
(1)9時00分～16時30分
1人 1,285円～1,385円

パート労働者 不問 03010- 7197831

(1)10時00分～15時00分
1人 860円～860円

パート労働者 不問 03030-  869531

(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-  874031

(1)22時00分～5時30分
3人 854円～854円

パート労働者 18歳以上 03030-  875831

(1)9時00分～13時30分
14人 854円～854円 (2)13時30分～17時30分

(3)17時30分～22時00分

パート労働者 不問 03030-  876231

(1)8時15分～15時15分
1人 966円～966円

パート労働者 不問 ワード・エクセル操作 03030-  857131
普通自動車免許ＡＴ

(1)7時50分～9時20分
1人 950円～950円 (2)16時00分～17時30分

パート労働者 59歳以下 03030-  858031

(1)8時15分～16時45分
1人 930円～1,147円

パート労働者 不問 03030-  865131

(1)8時00分～10時30分
1人 854円～860円 (2)8時00分～11時00分

パート労働者 不問 03030-  847331
普通自動車免許ＡＴ

(1)13時00分～17時00分
1人 900円～900円 (2)15時00分～17時00分

パート労働者 59歳以下 03030-  848631
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～15時00分
1人 860円～860円

パート労働者 59歳以下 03030-  854331
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1)7時30分～15時30分
1人 860円～963円 (2)8時30分～16時30分

(3)11時15分～19時15分

パート労働者 不問 03030-  855631
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

2人 1,000円～1,100円

パート労働者 不問 03020-  631431
交替制あり

1人 905円～1,155円

パート労働者 不問 10020- 4738231
交替制あり

1人 905円～1,155円

パート労働者 不問 10020- 4747531
交替制あり

保育士 (1)7時30分～13時30分
1人 950円～1,000円 (2)13時30分～18時30分

パート労働者 不問 01230- 5340531

(1)23時00分～0時00分
1人 960円～960円

パート労働者 18歳以上 03010- 6770631
交替制あり
(1)7時00分～13時00分

2人 854円～854円 (2)17時00分～22時00分
(3)14時00分～20時00分

パート労働者 不問 03020-  615731

1

コンビニエンススタッフ
（山田町織笠店）

＊売上情報を自動的に記録できるＰＯＳレジを使
用し、商品のバーコードを読み取って商品を販売
します。
＊受入れ商品の検品、商品棚への品出し、補充、
陳列、商品の発注業務。

岩手県上閉伊郡大槌町小鎚
２７地割花輪田３番１

有限会社　たなか

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

パート／販売兼商品管理／
テックランド宮古店／３０
１６

●仕事内容
商品接客販売
商品の荷卸、倉庫整理、伝票管理　等
その他、店内業務
●仕事詳細

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
月未満） 又は10時00分～20時00分

の間の7時間程度
岩手県宮古市

ユニオン山田／清掃スタッ
フ（２３：００～）

＊パチンコホールの清掃業務全般をお願いしま
す。
（当店の閉店後業務としての作業です）
・ホール床の掃き拭き清掃
・パチンコ台ガラスの清掃、灰皿清掃

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
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

保育士（岩手県宮古市） 岩手県立宮古病院あすなろ保育所での保育士業務
全般を行って頂きます。
＊簡単な連絡帳の記入、園児の身の回りのお世話
（食事・着替え・おむつ替えなど）
　登降園時の対応、お昼寝・散歩・外遊びの見守

北海道札幌市豊平区月寒東
５条１０丁目３番３号　プ
ライムビル３階

株式会社　プライム
ツーワン

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
月未満） 又は10時00分～20時00分

の間の7時間程度
岩手県宮古市

葬祭に関わる業務 当店は、宮古・釜石で家族葬を中心とした、比較
的規模の小さい少ない金額でお葬式を施行してい
る葬儀社です。中心となる担当者としてのお仕事
となります。
＊実際にお客様に接し、式そのものにむけて打ち

岩手県釜石市野田町２－２
５－３３

さこうセレモニー

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

ワード・エクセルの基
本操作ができれば尚良

宮古運動公園施設管理員／
生涯学習課（会計年度任用
職員）

宮古運動公園野球場または陸上競技場に勤務とな
ります。
・施設利用者に関する電話等受付、
・利用者の案内（張り紙等作成）
・管理及び施設の維持管理業務（除草等）

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
月以上）

岩手県宮古市

事務担当 ・パソコンを使用しての文書作成、データ入力
・集金、通帳記帳、電話応対、接客
＊銀行などに外出していただくこともあります。
（その際は、自家用車使用）
＊データ入力は、専用の会計ソフトを使用してい

