
2人 854円～854円

パート労働者 不問 03030-  132031
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

2人 854円～854円

パート労働者 64歳以下 03030-  137731

1人 906円～977円

パート労働者 不問 03030-  138331

1人 854円～854円

パート労働者 64歳以下 03030-   84131
変形（1ヶ月単位）
(1)16時45分～8時45分

2人 1,090円～1,090円

パート労働者 18歳以上 03030-   88531
普通自動車免許ＡＴ

保健師 (1)8時30分～17時15分
1人 実務経験ある方 1,005円～1,181円

パート労働者 不問 03030-   89431
普通自動車免許ＡＴ

1人 971円～1,144円

パート労働者 不問 03030-   91931

(1)12時30分～20時30分
2人 918円～918円

パート労働者 不問 03030-   94831

(1)8時00分～17時00分
1人 940円～1,125円

パート労働者 60歳～64歳 03030-   95231
普通自動車免許ＡＴ

1人 893円～920円

パート労働者 不問 03030-   96531

(1)17時00分～21時30分
1人 900円～900円

パート労働者 59歳以下 03030-  106931

2人 1,110円～1,750円

パート労働者 59歳以下 03030-  114931

(1)8時30分～12時30分
1人 930円～1,050円 (2)13時30分～18時30分

パート労働者 59歳以下 03030-  115131

(1)9時00分～13時00分
1人 2,000円～2,000円

パート労働者 59歳以下 03030-  116031

(1)15時00分～17時00分
1人 855円～855円

パート労働者 不問 03030-  126231
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-    5431

(1)10時00分～15時30分
3人 900円～1,000円 (2)10時30分～16時00分

パート労働者 不問 03030-   17131
普通自動車免許ＡＴ

2人 1,000円～1,200円

パート労働者 64歳以下 03030-   20431

1

事業所名
求人番号

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

（1月6日時点の内容です）

１２月２７日　から　　１月６日　までに受理した求人です。　＜次回発行日は１月１９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

栄養士 当施設の入所者（１００人）および通所リハビリ
テーション利用者（６０人）に対する、栄養管理
と給食管理を全般に行い、調理業務も担って頂き
ます。
食事は、朝：９０食・昼：１８０食・夕：１１０

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第９
地割３９番地２７

医療法人　仁泉会
介護老人保健施設ほ
ほえみの里

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時30分～17時30分

の間の6時間程度
岩手県宮古市

販売員（ドラ店） お菓子、ケーキ、パン等の販売
・来店したお客様応対、レジ、品出し
・箱詰め、ラッピング
・店内の清掃
＊長期間勤務できる方を希望します。

岩手県宮古市実田１丁目５
－１７

株式会社　ＤＯＵＮ
ＥＬ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

タブレット端末・パソコン
入力があり、スマートフォ
ン等を使える程度のスキル

が必要です。

栄養士

介護員夜間専従／清寿荘 養護老人ホーム清寿荘にて、以下の業務を行って
いただきます。
・施設入所者（定員５０名）の居室巡回業務
・食事などの介助業務
＊職員２名体制での業務となります

岩手県宮古市小山田２丁目
９－２０

社会福祉法人　宮古
市社会福祉協議会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

縫製工 ミシンによる縫製業務を行います。
・ボタン付けおよび製品の検査がおもな仕事
・糸やボタン・ファスナーなどの付属品を補充
重量物を運ぶ仕事はありません。
当社は６０歳以上の方も活躍中。６０歳以上の方

岩手県宮古市蟇目第８地割
１２０

有限会社　興亜被服
工業所　宮古工場

雇用期間の定めなし
又は8時15分～17時15分
の間の5時間

岩手県宮古市

介護職員初任者研修修
了者

栄養士または管理栄養士／
健康課（会計年度任用職
員）

宮古市役所健康課に勤務となります。
・被災者支援事業に係る訪問事業、教室運営等
・訪問の際には公用車を使用

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） 又は8時30分～17時15分

の間の7時間
岩手県宮古市

保健師／健康課（会計年度
任用職員）

宮古市役所健康課に勤務となります。
・母子健康手帳交付に関すること
・産婦健康診査集計に関すること
・幼児健診・健康相談の計測に関すること
・がん疾病アンケートに関すること

