
1人 1,106円～1,325円

パート労働者 64歳以下 03030- 3612921

1人 870円～970円

パート労働者 不問 03030- 3613121
交替制あり

1人 905円～1,155円

パート労働者 不問 10020-18108121

(1)8時00分～10時00分
1人 854円～900円

パート労働者 不問 03010-26863521

(1)13時00分～18時00分
2人 854円～854円 (2)18時00分～22時15分

パート労働者 不問 03010-26770121

(1)9時00分～15時00分
1人 900円～1,200円 (2)10時00分～16時00分

(3)12時00分～18時00分

パート労働者 64歳以下 パソコン基本操作 03030- 3599921

(1)8時30分～12時00分
1人 855円～855円

パート労働者 不問 03030- 3604121

(1)13時00分～16時00分
1人 855円～855円

パート労働者 不問 03030- 3605021

調理師 (1)9時00分～12時00分
1人 950円～950円

パート労働者 不問 03030- 3609521

(1)9時00分～13時30分
2人 854円～870円 (2)10時00分～14時30分

パート労働者 不問 03030- 3587521

1人 854円～950円

パート労働者 45歳以下 03030- 3589321

(1)8時00分～15時00分
2人 854円～854円

パート労働者 不問 03030- 3590121

(1)8時30分～15時30分
1人 939円～1,103円 (2)10時15分～17時15分

パート労働者 不問 03030- 3593821

(1)9時00分～15時30分
1人 854円～854円

パート労働者 59歳以下 03030- 3594221

(1)21時00分～8時00分
1人 709円～709円

パート労働者 18歳以上 03030- 3596421

(1)8時30分～17時30分
2人 1,000円～1,100円 (2)8時30分～17時00分

パート労働者 18歳以上 04010-69037121
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

1人 2,000円～2,000円

パート労働者 不問 03010-26653221

(1)17時00分～8時00分
1人 854円～860円

パート労働者 18歳以上 03030- 3572321

1

宿直員 請負先において宿直の業務に従事していただきま
す。
　・施設内の定時巡視
　・電話応対
　・建物及び設備の点検管理等

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）

岩手県宮古市

看護師（宮古市） 当診療所における看護師業務を行っていただきま
す。
宮古市での訪問看護です。
＊主に単独での業務で自宅からの直行直帰になり
ます。

岩手県盛岡市仙北２丁目１
－２０

なないろのとびら診
療所

雇用期間の定めなし
又は9時00分～18時00分
の間の1時間以上

岩手県宮古市

看護師

交通誘導警備業務 東北電力・ユアテック企業グループの一員とし
て、岩手県内各地において電気工事作業に伴う歩
行者や通行車両の交通誘導警備業務を行う仕事で
す。
※現場は岩手県内の複数箇所です。

宮城県仙台市宮城野区五輪
１丁目１７－４７

株式会社　トークス

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市　他

宿直業務 下記の業務に従事していただきます。
・館内巡回（施錠、火元、消灯、戸締り）
・来客対応、救急対応（初期対応）

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎１８
－２５－３

一般財団法人休暇村
協会　休暇村陸中宮
古

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

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

事務補助員（会計年度任用
職員）

パソコン（エクセル、ワード等）を使用した事務
的業務の補助。
各種ワクチンの受付事務　等。

岩手県下閉伊郡山田町飯岡
第１地割２１番地１

岩手県立　山田病院

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 又は8時30分～17時15分

の間の6時間
岩手県下閉伊郡山田町

エクセル・ワードの基
本操作ができること。

水産加工員／８時～ 当工場において下記の業務を行っていただきま
す。
・イカ加工
・切身加工
・干物加工

岩手県下閉伊郡山田町船越
第６地割５２番地２６

有限会社　金澤水産

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

接客販売員 当社において下記の業務に従事して頂きます。
・店舗内での接客・販売・品出しが主な作業にな
ります。
・レジ業務
・お客様対応

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第２地割４３番地６
ホームワンサトー

有限会社　サトー
（ホームワン　サ
トー）

雇用期間の定めなし
又は7時30分～18時30分
の間の4時間程度

岩手県下閉伊郡山田町
エクセル・ワードで入
力作業ができれば尚可

販売員 紳士服、婦人服、子供服、肌着、寝具等を総合的
に接客販売していただきます。
・その他、レジ作業
・商品の陳列、商品の整理、各売場の在庫管理
・店内の清掃等の業務

