
(1)9時00分～17時00分
1人 920円～1,102円

パート労働者 不問 03030-  796231

(1)18時00分～6時00分
2人 700円～733円 (2)21時00分～9時00分

パート労働者 18歳～64歳 03030-  797531

(1)9時00分～16時00分
1人 921円～921円

パート労働者 不問 03030-  799731

(1)9時00分～16時00分
1人 921円～921円

パート労働者 不問 03030-  801231

(1)10時30分～15時15分
1人 976円～1,205円

パート労働者 不問 ワード・エクセル操作 03030-  802531

(1)20時00分～0時00分
2人 1,000円～1,500円

パート労働者 20歳以上 03030-  805331
普通自動車免許ＡＴ

1人 854円～1,000円

パート労働者 不問 03030-  811431

(1)13時50分～19時35分
3人 (2)10時00分～15時45分

(3)7時45分～13時30分

パート労働者 不問 03030-  813331
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)5時00分～12時00分
1人 900円～1,000円

パート労働者 不問 03030-  816131
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時00分～10時00分
1人 904円～904円 (2)15時30分～17時30分

パート労働者 不問 03030-  777131

(1)7時00分～12時00分
1人 854円～854円

パート労働者 不問 03030-  779831

1人 893円～920円

パート労働者 不問 03030-  780431
変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～17時00分

2人 870円～1,015円

パート労働者 59歳以下 03030-  790331
普通自動車免許ＡＴ 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
2人 900円～1,000円

パート労働者 59歳以下 03030-  791631

歯科衛生士 (1)9時15分～18時45分
2人 1,000円～1,650円 (2)8時45分～13時30分

パート労働者 不問 03030-  748531

1人 900円～900円

パート労働者 不問 03030-  758731

歯科衛生士
1人 900円～1,200円

実務経験３年以上

パート労働者 不問 03030-  759331
交替制あり

1人 854円～854円

パート労働者 不問 03010- 6247631
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事業所名
求人番号

６０．公民館主事兼図書館
分室奉仕員（会計年度任用
職員）

新里生涯学習センター勤務となります。
○新里生涯学習センターの管理運営
○市民向け講座等の公民館事業の企画・実施等の
事務
○図書館新里分室での図書の貸出・返却の対応、

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

（3月3日時点の内容です）

２月２８日　から　　３月３日　までに受理した求人です。　＜次回発行日は３月１６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

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作のできる方

事務補佐員／現地事務所 １．登記事務の補助
２．各種書類の整理、編綴及び点検作業。
３．電話対応補助。
４．発送郵便物の点検、封入、封かん作業。
５．パソコン（エクセル、ワード又は一太郎）で

岩手県宮古市小山田一丁目
１－１　宮古地方合同庁舎
３Ｆ

盛岡地方法務局　宮
古支局

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

夜間警備 施設課に配属され、夜間の施設警備を行っていた
だきます。
・施設内の見回り等（夜間２回の巡回）
・施錠確認
・緊急時の対応

岩手県宮古市田老字向新田
１４８

株式会社　グリーン
ピア三陸みやこ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

パソコン（エクセル・
ワードまたは一太郎）

操作入力

教員業務等支援職員（会計
年度任用職員）

岩泉高等学校内において下記の業務を担当してい
ただきます。
○パソコンを使用しての伝票整理、データ入力等
○学校徴収金等の経理補助
○文書受付

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字松橋４

岩手県立岩泉高等学
校

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

事務補佐員 １．登記事務の補助
２．各種書類の整理、編綴及び点検作業。
３．電話対応補助。
４．発送郵便物の点検、封入、封かん作業。
５．パソコン（エクセル、ワード又は一太郎）で

岩手県宮古市小山田一丁目
１－１　宮古地方合同庁舎
３Ｆ

盛岡地方法務局　宮
古支局

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

パソコン（エクセル・
ワードまたは一太郎）

操作入力

一般事務 小売業事務所での一般事務業務に従事していただ
きます。
具体的には伝票チェック、集計作業、来客・電話
対応、その他庶務作業になります。

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第２地割４３番地６
ホームワンサトー

有限会社　サトー
（ホームワン　サ
トー）

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
岩手県下閉伊郡山田町

カウンタースタッフ カウンター内で下記の接客業務に従事していただ
きます。
・ドリンクやおつまみ等の提供
・食器類の洗浄、後片付け等
・店内外の掃除業務

岩手県下閉伊郡山田町川向
町５－２３

スナック　Ｌｉｂｅ
ｒｔｙ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

エクセル・ワードで入
力作業ができれば尚可

運転手兼介助員 デイサービスにおける利用者の送迎業務、乗降介
助など
・送迎には、リフト付き車両を使用し、介護職員
が添乗します。
・現在、１日平均２５名の利用者があり、送迎エ

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第４
地割１－２０

社会福祉法人　若竹
会　サンホームみや
こ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

調理補助／５時～ 龍泉洞温泉ホテルの厨房において、調理師の指示
のもと、下記業務に従事していただきます
・料理の下ごしらえ、盛付、後片付け、給仕等
※町内の店舗へ食材の仕入れに行っていただくこ
ともあります（社用車使用）

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字府金４８

株式会社　岩泉総合
観光

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

ガソリンスタンド販売員 ・接客、洗車等の際の車両誘導、窓拭き、ゴミ捨
て
・給油業務、洗車の補助業務
○勤務日は週１日からでも相談可能です。
○就業時間については、本人の希望を考慮しま

