務（社用車使用　ＡＴ車）

岩手県盛岡市東見前５地割
５７－１－２階

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

調理補助／【松山荘】 ◎高齢者施設での食事提供業務
　仕込み、調理、盛付、配膳、洗浄などの業務で
す。
＊慣れない仕事も多いかもしれませんが、解らな
いことはスタッフが丁寧に指導します。

東京都新宿区西新宿３－２
０－２　東京オペラシティ
タワー１７階

株式会社　グリ－ン
ヘルスケアサ－ビス

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、
メール（文書作成、入

力作業程度）
製品検査 当社は電化製品などに使用される「コネクタ」と

いう電子部品を製造している会社です。製品検査
では、出来上がった５ｍｍ～２０ｍｍ程の細かい
製品が、正しい寸法で作られている事を確認する
為に、測定顕微鏡を使い測定します。また、不具

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第２地割３１－１

株式会社　エフビー

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6時間以上
岩手県下閉伊郡山田町

◎ 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１０月６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
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