岩手県宮古市上鼻２丁目１
－２２

有限会社　北村管材

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市
簡単なパソコン操作が

できる方

事務 事務業務全般を担当します。　　　　　　
・伝票入力、集計、帳簿記入
・メール送受信、画像処理
・ネット販売の受注管理
・電話、来客応対

岩手県下閉伊郡山田町中央
町７－６

有限会社　木村商店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

清掃員 宮古市刈屋地内の請負先事業所の清掃業務全般に
従事します。
・事務所、トイレ、流し台、廊下、階段等の清掃
１日２．５時間から３時間の勤務時間です。
（曜日により勤務時間に変動があります。）

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） 又は8時00分～11時00分

の間の3時間程度
岩手県宮古市

ワード・エクセル基本
操作

会計年度任用職員（地域連
携コーディネーター）

１　高校と外部人材・機関が行う会議の運営補助
２　生徒の学習活動支援
３　放課後における生徒の活動支援
４　県外生受入れの体制づくり支援
５　インターネットを活用した情報発信

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第８地割６番地２

岩手県立山田高等学
校

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

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

パソコンの基本操作
（ワード、エクセル等
を使用した資料作成）

文書管理等補助員／非常勤
隊員

山田分屯基地における下記業務に従事します。
・パソコンを使用した文書の作成、整理、公文書
登録
・郵便物、宅配物の取扱い
・来客者の対応

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根東山国有林９林班か小班

航空自衛隊　第３７
警戒隊

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時15分～17時00分

の間の6時間
岩手県下閉伊郡山田町

客室清掃及び客室のセット業務となります。
・お客様がチェックアウトされた後の客室、トイ
レ等清掃、アメニティ類補充
・部屋数６７部屋を９名で分担
・ユニフォーム貸与

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

コンビニエンスストア店員 ・レジでの接客、お会計、袋詰め
・レジ横の商品（ファストフードなど）の販売
・宅急便、公共料金など各種サービスの受付
・発注（売場の商品など）
・売場作り（陳列、補充、ＰＯＰ作成など）

岩手県宮古市金浜第４地割
６７番地１

セブンイレブン宮古
南インター店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

コンビニエンスストア店員
／深夜

・レジでの接客、お会計、袋詰め
・レジ横の商品（ファストフードなど）の販売
・宅急便、公共料金など各種サービスの受付
・発注（売場の商品など）
・売場作り（陳列、補充、ＰＯＰ作成など）

岩手県宮古市金浜第４地割
６７番地１

セブンイレブン宮古
南インター店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

（3月10日時点の内容です）

３月６日　から　　３月１０日　までに受理した求人です。　＜次回発行日は３月２３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

看護師、准看護師
のいずれか

事業所名
求人番号

《急募》デイサービス看護
スタッフ（八木沢）

デイサービスにおける看護業務
・バイタルチェック
・配薬
・処方薬の塗布
・緊急時の対応

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
月以上）

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

客室清掃係

◎ 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３月１６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人 930円～1,147円

パート労働者 不問 03030-  836531
交替制あり
(1)11時30分～14時30分

1人 870円～870円

パート労働者 不問 03030-  838731

10人 900円～900円

パート労働者 不問 02020- 3493631
交替制あり

3人 880円～940円

パート労働者 18歳以上 03030-  824131
普通自動車免許ＡＴ

(1)13時30分～18時30分
1人 856円～900円

パート労働者 不問 03030-  831931
普通自動車免許ＡＴ

(1)13時30分～18時30分
1人 856円～900円

パート労働者 不問 03030-  832131
交替制あり

2人 900円～900円

パート労働者 不問 04011- 1059531
普通自動車免許ＡＴ

(1)10時00分～14時40分
1人 1,000円～1,200円

パート労働者 不問 12080- 5518131
交替制あり
(1)8時00分～15時00分

5人 860円～860円 (2)10時00分～15時00分
(3)17時00分～20時30分

パート労働者 不問 13040-34176131

普通自動車免許ＡＴ
(1)5時00分～13時00分

3人 195,200円～244,000円

季節労働者 不問 03030-    2130

2

漁業従事者 ・山田湾内での定置網漁業への従事
・定置網にて網起こしを行い魚市場での荷揚げ作
業　および、定置網の補修保全作業
２隻（１６ｔ、１４ｔ）
月平均労働日数は２５日程度

