
交替制あり

5人 900円～1,200円

パート労働者 59歳以下 03010- 1533931
交替制あり

2人 1,000円～1,000円

パート労働者 18歳以上 03010- 1164231
交替制あり
(1)13時00分～18時00分

2人 854円～854円 (2)17時00分～22時15分

パート労働者 不問 03010- 1249631

(1)8時30分～16時30分
1人 854円～854円

パート労働者 不問 03030-  188731

1人 855円～855円

パート労働者 64歳以下 03030-  194531

1人 854円～1,048円

パート労働者 不問 03030-  177231
交替制あり
(1)9時40分～17時00分

1人 854円～854円 (2)11時40分～19時00分
(3)9時40分～19時00分

パート労働者 不問 03030-  178531

3人 1,300円～1,600円

パート労働者 64歳以下 03030-  179431

(1)9時00分～15時00分
1人 870円～970円

パート労働者 不問 03030-  180631

2人 890円～890円

パート労働者 不問 03030-  187431
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時00分～17時00分
1人 860円～860円 (2)9時00分～15時00分

パート労働者 59歳以下 04080-  196231
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

1人 1,153円～1,353円

パート労働者 不問 03010- 1083831
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

1人 1,153円～1,353円

パート労働者 不問 03010- 1084231
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

2人 1,153円～1,353円

パート労働者 不問 03010- 1086431
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

2人 1,153円～1,353円

パート労働者 不問 03010- 1090031
変形（1年単位）
(1)9時00分～16時00分

1人 900円～900円

パート労働者 59歳以下 03010-  690431

(1)17時00分～23時00分
2人 854円～1,500円

パート労働者 18歳以上 03030-  154731
普通自動車免許ＡＴ

(1)11時00分～14時00分
1人 1,000円～1,000円

パート労働者 59歳以下 03030-  163331

1

（1月13日時点の内容です）

１月１０日　から　　１月１３日　までに受理した求人です。　＜次回発行日は１月２６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

ユニオン山田／ホールス
タッフ・カウンタースタッ
フ

パチンコ店のホール・カウンターでの接客のお仕
事です。
重たい玉運びはありません。
メダル運びや景品交換などの一般業務、その他付
随する業務や指示された業務をお願いします。

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
月未満） 又は16時00分～0時30分

の間の6時間程度
岩手県下閉伊郡山田町

事業所名
求人番号

建設業仮設足場工事の作業
員（宮古営業所）

＊足場シート貼り等
＊社内での雑務、現場での写真撮り・採寸等
＊その他、上記に関連する業務
※朝、会社へ集合し相乗りで移動します。（３人
一組）

岩手県盛岡市乙部５地割６
１－１

有限会社　新鋭

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

岩手県宮古市

水産加工員（鮭フレーク部
門）

・鮭フレークの製造加工作業
・鮭の捌き、身をほぐす作業、粉砕
・ビン詰めの各作業工程
手作業により、全工程を全員で行います。
＊初めての方にも丁寧に指導しますので経験がな

岩手県下閉伊郡山田町船越
第１１地割７－１４

有限会社　長根水産

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

ドラッグストアでの販売
（宮古西町店）

・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プライム上場

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）

岩手県宮古市

会計年度任用職員（用務
員）

庁舎の湯沸器の点検、電気水道及びガス整備保守
管理、庁舎及び宿舎の保守点検等に従事していた
だきます。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字松橋２４－３

沿岸広域振興局　土
木部　岩泉土木セン
ター

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時30分～17時15分

の間の6時間
岩手県下閉伊郡岩泉町

水産加工員 干物や冷凍品の製造及び鮮魚出荷を行います。
・サバ、イワシ等、青魚の干物加工
・魚の内臓処理で一部包丁使用あり
　（初めての方でもすぐできます）
・トレーに並べたり、箱詰め等は手作業

岩手県下閉伊郡山田町大沢
第１０地割２０７－５

大和水産　株式会社

雇用期間の定めなし
又は8時30分～16時30分
の間の6時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

訪問介護 市内に住む利用者様のご家庭を訪問し、以下の業
務を行っていただきます。訪問件数は１日５～６
件です。
・食事、入浴、排泄の介助
・炊事、掃除、洗濯といった日常生活の手助け等