岩手県宮古市末広町２－８ 有限会社　高幸洋品
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理員 当園において下記の業務に従事していただきま
す。
・０～５歳児並びに教職員約１６０食分の昼食と
おやつの制作となります。０歳児は離乳食から
行っており、またアレルギーに対応した食事の提

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

クリンクルー（松山） 請負先の事務所内の清掃全般（男女トイレ・玄
関・フロアーの掃除、ごみの回収など）を行って
いただきます。
＊初めは指導を受けながら業務を覚えて頂きます
ので、初めての方でも安心してご応募ください。

岩手県宮古市長町１丁目９
－１７

リアス環境管理　株
式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

クリンクルー／日立浜町 請負先の事務所内の清掃全般（男女トイレ・玄
関・フロアーの掃除、ごみの回収など）を行って
いただきます。
・原則は直行直帰となります。
・お一人での作業となります

岩手県宮古市長町１丁目９
－１７

リアス環境管理　株
式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

予約管理スタッフ 浄土ヶ浜パークホテル内事務所において、予約管
理の業務をしていただきます。
・予約システムの入力
・電話応対
・予約に関する事務処理、書類整理等

岩手県宮古市日立浜町３２
－４

株式会社　みちのり
ホテルズ　浄土ヶ浜
パークホテル

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ドラッグストアでの販売
（岩手山田店）

・商品管理（発注、陳列、補充、整理）
・レジ業務
・店内外の清掃
・ＰＯＰ（値札）貼り　等
＊当社は東北６県に店舗を展開する一部上場企業

岩手県盛岡市盛岡駅西通２
丁目９番１号　
マリオス６Ｆ

株式会社　薬王堂

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

パソコン操作、電話応
対ができること

清掃業務（宮古労働基準監
督署）

請負先である宮古労働基準監督署において建物内
の清掃を行って
いただきます。
・床の掃き拭き
・手の届く範囲のガラス清掃

岩手県盛岡市南大通２丁目
８－１

株式会社　寿広

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

パート／店舗スタッフ／
テックランド宮古店／３０
１６

主に次のような店舗内業務をお願いします。
　＊販売業務（小物家電製品、理美容用品、調理
家電など）
　＊店内の各売り場でのレジ会計
　＊商品補充、商品整理

群馬県高崎市栄町１－１ 株式会社　ヤマダデ
ンキ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は10時00分～20時00分

の間の7時間程度
岩手県宮古市

調理補助 ゴルフ場の調理場において、食材の仕込み、調理
（ゆでる、炒める等）盛付等を行います。メ
ニューは定食、麺類、おつまみなどになっており
ます。他に５名のスタッフがおります。
※土日祝勤務の求人です。

岩手県宮古市崎山第４地割
８６－３

株式会社　宮古カン
トリークラブ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 又は8時00分～15時00分

の間の5時間以上
岩手県宮古市

事業所名
求人番号

訪問介護員 訪問介護業務に従事していただきます。
・宮古市内利用者宅を訪問し契約事項に沿って、
介護サービスの提　供を行います。
・身体介助、食事・排泄・入浴介助、買い物、洗
濯、掃除など

岩手県宮古市山口２丁目３
－１３

株式会社　ファミリ
ング

雇用期間の定めなし
又は8時00分～18時00分
の間の4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、介護福祉士　の

いずれか

（11月18日時点の内容です）

１１月１４日　から　１１月１８日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は１２月１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１１月２４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 900円～900円

パート労働者 不問 03030- 3574921
交替制あり
(1)17時00分～20時00分

1人 1,005円～1,005円

パート労働者 不問 03030- 3579221
交替制あり

1人 855円～855円

パート労働者 不問 03030- 3580621

(1)5時00分～11時00分
1人 1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 3582121

