
(1)16時00分～20時00分
3人 870円～870円 (2)17時00分～21時00分

パート労働者 64歳以下 03030- 3728021
変形（1年単位）

1人 960円～960円

パート労働者 不問 03030- 3732321
変形（1年単位）

1人 980円～980円

パート労働者 不問 03030- 3733621
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- 3743021
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1)6時00分～8時00分
1人 923円～923円 (2)16時30分～19時30分

パート労働者 不問 03030- 3747521

(1)8時30分～16時30分
2人 877円～877円

パート労働者 不問 03030- 3673821

(1)9時00分～15時00分
1人 855円～855円

パート労働者 59歳以下 03030- 3679921

(1)9時00分～15時00分
2人 854円～854円

パート労働者 不問 03030- 3681821

(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- 3684421

(1)8時00分～17時30分
1人 854円～854円

パート労働者 不問 03030- 3700921

(1)17時00分～22時00分
1人 954円～954円

パート労働者 不問 03030- 3702021

(1)13時00分～17時00分
1人 854円～854円

パート労働者 不問 03030- 3703721

1人 900円～900円

パート労働者 不問 03030- 3706521

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- 3707421
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- 3716321

(1)5時30分～14時30分
1人 854円～1,000円 (2)9時30分～18時30分

パート労働者 不問 13080-96572821
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時30分～12時00分
1人 1,500円～2,100円

美容師歴８年以上

パート労働者 64歳以下 15110- 8493521
変形（1ヶ月単位）
(1)9時45分～13時15分

1人 1,070円～1,240円 (2)9時45分～19時15分
(3)13時00分～19時15分

パート労働者 59歳以下 03030- 3665821

1

店内スタッフ 商品入荷（検品）、陳列、売場管理からお客様へ
の接客、レジでの販売を行っていただきます。
「主な業務」
　・商品の検品作業
　・商品の陳列

岩手県宮古市根市第２地割
３５－３

ファッションセン
ターしまむら　宮古
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

美容師＜岩手県＞ 老人介護施設へご高齢者を対象とした美容サービ
ス（ヘアカットや毛染め、パーマなど）の提供を
行います。
　※施設への連絡、アポイント調整などは本社で
行います。

新潟県燕市野中才１３３９
番地２

株式会社　ブルーラ
イン２１

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

美容師

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

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

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。


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

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

レジ・品出し／１３：００ 医薬品、化粧品、雑貨等を取り扱う店舗にて販売
に係る業務を行っていただきます。
・レジ業務
・接客対応
・品出し

岩手県宮古市上鼻２丁目８
－７５

株式会社　ツルハ
宮古千徳店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

レジ・品出し／１７：００
～

医薬品、化粧品、雑貨等を取り扱う店舗にて販売
に係る業務を行っていただきます。
・レジ業務
・接客対応
・品出し

岩手県宮古市上鼻２丁目８
－７５

株式会社　ツルハ
宮古千徳店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

菌床椎茸の栽培等／アルバ
イト

菌床椎茸の栽培、集出荷にかかる作業に従事して
いただきます。
・収穫、箱詰め、パック詰め、箱作り
・菌床の製造、培養にかかる作業
※経験のない方には丁寧に指導いたしますので、

岩手県下閉伊郡岩泉町浅内
字下栗畑６８－１１

株式会社　岩泉きの
こ産業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

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

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

保育士・保育アシスタント 美容室ラポールヘア宮古店において、保育士また
はベビーシッター業務に従事していただきます。
・美容室店内に併設された無料託児スペースで、
お客様・従業員の　お子様をお預かりする仕事で
す。

岩手県宮古市板屋１丁目２
－１５

有限会社　トラスト
ラポールヘア宮古店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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。

・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
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町
ワード・エクセルの操

作ができること

グループホーム世話人（非
常勤）２

比較的軽い、知的・精神障がいのある利用者が暮
らす一軒家のグループホームで、家事を中心とし
た自立支援業務を行っていただきます。１ヶ所の
グループホームに利用者４～５名が日中は作業所
などに通いながら共同で生活している福祉施設で

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第４
地割１－１１

社会福祉法人若竹会
自立支援センターウ
イリー

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

看護師 訪問看護を行います。利用者様宅へ訪問し在宅療
養の支援をしていただきます。
・採用後しばらくは２人１組での訪問
・訪問時は社用車（ＡＴ軽自動車）を使用
・訪問のない時間帯には、場合によりデイサービ

岩手県宮古市山口５丁目８
番２号

株式会社　かがやき
ライフ

雇用期間の定めなし
又は8時30分～17時30分
の間の5時間程度

岩手県宮古市

看護師、准看護師
のいずれか

総菜販売員（土・日・祝
日）

◎総菜部門配属となり、下記の業務に従事してい
ただきます。
・商品のパッケージ・値付け等の業務
・商品の陳列、補充等
・その他指示された業務など

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
月未満） 又は8時00分～17時00分

の間の4時間以上
岩手県下閉伊郡山田町

農産販売員（土・日・祝
日）

◎農産部門配属となり、下記の業務に従事してい
ただきます。
・野菜、果物の袋詰、パッケージ、値付け等
・商品の陳列や補充等
・その他指示された業務など

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
月未満） 又は8時00分～17時00分

の間の4時間以上
岩手県下閉伊郡山田町

事業所名
求人番号

レジ担当／サービス部門
（夕方～）

サービス部門でのレジ接客業務を行っていただき
ます。
・バーコード読み込み、レジスター操作
・商品代金の精算（自動精算機を使用）
・エコバッグへの商品袋詰めなど

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

（12月2日時点の内容です）

１１月２９日　から　１２月２日　までに受理した求人です。　＜次回発行日は１２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１２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



変形（1年単位）

1人 1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 3666221
変形（1年単位）
(1)8時00分～12時00分

1人 860円～860円

パート労働者 不問 03030- 3667521
交替制あり
(1)8時30分～16時30分

1人 896円～1,084円 (2)10時00分～18時00分
(3)13時15分～21時15分

パート労働者 不問 03030- 3669321

(1)8時00分～17時00分
4人 855円～855円 (2)8時00分～12時00分

パート労働者 64歳以下 03030- 3663021

(1)8時00分～12時00分
1人 890円～890円

パート労働者 不問 03030- 3664721

2

精肉部門 スーパーマーケットマルイチ宮古店において、下
記の業務に従事していただきます。
・鶏肉や豚肉等の加工
・商品のパック・袋詰め
・商品への値札貼りと売場への陳列・管理

岩手県宮古市舘合町７－７ 株式会社　マルイチ
宮古店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

きのこ栽培作業員 ○きのこ栽培作業
　バイオ事業部門において、きのこの栽培、集荷
のかかる作業全般
＊作業経験の無い方でも応募可能です。
※勤怠状況によりフルタイム正社員登用の可能性

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第１
１地割３２番地２

株式会社　マルイ舗
装

雇用期間の定めなし
又は8時00分～17時00分
の間の4時間以上

岩手県宮古市

市民交流センターに勤務となります。
・市民交流センター・中央公民館利用促進、貸室
管理、企画運営業務
・その他付随する業務


岩手県宮古市宮町一丁目１
－３０

宮古市役所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

パソコン（ワード・エ
クセル）操作ができる

こと
岩手県宮古市

レジ業務（日・祝日） ◎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

インストアベーカリー販売
員（４Ｈ）

山田インター店インストアベーカリー部門に配属
となります。
・パン生地の成形、加工
・パンの焼成、陳列や補充等
・その他指示された業務など

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）

岩手県下閉伊郡山田町

施設運営事務員／市民交流
センター（会計年度任用職
員）