岩手県宮古市築地２丁目１
－４

株式会社　菊長商店

雇用期間の定めなし
又は8時00分～19時00分
の間の3時間以上

岩手県宮古市

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

岩手県宮古市

歯科助手 当院において歯科助手業務に従事します。
・歯科医師の診療補助
・治療器具のセッティング
・使用済み器具の洗浄
・その他関連する業務を行っていただきます。

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第２地割１０５－１

留理歯科医院

雇用期間の定めなし
又は8時30分～18時00分
の間の4時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

歯科衛生士 ２０２３年２月に新規開業した歯科医院です。本
ポジションでは、当院における診療補助、歯科予
防処置、歯科保健指導、その他院内業務に従事い
ただきます。院長は、首都圏で長年経験を積んで
Ｕターンをした経験豊富なドクターです。新規開

岩手県宮古市向町４－４ 宮古うみねこ歯科ク
リニック

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ドラッグストアでの販売
（宮古磯鶏店）

・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） 又は17時00分～22時15分

の間の3時間以上
岩手県宮古市

歯科衛生士 当院において歯科衛生士業務に従事します。
・主に歯科医師の治療の補助、歯周病検査ブラッ
シングなど口腔衛　生指導
・その他関連する業務を行っていただきます。


岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第２地割１０５－１

留理歯科医院

雇用期間の定めなし
又は8時30分～18時00分
の間の4時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

パソコン（ワード・エ
クセル）入力操作がで

きること

会計年度任用職員（運転技
士兼学校技術員）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

学校の内外において次の業務に従事していただき
ます。
◎　商業校舎と工業校舎で部活動を行う生徒の校
舎間移動バスの運転業務
◎　バスの点検、洗車、バス運行日誌の記入

大型自動車免許、中型
自動車免許　のいずれ

か
又は11時30分～18時45分
の間の5時間程度

岩手県宮古市磯鶏三丁目５
－１

岩手県立宮古商工高
等学校（商業校舎）

岩手県宮古市

事務補助員／デジタル推進
課（会計年度任用職員）

宮古市役所デジタル推進課に勤務となります。
・マイナポイント申込支援事務、デジタル相談対
応業務等
・その他付随する業務

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

パン製造エ 有限会社相馬屋菓子店においてパン製造の業務を
行っていただきます。
・パンの成型、焼き上げ、加工
・袋詰め、箱詰め、ダンボール詰め
・調理器の洗浄、清掃

岩手県宮古市西町２丁目３
－２７

有限会社　相馬屋菓
子店

雇用期間の定めなし

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

◎ 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９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



変形（1年単位）
(1)8時00分～15時00分

1人 860円～960円 (2)8時00分～16時00分

パート労働者 不問 03021-  352531
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時30分～12時00分
1人 美容師 1,500円～2,100円

美容師歴８年以上
パート労働者 64歳以下 15110- 1343531

(1)9時30分～17時30分
1人 900円～900円

パート労働者 不問 03030-  743931

(1)16時00分～0時00分
1人 860円～860円 (2)18時00分～0時00分

パート労働者 18歳以上 03030-  744131

大型自動車第二種免許
1人 912円～1,039円

パート労働者 不問 03030-  746831

(1)6時00分～13時45分
1人 900円～950円

パート労働者 不問 04010-14647431

2

加工食品販売員（山田イン
ター店　８時ー１５時又は
１６時）

山田インター店加工食品部門配属となり、
　（１）商品陳列・補充
　（２）売場の整頓
　（３）接客（お客様からの注文、予約の承りな
ど）

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～16時00分

の間の5時間以上
岩手県下閉伊郡山田町

美容師＜岩手県＞ 老人介護施設へご高齢者を対象とした美容サービ
ス（ヘアカットや毛染め、パーマなど）の提供を
行います。
　※施設への連絡、アポイント調整などは本社で
行います。

新潟県燕市野中才１３３９
番地２

株式会社　ブルーラ
イン２１

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市　他

化粧品の販売員 店頭での化粧品販売に伴う、お客様へのメイク
アップ指導、お肌のカウンセリングやお手入れ
（エステ）が主な業務となります。
取り扱いメーカー（コーセー、資生堂、カネボウ
など）主体の教育セミナーへ参加していただき、

岩手県宮古市五月町１－１
魚菜市場内

化粧品のおぐに

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員（ファミリーマート
宮古崎山店）

コンビニエンスストア業務全般に従事していただ
きます。
・レジ業務での接客応対
・商品袋詰めや商品の品出・補充
・ファーストフードの調理

岩手県宮古市刈屋第１１地
割５２番地１

有限会社　丸坂商店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

通学バス運転手兼校務補助
員／学校教育課（会計年度
職員）

小中学校のスクールバスの運転業務に従事してい
ただきます。
・町内小中学校の通学バスの運転
・学校施設での物品整理、草取り等の環境整備


岩手県宮古市小山田一丁目
１－１　宮古地方合同庁舎
３Ｆ

山田町役場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は6時50分～18時50分

の間の7時間
岩手県下閉伊郡山田町

学生寮での調理業務 学生寮での朝・昼調理のお仕事です。
毎食１５食程度になります。
一人でのお仕事になります。
土日祝日と春夏冬の長期休みがあります。
仕込み・調理・食器洗浄・清掃・発注・事務処理

岩手県宮古市小山田一丁目
１－１　宮古地方合同庁舎
３Ｆ

一冨士フードサービ
ス　株式会社　北海
道・東北支社

雇用期間の定めなし
ＰＣ入力：簡単な打ち

込み
岩手県宮古市


