
(1)9時00分～15時30分
900円～930円 (2)10時00分～16時30分

パート労働者 不問 03030-  561001

(1)9時30分～16時00分
900円～930円

パート労働者 不問 03030-  562301

(1)8時00分～17時00分
790円～790円

パート労働者 不問 03030-  565101
変形（1年単位）

790円～790円

パート労働者 不問 03030-  567701
普通自動車免許一種

(1)9時00分～16時00分
840円～840円

パート労働者 不問 03030-  571301
大型自動車免許

(1)7時00分～8時30分
800円～850円 (2)15時00分～16時00分

パート労働者 不問 03030-  572601
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～15時00分
790円～850円

パート労働者 不問 03030-  573901

800円～800円

パート労働者 不問 03030-  574101

(1)17時00分～22時00分
1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030-  551201

840円～900円

パート労働者 不問 03030-  555601

(1)8時00分～15時00分
800円～800円 (2)10時00分～18時00分

(3)13時00分～18時00分

パート労働者 不問 03030-  557101

(1)8時00分～14時00分
790円～820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 不問 03030-  559701

(1)9時00分～15時00分
818円～818円

パート労働者 不問 03030-  542801

(1)5時00分～8時00分
950円～950円

パート労働者 不問 03030-  549101

830円～900円

パート労働者 不問 03030-  532401

850円～950円

パート労働者 不問 03030-  533701

800円～850円

パート労働者 不問 03030-  536501

830円～900円

パート労働者 不問 03030-  537001

1

ホールスタッフ（大戸屋宮
古店）／８Ｈ

1人

・お客様のご案内
・注文伺い
・料理提供とサービス
・後片付け
・店舗内外の清掃

岩手県宮古市鴨崎町１－
５８

アンドーコーポ
レーション　有限
会社雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
又は10時00分～23時00分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

ホールスタッフ／短期アル
バイト（トマト＆オニオ

2人

・お客様のご案内、注文伺い、料理提供とサービ
ス
・後片付け、店舗内外の清掃
・その他付随する業務
＊初期段階でのトレーニングタイムもあるので、

岩手県宮古市鴨崎町１－
５８

アンドーコーポ
レーション　有限
会社雇用期間の定めあり（４ヶ

月未満）
又は10時00分～23時00分の
間の4時間以上

岩手県宮古市

ホールスタッフ（トマト＆
オニオン）１７時～

3人

・お客様のご案内
・注文伺い
・料理提供とサービス
・後片付け
・店舗内外の清掃

岩手県宮古市鴨崎町１－
５８

アンドーコーポ
レーション　有限
会社雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
又は17時00分～21時00分の
間の4時間以上

岩手県宮古市

ホールスタッフ大戸屋宮古
店／１７時～

3人

・お客様のご案内
・注文伺い
・料理提供とサービス
・会計
・後片付け

岩手県宮古市鴨崎町１－
５８

アンドーコーポ
レーション　有限
会社雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
又は17時00分～23時00分の
間の3時間程度

岩手県宮古市

販売員（５：００～）

1人

・接客、レジ操作
・商品の受け渡し、商品の袋詰め
・商品陳列、補充、発注、
・簡単な調理（揚げ物等）
・店内の清掃等

岩手県宮古市実田２丁目 株式会社　三栄

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

電子部品組立又は検査作業

5人

〇電子部品組立作業
・指サックを使用し手作業業務
・様々な大きさの部品を担当毎に行っていきま
す。
〇検査作業

岩手県宮古市板屋３－１
１－１５

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

加工員

3人

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）


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

グロサリ係＜ベルフ魚菜市
場＞

1人

グロサリ部門での業務になります。
・食品やお菓子、飲料、雑貨等の商品を取り扱い
・商品の補充、陳列、発注
・その他清掃などの付帯業務


岩手県宮古市田の神２丁
目２－３０

いわて生活協同組
合　ベルフ西町店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

管理課事務

1人

当社において下記の業務を行っていただきます。
・ＰＣによるデータ整理（１人１台貸与）
・電話、来客対応
・書類配布、整理
・従業員手続き（社会保険、年金、健保）

岩手県宮古市大字津軽石
１９－１８

株式会社　宮古マ
ランツ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

又は8時00分～17時00分の
間の5時間以上

岩手県宮古市

調理補助（つぼ八）

2人

チェーン店居酒屋での調理補助業務全般に従事し
ていただきます。
・食材の仕込み、材料を切る、調理、盛付け作業
・調理器具や食器類の洗浄など
・その他、店舗内の清掃作業

