
交替制あり

2人 988円～988円

パート労働者 不問 03010- 5804831
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時00分～10時00分
1人 858円～858円 (2)14時00分～18時00分

パート労働者 不問 03010- 5806531

(1)9時30分～15時30分
1人 900円～900円

パート労働者 64歳以下 03030-  729031

(1)9時00分～12時00分
1人 855円～855円

パート労働者 不問 03030-  734631
変形（1ヶ月単位）
(1)22時00分～6時00分

1人 854円～854円

パート労働者 18歳以上 03030-  735931
変形（1年単位）

1人 854円～900円

パート労働者 不問 03030-  718931

(1)20時00分～0時00分
3人 1,500円～1,500円

パート労働者 20歳～64歳 03030-  726631
交替制あり

調理師 (1)8時30分～15時30分
1人 900円～900円 (2)9時00分～16時00分

パート労働者 60歳以上 03030-  706431
普通自動車免許ＡＴ

(1)15時30分～9時00分
2人 1,000円～1,000円 (2)21時00分～7時30分

パート労働者 不問 03030-  711831

(1)17時00分～8時30分
1人 854円～854円

パート労働者 18歳以上 03030-  714431
変形（1年単位）
(1)8時30分～12時30分

1人 950円～1,050円

パート労働者 不問 03021-  324031

1人 1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03021-  325831

(1)6時00分～9時00分
2人 950円～950円

パート労働者 不問 12010- 8307531

(1)6時00分～9時00分
2人 950円～950円

パート労働者 不問 12010- 8308431

(1)5時30分～9時00分
2人 950円～950円

パート労働者 不問 12010- 8353931
普通自動車免許一種

(1)15時30分～20時30分
1人 854円～854円

パート労働者 64歳以下 03030-  684531

(1)8時00分～12時00分
2人 854円～854円 (2)13時00分～17時00分

パート労働者 不問 03030-  687331
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1)17時15分～8時30分
1人 587円～587円

パート労働者 18歳以上 03030-  689931

1

（2月27日時点の内容です）

２月２１日　から　　２月２７日　までに受理した求人です。　＜次回発行日は３月９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

通所介護におけるドライ
バー業務（宮古）

通所介護サービスをご利用されるお客様の送迎
（ワンボックス車使用）
その他、浴室清掃等あり
入社時に介護職員初任者研修又は旧ホームヘル
パー２級以上の資格を保有していない方は、入社

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）

岩手県宮古市

普通自動車第二種免
許、中型自動車第二種
免許、大型自動車第二
種免許　のいずれか

事業所名
求人番号

デイサービスの介護員（八
木沢）

デイサービスにおける介護業務全般を行っていた
だきます。
・入浴介助
・給食・食事介助
・レクリエーションの企画・実行等

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～17時30分

の間の6時間程度
岩手県宮古市

クリンクルー（崎鍬ヶ崎１
８地割）

請負先の宿泊施設において次の業務に従事してい
ただきます。
・大浴場、脱衣室の清掃
・共用部のトイレ清掃
・ホール、廊下等の掃除機がけ

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
月未満）

岩手県宮古市

簡単な操作（数字入力
程度）

調理補助 当ホテルの厨房にて、調理補助の業務をしていた
だきます。
＊作業手順は採用後に指導致しますので経験の有
無は問いません
＊就業時間、短期アルバイトについて相談に応じ

岩手県宮古市日立浜町３２
－４

株式会社　みちのり
ホテルズ　浄土ヶ浜
パークホテル

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ゴルフ用品販売員 ゴルフパートナー宮古カントリークラブ店におい
て下記業務を行います。
・接客、レジ業務
・商品の陳列、補充、在庫管理、発注
・商品の発送（チェーン店間）

岩手県宮古市崎山第４地割
８６－３

株式会社　宮古カン
トリークラブ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は7時00分～17時00分