(1)13時00分～16時00分
1人 854円～854円 (2)8時30分～16時00分

パート労働者 不問 03030- 3564321

(1)9時30分～14時30分
1人 854円～854円

パート労働者 不問 03030- 3565621
普通自動車免許一種

(1)8時30分～14時00分
1人 854円～854円

パート労働者 不問 03030- 3566921

(1)14時00分～18時30分
1人 950円～950円

パート労働者 不問 03030- 3567121
交替制あり
(1)8時00分～17時00分

3人 854円～900円 (2)8時00分～15時00分
(3)10時00分～16時00分

パート労働者 不問 03030- 3571421

(1)8時15分～17時15分
1人 900円～900円

パート労働者 不問 データ入力程度 03020- 2191921

エクセル・ワードで入力作業ができれば尚可

2

販売員 新宮古魚菜市場店の店舗において販売を担当して
いただきます。
○魚・貝・海藻等魚介類の販売
○商品発送対応　　　　　
○パック詰め・陳列　　　

岩手県宮古市五月町１－１ 有限会社　岩船商店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 又は8時00分～16時00分

の間の5時間程度
岩手県宮古市

販売員／１７時～ 紳士服、レディース、カジュアル販売接客
・レジカウンター業務
・商品仕入れ商品整理
・店内清掃等
スーツをあまり着たことがなくても、安心して働

岩手県宮古市宮町４丁目１
番１７号

株式会社　コナカ
宮古店（紳士服コナ
カ宮古店）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

販売員 紳士服、レディース、カジュアル販売接客
・レジカウンター業務
・商品仕入れ商品整理
・店内清掃等
スーツをあまり着たことがなくても、安心して働

岩手県宮古市宮町４丁目１
番１７号

株式会社　コナカ
宮古店（紳士服コナ
カ宮古店）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は9時45分～20時00分

の間の4時間以上
岩手県宮古市

朝食レストランキッチン・
ホールスタッフ

朝食（バイキング形式）レストランの担当です。
・調理、盛り付け
・ホール接客
・食材の発注、検品等の食材管理や衛生管理
４～５名体制を予定しております。

岩手県宮古市藤の川１５番
地３８号

ルートインジャパン
株式会社　　ホテル
ルートイン宮古

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

販売員 当社の販売店において和洋菓子の販売業務に従事
します。
お客様の接客、レジ、箱詰めや包装、清掃などを
行います。
＊菓子販売経験ある方大歓迎です。

岩手県宮古市新町１－２８ 有限会社　藤田屋

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

工場製造 社内工場にて和・洋菓子の製造補助を行います。
生地の仕込み、成形、焼成、包装等の工程、生地
をこねる工程と製品包装は機械を使用します。ま
た、配達業務を行う方は他にいますが、場合に
よって市内の配達や配達車に同乗し配達業務を手

岩手県宮古市新町１－２８ 有限会社　藤田屋

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

配達業務員 当社の和洋菓子の配達業務に従事します。
市内の取引先や店舗への商品配達、繁忙時などに
は箱詰めや包装の補助、清掃などを行います。
＊使用する車両は軽のワンボックス（マニュアル
車）となります。

岩手県宮古市新町１－２８ 有限会社　藤田屋

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

指導員／花輪学童の家 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　学童の家

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は7時30分～18時30分

の間の8時間程度
岩手県宮古市

販売員及び調理補助 下記の業務のうちから適性をみて従事していただ
きます
１　売店における販売業務
２　道の駅における調理補助

岩手県下閉伊郡田野畑村菅
窪１５１番地６

一般社団法人　思惟
の風

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡田野畑村

受付業務／宮古衛生広域施
設管理センター

宮古衛生広域施設管理センター内計量棟にて、入
口ゲートで搬入物（資源ゴミや粗大ゴミ）の受付
業務を行います。
　・車両で運搬されたゴミの内容聴取
　・重量の確認（車両ごと計量台で測定）

岩手県釜石市定内町４丁目
１番４７号

株式会社　テツゲン
東北支店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市