岩手県宮古市田鎖３－８ 株式会社　みやこ

雇用期間の定めなし
又は6時00分～19時00分
の間の1時間以上

岩手県宮古市

玩具販売 キッズウォーカー宮古店での玩具、雑貨の販売。
・商品の検品、品出し、接客、レジ操作
・店内商品陳列、清掃
・商品の包装等
業務全般に携わっていただきます。

岩手県宮古市長町１丁目８
－３２

株式会社　白牡丹
キッズウォーカー宮
古店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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　のいずれか以上

惣菜部門 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。
・寿司や揚げ物、お弁当の盛り付け、パック詰
め、ラベル貼り、商　品陳列、管理等
・その他、上記に付随する業務

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） 又は8時00分～13時00分

の間の5時間程度
岩手県宮古市

銀行事務 支店店舗内における預金・為替オペレーション業
務（専用の端末機を使用します。）を行います。

・県公金収納とりまとめ、各種諸届整理
・窓口来客対応など

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字太田３５

株式会社　岩手銀行
岩泉支店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

訪問介護員（宮古） 在宅での生活を支える為に必要な生活支援
・調理、洗濯、生活必需品の買い物、掃除等
身体介護
・食事介助、入浴介助、排泄介助等
を訪問介護計画書をもとに決められた内容と時間

岩手県盛岡市盛岡駅西通２
－９－１　マリオスビル１
２Ｆ

株式会社　ニチイ学
館　盛岡支店

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5時間程度
岩手県宮古市

【未経験可】事務職　（宮
古支店）

漁業資材販売会社の宮古支店事務職のおしごとで
す。
【具体的な仕事内容】
○来客・電話対応
○売上伝票・請求書作成事務

宮城県気仙沼市松川前１３
－１

アサヤ　株式会社

雇用期間の定めなし
又は8時00分～17時00分
の間の6時間程度

岩手県宮古市
簡単なパソコン操作
（ワード・エクセル）

ホームヘルパー２級、
介護職員初任者研修修
了者　のいずれか以上

訪問介護員（八木沢） 在宅での生活を支える為に必要な生活支援
・調理、洗濯、生活必需品の買い物、掃除等
身体介護
・食事介助、入浴介助、排泄介助等
を訪問介護計画書をもとに決められた内容と時間

岩手県盛岡市盛岡駅西通２
－９－１　マリオスビル１
２Ｆ

株式会社　ニチイ学
館　盛岡支店

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4時間程度
岩手県宮古市

訪問介護員（宮古西町） 在宅での生活を支えるために必要な生活支援
・調理、洗濯、生活必需品の買い物、掃除等
身体介護
・食事介助、入浴介助、排泄介助等
を訪問介護計画書をもとに決め　られた内容を時

岩手県盛岡市盛岡駅西通２
－９－１　マリオスビル１
２Ｆ

株式会社　ニチイ学
館　盛岡支店

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4時間程度
岩手県宮古市

ホームヘルパー２級、
介護職員初任者研修修
了者　のいずれか以上

ホームヘルパー２級、
介護職員初任者研修修
了者　のいずれか以上

一般事務 当社宮古営業所において下記の事務を担当してい
ただきます。
・来客・電話対応
・経理（小口現金管理、振込手続き等）
・集金

岩手県盛岡市長田町２３－
２７

岩舘電気　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

訪問介護員（西ヶ丘） 在宅での生活を支える為に必要な生活支援
・調理、洗濯、生活必需品の買い物、掃除等
身体介護
・食事介助、入浴介助、排泄介助等
を訪問介護計画書をもとに決められた内容と時間

岩手県盛岡市盛岡駅西通２
－９－１　マリオスビル１
２Ｆ

株式会社　ニチイ学
館　盛岡支店

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3時間以上
岩手県宮古市

ホームヘルパー２級、
介護職員初任者研修修
了者　のいずれか以上

パソコン（ワード、エ
クセル）の基本操作

パソコン基本操作、
ワード・エクセルがで

きる方

放送業務（パート） 当社において下記の放送業務全般を行っていただ
きます。
・ＦＭラジオ放送でのアナウンス、ミキサー操
作、取材活動
・パソコンを使用しての原稿・資料・パンフレッ

岩手県宮古市栄町４番地
三陸鉄道本社１階

宮古エフエム放送
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ホール・調理補助／ＳＹＵ
ＷＡ　ＳＹＵＷＡ