岩手県宮古市近内第４地
割５２－３　ラフィネＡ
１０２

株式会社　マルセ
イユ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員

2人

・接客、ＰＯＳレジ操作
・商品陳列、補充、商品袋詰め
・一部値付け、配送車の荷受、店舗内の清掃業務
等


岩手県下閉伊郡田野畑村
浜岩泉１１６

株式会社　牧原商
店

雇用期間の定めなし

又は8時30分～18時00分の
間の7時間程度

岩手県下閉伊郡田野畑村

事務兼配達／仕出しいっぷ
く

1人

仕出しいっぷくにて一般事務、経理事務や配送業
務に従事
【事務】
・パソコンを使用しての伝票作成、集金など
【配送】

岩手県下閉伊郡山田町船
越第６地割１３４－１

株式会社　いっぷ
く

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

スクールバス運転手

2人

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　　　　　　　　　

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

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

現地調査員兼事務

1人

当協会において下記の業務を行っていただきま
す。
○道路使用現地調査等（岩泉・田野畑地域）
　・道路使用許可後の現地調査
　・車庫証明申請案件の現地調査等

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字太田１９番地

一般社団法人　岩
手県交通安全協会
下閉伊郡北支部雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード、エ
クセル）

岩手県下閉伊郡岩泉町

仕上係

1人

オイルシールの仕上げ加工業務全般を行います。
・機械や手作業での仕上げ加工作業となります。

※オイルシール…各種機械等に使用される部品


岩手県下閉伊郡岩泉町小
本字内の沢２―２

有限会社　岩泉ゴ
ム工業

雇用期間の定めなし

又は8時00分～17時20分の
間の4時間以上

岩手県下閉伊郡岩泉町

菌床椎茸の培養、栽培・収
穫作業

2人

ハウス内での菌床椎茸の培養、栽培・収穫業務に
従事し、主に以下の作業を行います。
・椎茸菌を接種した菌床ホダの入荷（棚に並べ
る）
・出荷準備（袋を取り除く、ケースに入れる）

岩手県下閉伊郡田野畑村
和野１６９番９

株式会社　ミナカ
ワ　田野畑パック
セン夕ー雇用期間の定めなし

又は8時00分～17時00分の
間の4時間以上

岩手県下閉伊郡田野畑村

一般事務補助・電話交換事
務補助／総務課

1人

当税務署の総務課に勤務
【主な担当業務】
・各種書類整理等の一般事務補助
・電話交換事務補助
・その他指示された業務

岩手県宮古市小山田一丁
目１－１　宮古合同庁舎

宮古税務署

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

高校卒業程度の知識を有す
る方

パソコン操作（ワード、エ
クセル等の一般的な入力が

できる程度）

事業所名
求人番号

一般事務・データ入力事
務・受付事務各補助／管理

2人

当税務署の管理運営・徴収部門に勤務
【主な担当業務】
・各種書類整理等の一般事務補助
・データ入力事務補助
・受付事務補助

岩手県宮古市小山田一丁
目１－１　宮古合同庁舎

宮古税務署

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

高校卒業程度の知識を有す
る方

パソコン操作（ワード、エ
クセル等の一般的な入力が

できる程度）

     （2月17日時点の内容です）

　　２月１０日　から　２月１７日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は　２月２７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

◎ この求人情報は、発行日現在、有効中の求人を掲載しています。       ◎ 面接には、ハローワークの紹介状をご持参ください。 

◎ すでに、募集を締め切っている場合もありますので、ご注意ください。 

TEL 0193－63－8609 

ハローワーク 宮古 

宮古公共職業安定所 

◎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。 フルタイム ◎ この求人情報は、発行日現在、有効中の求人を掲載しています。       ◎ 面接には、ハローワークの紹介状をご持参ください。 