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）

岩手県宮古市
パソコン（ワード・エクセ
ル）操作ができること

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作ができること

栄養士、管理栄養士
のいずれか

交通誘導警備員【６０歳以
上限定求人】

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

レジチェッカー・品出し
（１２時３０分～）

主に業務用の容量の多い食品などを取り扱ってい
るスーパーになります。
・商品の陳列、品出し、包装、レジ操作会計、接
客等を行います。
・初めての方でも指導しますのでご応募下さい。

岩手県下閉伊郡山田町大沢
第２地割４８番地４

株式会社　マルイチ
業務スーパー　山田
店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

ホール係 蛇の目本店（寿司店）にてホール業務に従事して
頂きます。
○ご来店されたお客様を席へ案内し、注文を確
認、料理や飲み物を提供します。
○注文を受けたオーダーは端末機に入力します。

岩手県宮古市栄町２－８ 有限会社　蛇の目本
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務補助員／税務課（会計
年度任用職員）

宮古市役所税務課に勤務となります。
・税務課資産税係空家調査及び付随する事務
・税務課窓口受付
・データ入力等作業
・書類整理等事務補助及び庶務事務補助

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） 又は8時30分～17時15分

の間の7時間程度
岩手県宮古市

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作ができること

看護補助・リハビリ補助 当クリニック内において、医師・看護師・理学療
法士・作業療法士の指示のもと、下記業務に従事
していただきます。
＊外来患者様の誘導や歩行介助
＊診療や診察の補助

岩手県宮古市黒田町７－１
０

やすみ整形外科クリ
ニック

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師または准看護師 当クリニック内において、下記の看護師業務に従
事していただきます。
　＊医師の診察・検査の補助
　＊問診や診察・検査内容の説明
　＊患者様の院内誘導

岩手県宮古市黒田町７－１
０

やすみ整形外科クリ
ニック

雇用期間の定めなし
又は8時30分～18時30分
の間の6時間程度

岩手県宮古市

看護師、准看護師
のいずれか

クリンクルー（磯鶏） 弊社請負先館内の清掃全般に従事していただきま
す。
・掃除機、モップ、タオル、ブラシ等を用いてト
イレ掃除、玄関掃除、各室の清掃、ごみの回収な
どに従事します。

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

看護師及び准看護師 看護師業務全般を担当していただきます。
・外来患者様に対する処置、検査、診療介助
・その他、付随する業務

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

看護師、准看護師
のいずれか

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

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

訪問介護員 町内の利用者の方のお宅に訪問し、生活援助、身
体介護等の業務を行います。
・移動は自家用車を使用していただき、交通費は
別途支給となり
　ます。

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
又は7時15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・調理補助 ラーメン店においてホールおよび調理補助業務を
担当していただきます。
●注文受けや配膳などの接客
●レジ精算
●洗い場において調理器具・食器洗浄

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字惣畑３４ー１Ｂー２

鶏だし中華　胡桃

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

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

◎ 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５年１月１２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



交替制あり
(1)6時00分～11時00分

1人 1,100円～1,100円 (2)14時00分～19時00分
(3)16時00分～21時00分

パート労働者 不問 03030-   21731
変形（1ヶ月単位）
(1)15時00分～9時00分

2人 1,500円～1,600円

パート労働者 64歳以下 03030-   28231

2人 854円～1,000円

パート労働者 不問 03030-   37531
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-   47731

(1)14時00分～21時00分
1人 915円～915円

パート労働者 不問 03030-   48331

(1)9時00分～18時00分
2人 1,300円～1,300円 (2)10時00分～18時00分

パート労働者 18歳以上 03030-   51831

3人 1,300円～1,300円

パート労働者 18歳～59歳 03030-   53531

(1)10時00分～15時00分
1人 860円～860円

パート労働者 35歳以下 03030-   63431
交替制あり
(1)5時30分～9時00分

1人 860円～860円 (2)10時00分～14時30分
(3)16時00分～19時00分

パート労働者 不問 03030-   66631
普通自動車免許ＡＴ 変形（1年単位）

2人 890円～890円

パート労働者 不問 03030-   70531

(1)5時00分～8時00分
1人 854円～854円

パート労働者 不問 03030-   81331

(1)8時00分～15時00分
1人 854円～854円

パート労働者 不問 03030-   82631

(1)8時00分～15時00分
1人 854円～854円

パート労働者 不問 03030-   83931
変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～17時00分