の間の5時間以上
岩手県宮古市

基本操作、ワード・エ
クセル・オンライン対

応が可能なこと

ホテルフロント／夜間 ホテルに関する夜間のフロント業務全般を行って
いただきます。
・予約受付、確認
・部屋、施設等の説明等
・チェックイン、チェックアウト

岩手県下閉伊郡山田町船越
第６地割１４８番地１

株式会社　テルコー
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

調理士／６０歳以上限定求
人

令和５年４月に開園予定の家庭的保育室で、０歳
から２歳児定員５名の乳幼児保育に従事していた
だきます。
○雇用開始は令和５年４月１日～を予定
＊子育て支援員研修を受けていない方は、採用年

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第５
地割１６番地３

家庭的保育室　いち
ごハウス

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ホールスタッフ／カフェ
バーヴァリリア

カウンター越しの接客（カウンター２０席）
お酒とチャームの提供
カラオケ準備
店内清掃等

岩手県宮古市大通２丁目２
－４

ドゥ・ヒートライズ
クリエイティブ　株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

宿直専門員 ・電話の応対及び関係者への取次ぎ（外線内線）
・来院者の応対及び関係職員への取次ぎ
・夜間帯の巡視（院内の消灯及び点灯午後８時、
午後１１時、午前　６時）
・施錠業務、朝方の開錠業務、非常事態発生時

岩手県宮古市板屋１丁目６
番地３６

医療法人財団　正清
会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

児童指導員／らいず ・入所児童８～１０名（定員１６名）の就寝及び
起床
・夜間帯における支援業務
・平日は支援学校への登校準備等の支援
・必要に応じて、食事・入浴・排泄・着替え等の

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第４
地割１番地４２

社会福祉法人　若竹
会　新たな郷わかた
け

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

レジチェッカー（山田イン
ター店　日祝のみ）

山田インター店レジ部門配属となり、
　（１）レジ精算（セミセルフレジ。決済・精算
は、お客様ご自身がなさいます）
　（２）レジ周りの消耗品補充やカゴ整理
　（３）接客（お客様からの注文、商品場所案内

岩手県遠野市松崎町白岩１
３－８－１２

株式会社　キクコウ
ストア

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時30分～21時15分

の間の5時間以上
岩手県下閉伊郡山田町

レジチェッカー（山田イン
ター店　８：３０‐１２：
３０）

山田インター店レジ部門配属となり、
　（１）レジ精算（セミセルフレジ。決済、精算
はお客様ご自身がなさいます）
　（２）レジ周りの消耗品やカゴ整理
　（３）接客（お客様からの注文や商品場所案内

岩手県遠野市松崎町白岩１
３－８－１２

株式会社　キクコウ
ストア

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時00分～14時00分

の間の4時間程度
岩手県下閉伊郡山田町

商品陳列スタッフ（お仕事
ナンバー：１０１２００２
６）

＜長期のお仕事＞
大手ドラッグストアで商品を運んで並べるだけ
の、未経験でもすぐ覚えられるコツコツ作業で
す。

千葉県千葉市花見川区幕張
町３－７７２７－１

エイジスマーチャン
ダイジング　サービ
ス　株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

商品陳列スタッフ（お仕事
ナンバー：１０１２００２
５）

＜長期のお仕事＞
大手ドラッグストアで商品を運んで並べるだけ
の、未経験でもすぐ覚えられるコツコツ作業で
す。

千葉県千葉市花見川区幕張
町３－７７２７－１

エイジスマーチャン
ダイジング　サービ
ス　株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

ガソリンスタンド販売員
（船越ＳＳ）

ガソリンスタンド販売員に従事していただきま
す。
・車両への給油業務、応対サービス
・窓ふき、洗車、簡単な自動車整備
・タイヤ交換、配達などの諸業務

岩手県下閉伊郡山田町船越
第６地割１４２－１２

株式会社　サカモト

雇用期間の定めなし
又は6時30分～20時30分
の間の5時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

商品陳列スタッフ（お仕事
ナンバー：１０１２０１０
２）

＜長期のお仕事＞
大手ドラッグストアで商品を運んで並べるだけ
の、未経験でもすぐ覚えられるコツコツ作業で
す。

千葉県千葉市花見川区幕張
町３－７７２７－１

エイジスマーチャン
ダイジング　サービ
ス　株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

宿直業務代行 　生涯学習部門に属し、岩泉町から委託を受けて
いる、指定管理施設（岩泉町民会館・岩泉町立図
書館）の宿直業務に携わっていただきます。
＜主な業務＞
　・館内外の巡回（６回）