◎ すでに、募集を締め切っている場合もありますので、ご注意ください。 

TEL 0193－63－8609 

ハローワーク 宮古 

宮古公共職業安定所 

◎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。 パートタイム 

令和２年２月２０日発行  



850円～950円

パート労働者 不問 03030-  539601

(1)17時00分～21時00分
880円～930円 (2)21時00分～00時00分

パート労働者 不問 03030-  531101
交替制あり
(1)8時30分～17時15分

819円～1,048円 (2)17時15分～8時30分

パート労働者 18歳以上 03030-  517401
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時00分～12時00分
800円～1,000円 (2)13時30分～17時30分

パート労働者 64歳以下 03030-  518701

(1)6時00分～9時00分
790円～790円

パート労働者 不問 03030-  520301

(1)7時00分～15時00分
830円～830円 (2)7時30分～15時30分

(3)8時00分～16時00分

パート労働者 不問 03030-  521601
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1)8時00分～17時00分
790円～790円 (2)17時00分～8時30分

パート労働者 不問 03020-  292501
交替制あり
(1)6時50分～7時50分

790円～790円 (2)16時50分～18時50分

パート労働者 18歳以上 03070-  919201

(1)10時00分～16時00分
1,000円～1,000円

有期雇用派遣パート 不問 03010- 3504301

(1)9時00分～15時00分
880円～990円

パート労働者 64歳以下 03010- 3515101
交替制あり

880円～990円

パート労働者 64歳以下 03010- 3520001
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～17時00分
1,120円～1,230円

パート労働者 64歳以下 03010- 3521301
交替制あり

920円～1,030円

パート労働者 64歳以下 03010- 3523901
福祉用具専門相談員、
介護福祉士、社会福祉 (1)9時00分～18時00分

のいずれか 805円～805円

パート労働者 不問 03010- 3194301
普通自動車免許ＡＴ

1,000円～1,100円

パート労働者 18歳以上 03010- 3298201
普通自動車免許ＡＴ

1,000円～1,100円

パート労働者 18歳以上 03010- 3310201

(1)22時00分～0時00分
800円～1,040円

パート労働者 18歳以上 03010- 3311501

(1)23時00分～0時00分
1,040円～1,040円

パート労働者 18歳以上 03010- 3315901

(1)23時00分～0時00分
1,040円～1,040円

パート労働者 18歳以上 03010- 3316101

2

ホールスタッフ（トマト＆
オニオン）１０時～

2人

・お客様のご案内
・注文伺い
・料理提供とサービス
・後片付け
・店舗内外の清掃

岩手県宮古市鴨崎町１－
５８

アンドーコーポ
レーション　有限
会社雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
又は10時00分～15時00分の
間の3時間以上

岩手県宮古市

ホールスタッフ／牛角

2人

おしゃれで家庭的な雰囲気の焼肉店『牛角宮古
店』でのお仕事です。
・お客様をお席にご案内し、ご注文をお伺い
・ドリンクや料理を運ぶ
・後片づけ　など

岩手県宮古市鴨崎町１－
５８

アンドーコーポ
レーション　有限
会社雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

岩手県宮古市

当直専門員（会計年度任用
職員）

6人

当直専門員として下記業務を行います。
・宮古地区合同庁舎内及び敷地内の巡回
・鍵の保管および貸出
・構内出入口及び玄関等の開閉
・国旗及び県旗の掲揚

岩手県宮古市五月町１－
２０

岩手県沿岸広域振
興局宮古地域振興
センター雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

岩手県宮古市

介護員（通所）「介護」

3人

通所リハビリテーション（デイケア）の介護業務
を行っていただきます。
・おおよそ２０名の利用者を介護（食事、入浴、
排せつ、健康管
　理、自立支援、レクリエーション、送迎等）い

