
(1)14時00分～18時30分
1人 950円～950円

パート労働者 不問 03030-  670631

(1)14時00分～18時30分
1人 950円～950円

パート労働者 不問 03030-  671931

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-  673031

(1)7時00分～12時30分
2人 900円～1,100円 (2)13時00分～18時30分

パート労働者 不問 03030-  675231

大型自動車免許 (1)7時00分～8時30分
2人 900円～950円 (2)15時00分～18時30分

パート労働者 不問 03030-  677431

(1)9時30分～15時00分
2人 854円～854円

パート労働者 不問 03030-  658831

(1)0時00分～8時00分
2人 854円～854円

パート労働者 18歳以上 03030-  664131

(1)17時00分～22時00分
1人 954円～954円

パート労働者 不問 03030-  653331
交替制あり

3人 1,300円～1,300円

パート労働者 不問 14010-10015331
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～10時00分
1人 950円～950円 (2)15時30分～17時00分

パート労働者 59歳以下 03030-  641231
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時00分～17時00分
1人 1,100円～1,200円 (2)9時00分～18時00分

パート労働者 59歳以下 03030-  648131
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～17時30分
1人 854円～900円

パート労働者 59歳以下 03030-  649031

1人 854円～900円

パート労働者 64歳以下 文字入力が可能なこと 03030-  638931

1

販売員（大通） 鮮魚類、加工品の店頭販売業務を行っていただき
ます。
・商品の説明、レジ業務
・袋詰め、品出し、陳列など
・接客業務をメインとした店内業務を担当

岩手県宮古市大通３丁目６
－４５

株式会社　佐々由

雇用期間の定めなし
又は8時00分～17時00分
の間の4時間程度

岩手県宮古市

介護職員／正社員以外（デ
イサービス）

デイサービス利用者の介護業務に従事していただ
きます。
【主な仕事内容】
・食事介助、配膳・下膳、排せつ介助、入浴介助
・利用者の送迎

岩手県宮古市刈屋第１２地
割３番地

特定非営利活動法人
愛福祉会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護職員／有料老人ホーム 有料老人ホーム利用者の看護全般に従事、主に下
記の業務を行います。
・バイタルチェック
・健康管理
・服薬管理

岩手県宮古市刈屋第１２地
割３番地

特定非営利活動法人
愛福祉会

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

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

送迎運転手 桜ケ丘利用者の送迎業務となります。
職員が同乗しますが、利用者さんの乗り降りの介
助や玄関先まで手荷物を届けるなどもお願いしま
す。
・車種はハイエースワゴン（１０名乗り）キャラ

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

岩手県宮古市

（パート）携帯の販売接客
スタッフ／ドコモショップ
宮古店

ドコモショップ運営に関する様々な業務に携わっ
ていただきます
・携帯電話の販売・各種手続き・サービス提案
・故障の受付相談対応・操作方法の案内
・販売促進のポップ作成・ディスプレイ変更

神奈川県横浜市西区南幸１
丁目１番１号
ＪＲ横浜タワー２６階

アイ・ティー・エッ
クス　株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 又は8時30分～18時30分

の間の5時間以上
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
月以上）

岩手県宮古市

販売員（保久田店）０時～ ローソン保久田店での業務となります。
・レジ
・品出し
・清掃
・まちかど厨房での調理

岩手県宮古市保久田８－１
６

ローソン宮古保久田
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

クリンクルー（新町） 客室清掃に従事していただきます。
・バス、トイレの清掃
・ベッドメイキング
・リネン（備品の補充）
・その他付随する業務

岩手県宮古市田の神二丁目
３番１１号

株式会社　サンズ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

スクールバス運転手 スクールバスの運転業務全般に従事していただき
ます。　　　　　
・スクールバス運転（山田町内）
・運行報告書作成　　　　　　　　　
・車内・外清掃、点検など

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

保育補助 ０歳から５歳児の保育補助業務を担当していただ
きます。
・食事のお世話　　
・遊びの見守り
・お着替え・トイレ等の補助

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
月未満）

岩手県宮古市

幼稚園教諭免許（専
修・１種・２種）、
保育士　のいずれか

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
月未満）

岩手県宮古市

指導員／津軽石学童の家 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

事業所名
求人番号

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

（2月20日時点の内容です）

２月１３日　から　　２月２０日　までに受理した求人です。　＜次回発行日は３月２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５年２月２２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30分～13時30分

1人 890円～890円 (2)9時00分～16時00分
(3)12時30分～19時30分

パート労働者 64歳以下 03030-  616231

(1)16時00分～18時30分
2人 860円～960円

パート労働者 64歳以下 03030-  620931

(1)16時00分～18時30分
2人 860円～960円

パート労働者 64歳以下 03030-  622031

(1)21時00分～8時00分
4人 860円～860円

パート労働者 64歳以下 03030-  623831

(1)9時00分～15時00分
3人 877円～877円

パート労働者 不問 03030-  626431

(1)9時00分～16時30分
1人 1,123円～1,317円 (2)9時30分～17時00分

パート労働者 不問 03030-  627731
交替制あり
(1)14時00分～19時00分

1人 854円～854円 (2)15時00分～19時00分

パート労働者 不問 03030-  628331

2

弁当調理係 ・注文取り
・お弁当調理
・レジ操作
・配達業務（免許所持の方）
・掃除　等

岩手県下閉伊郡山田町飯岡
第２地割１番地５７

ケイエム企画

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

未払賃金等調査補助員（非
常勤職員）

宮古労働基準監督署で下記業務を行っていただき
ます。
・未払賃金の立替払事業に係る認定及び確認のた
めに必要な資料収　集及び分析等調査補助
・労働基準監督署が行う業務の事務補助

岩手県宮古市緑ヶ丘５－２
９

宮古労働基準監督署

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） ワード、エクセルの基本的

な操作ができること。
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
確認
○電子部品製造に付随する作業
＊適正を見て相談の上、いずれか作業に従事して

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

夜間支援専門員／ひまわり 下記の業務に従事していただきます。
・施設内における夜間帯の定期的な巡回
・入居者様の体調不良等の際に対応
・１名体制での業務
○他にサービス管理責任者・世話人・生活支援員

岩手県宮古市津軽石第１３
地割２０８番地１６０

株式会社　風和璃

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

世話人／ひより 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。

岩手県宮古市津軽石第１３
地割２０８番地１６０

株式会社　風和璃

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

世話人／ひまわり 下記の業務に従事していただきます。
・食事の調理や片付け（平日は朝食と夕食、土日
祝はプラス昼食）
・日報の記入（チェック式の簡易的なもの・簡単
な状況記入）

岩手県宮古市津軽石第１３
地割２０８番地１６０

株式会社　風和璃

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理員 ・ごはん、味噌汁、おかず等の調理
・その他配膳、片付け、食器洗浄（洗浄機使用）
・厨房内の清掃など
＊当社はクックチル調理法で調理を行っており、
真空状態の食材を専用の機械で温め利用者の方に

岩手県宮古市実田２丁目５
－１０

医療法人　おかだ外
科内科クリニック

雇用期間の定めなし
又は6時30分～19時00分
の間の6時間程度

岩手県宮古市