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第１２地割２００番地４

織笠定置漁業生産組
合

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

接客・販売／マリンコープ
宮古店

モスバーガー店舗での接客・販売業務
（ハンバーガー等の商品の製造・販売・接客・店
内清掃など）
最初はレジや商品の袋詰めなど、簡単なお仕事か
らスタート。慣れてきたらハンバーガーのお肉を

東京都品川区大崎２－１－
１
ＴｈｉｎｋＰａｒｋ　Ｔｏ
ｗｅｒ４階

株式会社　モススト
アカンパニー（モス
バーガー）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時00分～20時30分

の間の8時間程度
岩手県宮古市

通信制高校学習サポート講
師／宮古キャンパス

★通信制高校、中学生フリースクール学習サポー
ト講師・
　弊社宮古キャンパスにて、通信制で学ぶ高校
生、フリースクール通学の中学生フリースクール
に関する、下記の業務を担当して頂きます。

千葉県流山市東初石３－１
０３－３４　須藤ビル２０
１

株式会社　スクール
マインズ教員免許取得者大歓迎

です
雇用期間の定めなし パソコン操作（Ｗｏｒ

ｄ・Ｅｘｃｅｌ）がで
きる方

岩手県宮古市

まるまつ宮古店での接客調
理

まるまつ宮古店で接客または調理の業務をお願い
します。
接客・・・お客さんのご案内、オーダー、配膳、
レジなど
☆最初は簡単なテーブルの片付けなどをお願いし

宮城県富谷市成田９丁目２
－９

株式会社　カルラ

雇用期間の定めなし
又は10時00分～22時00分
の間の3時間以上

岩手県宮古市

放課後児童支援員／宮古養
護学童の家

宮古恵風支援学校の小学生・中学生・高校生１３
名が利用しています。放課後および学校休日の遊
び・生活・学習の支援を行います。
＊自家用車で通勤できる方を希望
［勤務時間］・通常授業日／１３：３０～１８：

岩手県宮古市保久田３－２
１

特定非営利活動法人
宮古地区いきいき
ワーキングセンター

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） エクセル・ワードができれ

ば尚可(日報等入力)
岩手県宮古市

崎山学童の家放課後児童支
援員または補助員

崎山学童の家において、崎山小学校１年生から５
年生、約６０名程度の児童の放課後及び学校休業
日の遊び・学習・生活の指導を行っていただきま
す。
＊自家用車で通勤できる方を希望

岩手県宮古市保久田３－２
１

特定非営利活動法人
宮古地区いきいき
ワーキングセンター

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） エクセル・ワードができれ

ば尚可（日報入力）
又は7時30分～18時30分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

ハンバーガーの製造及び販
売

当店において下記の業務に従事して頂きます。
・ハンバーガーの製造及び販売
・カウンター・ドライブスルーでの接客業務、レ
ジ打ち作業
・厨房でのハンバーガー等製造業務

岩手県宮古市宮町１丁目１
番３８

ヒロフーズ株式会社
マクドナルド　１０
６宮古店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は6時00分～2時00分の

間の3時間以上
岩手県宮古市

接客・調理・調理補助（宮
古マリンコープＤＯＲＡ
店）

◇フライドチキンの調理及び販売、清掃
・商品の調理
・レジ会計業務
・機器、器具の洗浄
・店内清掃

青森県八戸市北白山台２丁
目６－３０

ＫＰダイニング株式
会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は9時00分～21時00分

の間の3時間以上
岩手県宮古市

ホール・洗い場係／土・
日・祝日勤務

当店において下記の業務に従事していただきま
す。
・ホール係（接客、配膳、下膳）
・簡単な仕込みやラーメントッピングの手伝い等
・食洗機と手洗いがあります。

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第７
地割３２番地２５

野菜たっぷりタンメ
ンの店　大久保

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

緊急スクールサポートス
タッフ（会計年度任用職
員）

教員の負担軽減を図る支援業務
〇教材等の印刷や物品等の準備
〇教材・資材の整理、保管
〇宿題等の提出物の受け取り・確認
〇小テスト等の採点

岩手県宮古市五月町１－２
０　宮古地区合同庁舎内

宮古教育事務所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 又は8時00分～16時30分

の間の4時間以上
岩手県下閉伊郡田野畑村

季 節
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