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

岩手県宮古市

販売員（小本店）６時～

1人

ローソン岩泉町小本店での業務となります。
・接客、レジ打ち、商品袋詰め、電話対応、品出
し、清掃、商品発　注等。
・商品発注は、適性を見ながら指導いたします。


岩手県宮古市大字根市第
２地割字中割目六番四

ローソン宮古根市
店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

ベーカリー係／７Ｈ

1人

パンの製造業務を行います。
・パン生地の成形
・焼き上げ
・袋詰めや値段ラベル貼り
・陳列、清掃等の附帯業務

岩手県宮古市田の神２丁
目２－３０

いわて生活協同組
合　ベルフ西町店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

施設警備員（陸中海岸青少
年の家）

1人

※施設内での巡回警備全般に従事していただきま
す。

　＊扉・門・窓等の施錠及び破損状態の確認
　＊灰皿・野営場ほか火気の残り火点検、確認

岩手県釜石市大渡町一丁
目５－８

東陵総業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

警備員（岩泉町）

1人

◆当社請負先の警備業務をお願いします。
・校舎内の施錠、開錠、巡回業務
・学校職員出動、退勤後の電話対応
・その他付随する業務


岩手県北上市幸町２番５
号

北上ビルメン　株
式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

一般事務（下閉伊郡岩泉
町）

1人

派遣先事業所において以下の業務を担当していた
だきます

・灯油、ガス、修理などの受付（電話）
・発注業務

岩手県盛岡市盛岡駅西通
２丁目９－１　マリオス
１５Ｆ

マンパワーグルー
プ　株式会社　盛
岡支店雇用期間の定めあり（４ヶ

月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

互助会会社で事務パート
（宮古支店）

1人

○書類の整理・電話応対。パソコン作業・お客様
へのお茶出しなど冠婚葬祭業を営む当社の支店に
て、事務業務を行っていただきます。

未経験者でも安心の研修を行います。

岩手県盛岡市津志田南３
丁目１４番６５号

株式会社　サン
ファミリー　（愛
グループ）雇用期間の定めなし

ＰＣある程度使える方 岩手県宮古市

精算事務パート（宮古典礼
会館）

2人

宮古典礼会館の事務所にて下記の業務を行って頂
きます。
・電話応対
・入金処理
・現金管理

岩手県盛岡市津志田南３
丁目１４番６５号

株式会社　サン
ファミリー　（愛
グループ）雇用期間の定めなし

ＰＣある程度使える方
又は9時00分～17時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

業務パート（宮古典礼会
館）

2人

典礼会館にて葬儀通夜の準備や、会場・祭壇の設
営、片付けなど。病院へのお迎え業務や、会葬者
様へのご案内などご親族様のサポートをお願いし
ます。
葬祭に関する知識がない方でも安心して働いてい

岩手県盛岡市津志田南３
丁目１４番６５号

株式会社　サン
ファミリー　（愛
グループ）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

献茶パート（宮古典礼会
館）

2人

典礼会館にて、お葬儀や法事の際の仕出しの配膳
やお飲み物の提供、ご親族様のフォロー及び控室
の清掃等を行っていただきます。ご親族様の不安
を少しでも和らげるような「お声掛け」や細かい
所まで行き届いた清掃等、あなたの「気付き」が

岩手県盛岡市津志田南３
丁目１４番６５号

株式会社　サン
ファミリー　（愛
グループ）雇用期間の定めなし

又は9時00分～17時00分の
間の5時間

岩手県宮古市

福祉用具専門相談員（宮
古）

1人

お客様のお宅に訪問しての仕事になります。
　・福祉用具に関する相談
　・営業
　・福祉用具の納品
　・フィッティング

岩手県盛岡市盛岡駅西通
２－９－１　マリオスビ
ル１２Ｆ

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）

経験あれば尚可 岩手県宮古市

ホールスタッフ・カウン
タースタッフ（１６時～／

3人

パチンコ店のホール及びカウンターの一般業務。
その他、付随する業務および指示された業務を
行っていただきます。

＊時間、勤務日数については応相談。

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00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

ホールスタッフ・カウン
タースタッフ（１６時～／

3人

パチンコ店のホール及びカウンターの一般業務。
その他、付随する業務および指示された業務を
行っていただきます。

＊勤務日数、時間応相談

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00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

清掃スタッフ（２２：００
～）（宮古店）

2人

パチンコホールの清掃業務全般を行っていただき
ます。
・ホール床の拭き掃き清掃
・パチンコ台ガラスの清掃、灰皿清掃
・トイレ清掃

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
月未満）

岩手県宮古市

清掃スタッフ（２３：００
～）（宮古店）

2人

パチンコホールの清掃業務全般を行っていただき
ます。
・ホール床の拭き掃き清掃
・パチンコ台ガラスの清掃、灰皿清掃
・トイレ清掃

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
月未満）

岩手県宮古市

清掃スタッフ（２３：００
～）（山田店）

2人

＊パチンコホールの清掃業務全般を行っていただ
きます
（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

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）

岩手県下閉伊郡山田町