2人 870円～870円

パート労働者 59歳以下 03030- 3933921

(1)8時00分～12時00分
1人 855円～855円

パート労働者 不問 03030- 3919021

1人 915円～915円

パート労働者 不問 03030- 3920221

1人 927円～927円

パート労働者 不問 03030- 3921521

(1)8時30分～13時00分
1人 860円～860円

パート労働者 不問 03010-  316531
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-  380831
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-  383431

2

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

食肉加工（宮古事業所） ＊精肉加工作業
店頭で販売したり、注文のあったお客様のニーズ
に合わせてお肉をカットしたり、ラッピングした
りする精肉加工作業をお願いします。
※詳しい仕事の内容については面接時にお問い合

岩手県八幡平市大更２１－
５２－１

株式会社　肉の横沢

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

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日の１年更新となり

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16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

グロサリー担当／豊間根店 びはんストア豊間根店において、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

事務員 病院医事課における医療事務全般の業務です。
＊受付・会計業務
＊診察室への誘導、介助
＊電話対応

岩手県宮古市山口五丁目３
番２０号

社団医療法人　新和
会

雇用期間の定めなし パソコン（ワード・エ
クセル）入力操作がで

きること
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

製品加工（補助） 屋内にて道路センターポールの簡易加工、受入、
出荷、診断検査、他関連する業務を行います。
＊初心者でも指導のもと習得可。
＊詳細は工場見学にて説明します。
○事業情報に作業風景画像あり

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

調理兼清掃員 宮古市横沢温泉「静峰苑」での勤務となります。
・利用者の方の朝食及び夕食の調理、盛付、皿洗
い
・宿泊部屋、ロビー、大広間、風呂、トイレなど
の清掃

岩手県宮古市鈴久名４－５
－４

特定非営利活動法人
かわい元気社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

接客・ホール係 当店において下記の業務に従事していただきま
す。
・注文
・配膳
・食器洗浄

岩手県宮古市磯鶏１丁目２
－３６

めんに金棒

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

警備員 １．交通誘導警備：工事現場における歩行、車両
等の安全誘導
２．駐車場警備：店舗やイベント駐車場における
整理業務
３．雑踏警備：イベント等における安全確保、誘

岩手県宮古市実田１－２－
３

株式会社　トスネッ
ト北東北　宮古営業
所

雇用期間の定めなし
又は8時00分～17時00分
の間の8時間

岩手県宮古市

警備員／駐車場 請負先において駐車場内の誘導業務等に従事して
いただきます。


＊６０歳以上の方の応募歓迎いたします！

岩手県宮古市実田１－２－
３

株式会社　トスネッ
ト北東北　宮古営業
所

雇用期間の定めなし

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日の１年更新となり

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

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

水産加工員 秋鮭、いくら、サンマ、サバなどの水産加工作業
を行っていただきます。
・その時期に水揚げとなった魚を取り扱い、下処
理や箱詰め作業等
＊経験がなくてもできる軽作業ですのでご応募く

岩手県宮古市藤原一丁目５
－９

有限会社　大井漁業
部　大印冷凍工場

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5時間程度
岩手県宮古市

夜勤専従（看護師・准看護
師）

当院では医療療養病棟２病棟、回復期リハビリ
テーション病棟２病棟があります。
・医療療養病棟、回復期リハビリテーション病棟
の夜勤看護業務
・各病棟３０～４０床

岩手県宮古市保久田８番３
７

特定医療法人　弘慈
会　宮古第一病院看護師、准看護師

のいずれか
雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

グループホーム世話人（非
常勤）１

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、家事を含む生活支援業務を
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名が必要なサポートを受けながら共
同で生活する福祉施設です。主な仕事は以下のと

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
月未満）

岩手県宮古市



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 03010-29760221

3

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
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