ホールにおいて接客業務及び厨房内において調理
の補助的作業を行っていただきます。
○ホールにおいて接客業務
・お客様のご案内、注文受け、配膳、後片付け、
レジ等

岩手県宮古市八木沢第４地
割９７－７

ビツクベル　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

◎ 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１９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



(1)18時00分～23時00分
1人 854円～854円

パート労働者 不問 03030-  166131
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～16時30分
1人 930円～1,147円 (2)9時00分～12時00分

パート労働者 不問 03030-  169231

(1)8時00分～14時00分
2人 854円～860円 (2)9時00分～16時00分

(3)10時00分～17時00分

パート労働者 64歳以下 03030-  147631

(1)14時00分～18時00分
1人 855円～855円

パート労働者 不問 簡単な入力作業 03030-  148931

1人 900円～1,000円

パート労働者 不問 03030-  149131
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～16時00分
1人 855円～855円

パート労働者 不問 03030-  150831
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1)9時00分～17時00分
1人 930円～990円

パート労働者 64歳以下 35020-  411831

(1)8時00分～12時00分
4人 854円～900円 (2)12時00分～16時00分

パート労働者 不問 03030-  182131

(1)8時00分～13時00分
8人 854円～900円 (2)13時00分～18時00分

(3)18時00分～20時30分

パート労働者 不問 03030-  183031

(1)8時00分～12時00分
2人 854円～900円 (2)12時00分～16時00分

パート労働者 不問 03030-  186531
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水産スタッフ ■７月オープン予定の新道の駅やまだ「おいす
た」
（団体名：山田町ＹＢＩグループ）施設内
【営業時間】平日９：００から１８：００
　　　　　　金土日祝祭日　　２０：００まで延

岩手県下閉伊郡山田町中央
町５番６号

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

サービス ■７月オープン予定の新道の駅やまだ「おいす
た」
（団体名：山田町ＹＢＩグループ）施設内
【営業時間】平日９：００から１８：００
　　　　　　金土日祝祭日　　２０：００まで延

岩手県下閉伊郡山田町中央
町５番６号

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

サービス・庶務 ■７月オープン予定の新道の駅やまだ「おいす
た」
（団体名：山田町ＹＢＩグループ）施設内
【営業時間】平日９：００から１８：００
　　　　　　金土日祝祭日　　２０：００まで延

岩手県下閉伊郡山田町中央
町５番６号

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

販売員 店内での販売業務全般を行っていただきます。
・接客・レジ業務
・商品品出し、陳列、検品、補充
・フード調理、販売
・店舗内外の清掃

岩手県宮古市鍬ヶ崎上町４
０１番３０

ローソン宮古鍬ヶ崎
上町店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

登記事務員（会計年度任用
職員）

登記事務及び戸籍等の調査事務 岩手県宮古市五月町１－２
０

岩手県沿岸広域振興
局農林部宮古農林振
興センター

官公庁、司法書士事務
所での公共嘱託登記手
続きにかかる実務経験雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上） 基本的なパソコン操作（ワー
ド、エクセルなど） 岩手県宮古市

加工員 当工場において下記の業務を行っていただきま
す。
・すし種の加工となります。（ホタテ、甘エビ
等）
　＊ホタテは、貝柱だけの状態になったものを手

岩手県宮古市蟇目第２地割
字柴野８２－２

株式会社　川秀　蟇
目工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

フィットネスクラブスタッ
フ

フィットネスクラブスタッフとしてアクトスＷｉ
ｌｌ＿Ｇでの勤務となります。
・新規入会者の案内、受付
・フィットネスマシンの使用方法説明
・インストラクター（研修あり）

岩手県下閉伊郡山田町川向
町５－６

株式会社　尾半商店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

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

ＬＰＧ販売スタッフ及びＳ
Ｓスタッフ

・ＬＰガスの配送作業､保安点検､検針､ガス工事等
・配送エリアは岩泉町内と田野畑村となります
・ガソリン給油所において給油作業、洗車、灯
油、タイヤ交換等
＊お持ちの運転免許の種別に応じた業務となりま

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字村木１８－１

泉金商事　株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

生花作成・配送／パート
（フラワー愛　宮古）

【お葬儀で使用するフラワーの作成業務】＼＼未
経験ＯＫ／／
＊会場のコーディネート、祭壇の装飾、お花の管
理、配送等
＊初めは皆、知識ゼロからスタートしたスタッフ

山口県下関市王喜本町６丁
目４番５０号

株式会社　トレー
ダー愛

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市