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字松橋２１－１

特定非営利活動法人
岩泉地域活動推進セ
ンター

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

水産食料品加工員 当社にて下記の業務に従事していただきます。
　魚介海藻等の袋詰め、瓶詰め等の加工品製造
　冷凍魚等の三枚おろし加工等
　その他付随する業務

岩手県宮古市藤原２丁目２
－４１

古須賀商店

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３月２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



普通自動車免許ＡＴ 交替制あり
(1)21時00分～4時00分

1人 860円～860円 (2)21時00分～2時00分

パート労働者 18歳以上 03030-  690231
変形（1年単位）
(1)8時30分～16時00分

1人 880円～950円 (2)9時00分～17時00分

パート労働者 不問 ワード・エクセル操作 03030-  693731

1人 860円～960円

パート労働者 不問 03030-  694331
交替制あり
(1)8時00分～16時00分

1人 865円～900円 (2)8時00分～17時00分
(3)9時00分～16時00分

パート労働者 不問 03030-  695631
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

2人 1,300円～1,450円

パート労働者 不問 03030-  698031
普通自動車免許ＡＴ

2人 1,100円～1,400円

パート労働者 不問 03030-  699831

(1)5時00分～9時00分
1人 1,000円～1,000円

パート労働者 不問 04010-13548231

2

運転手（随伴車） 宮古市内・近郊を中心とした運転代行業務全般。
・お客様のご依頼地にあわせての随伴車両運転
・接客、乗務記録簿への記載、精算会計
・車両管理等（給油、洗車、タイヤ交換等）を行
います。

岩手県宮古市実田１－１－
１

運転代行　人力舎

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ゴルフ場フロント ゴルフ場のフロントにおいて、下記業務を行って
いただきます。
・お客さまのチェックイン、チェックアウト、清
算業務
・電話対応、予約管理

岩手県宮古市崎山第４地割
８６－３

株式会社　宮古カン
トリークラブ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

レストランフロアー ゴルフ場のレストランにおいて、下記業務を行い
ます。
・ご利用のお客様の注文、配膳、片付け
・清掃等
○フロアースタッフは他３名おります。

岩手県宮古市崎山第４地割
８６－３

株式会社　宮古カン
トリークラブ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は9時00分～16時00分

の間の5時間以上
岩手県宮古市

リネン係 ゴルフ場のクラブハウスにおいて、清掃業務を担
当します。
・掃除（ハウス内フロア、お風呂、脱衣所、トイ
レ）
・洗濯、乾燥（タオル類）等

岩手県宮古市崎山第４地割
８６－３

株式会社　宮古カン
トリークラブ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

看護師（正・准）／訪問入
浴

訪問入浴に関わる看護師業務をしていただきま
す。
・利用者さんのご自宅に訪問しバイタルチェック
・入浴介助等
訪問は入浴車（社用車）にて３名体制で行いま

岩手県下閉伊郡山田町山田
第１５地割８２番地２

社会福祉法人　山田
町社会福祉協議会

看護師、准看護師
のいずれか

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 又は8時30分～17時30分

の間の4時間以上
岩手県下閉伊郡山田町

ホームヘルパー 山田町内の利用者宅への訪問介護業務に従事して
いただきます。
・身体介護、入浴介助および家事の支援、通院介
助などを行っていただきます。
・訪問時には自家用車を使用していただきます。

岩手県下閉伊郡山田町山田
第１５地割８２番地２

社会福祉法人　山田
町社会福祉協議会

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 又は7時00分～18時00分

の間の1時間以上
岩手県下閉伊郡山田町

積載・仕分け（早朝） いわて生協の共同購入で配送する商品の仕分けと
車両への積み込み作業です。
男女問わず活躍できます。

※最重量物で約１２キロ程度です。（飲料ケー

宮城県仙台市若林区六丁の
目中町２３－３８　フクイ
事務所２階

株式会社　三協運輸
サービス　東北営業
所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市


