
登録販売者（一般医薬品） 交替制あり

850円～850円

パート労働者 不問 03010- 9477701
登録販売者（一般医薬品） 交替制あり

850円～850円

パート労働者 不問 03010- 9478801
登録販売者（一般医薬品） 交替制あり

850円～850円

パート労働者 不問 03010- 9480001
栄養士

(1)8時00分～16時00分
969円～1,142円

パート労働者 不問 03030- 1344501

(1)9時00分～17時00分
790円～850円

パート労働者 不問 03030- 1348901

(1)8時00分～12時00分
850円～850円 (2)16時00分～19時00分

パート労働者 不問 03030- 1350801

(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- 1351201
看護師、准看護師の

いずれか
1,300円～1,300円

パート労働者 不問 03030- 1357101
看護師、助産師の 交替制あり

いずれか (1)8時30分～17時15分
1,010円～1,537円 (2)16時30分～1時15分

(3)0時30分～9時15分

パート労働者 18歳以上 03030- 1361001
准看護師 交替制あり

(1)8時30分～17時15分
1,010円～1,401円 (2)16時30分～1時15分

(3)0時30分～9時15分

パート労働者 18歳以上 03030- 1362301

(1)9時00分～17時00分
830円～930円 (2)9時00分～16時00分

パート労働者 不問 03030- 1378201
中型自動車免許 交替制あり

(1)7時30分～12時00分
900円～1,000円 (2)7時30分～15時30分

(3)7時00分～16時00分

パート労働者 不問 03030- 1383401
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1)8時30分～16時00分
1,130円～1,306円 (2)9時45分～17時15分

パート労働者 不問 03030- 1390101

(1)11時00分～18時00分
915円～915円

パート労働者 不問 02020- 5779201
介護職員初任者研修修了者 変形（1ヶ月単位）

(1)16時45分～8時45分
856円～856円

パート労働者 18歳以上 03030- 1296701
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時00分～17時00分
1,050円～1,050円

パート労働者 64歳以下 03030- 1300701
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- 1303501

(1)10時30分～14時30分
1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 1306601

1

調理（王将）１０時３０分
～１４時３０分

1人

中華料理店での調理業務全般を行っていただきま
す。
・食材の仕込み、調理、盛り付け
・食器洗い、厨房内の清掃
・その他付随する業務

岩手県宮古市大通４丁目
４－２０　２Ｆ

株式会社　マルセ
イユ　大阪王将宮
古店雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

生活相談員

1人

当社が運営する小規模デイサービス（利用者１５
人程度）における相談業務全般に従事していただ
きます。利用者・家族・関係機関との相談業務、
連絡調整全般、送迎対応、その他利用者の介護業
務を行っていただきます。

岩手県宮古市田鎖３－８ 株式会社　みやこ
ケアセンターみや
こ雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護員夜間専従／清寿荘

1人

介護老人ホーム清寿荘にて、以下の業務を行って
いただきます。
・施設入所者（定員５０名）の居室巡回業務
・食事などの介助業務


岩手県宮古市小山田２丁
目９－２０

社会福祉法人　宮
古市社会福祉協議
会雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

岩手県宮古市

デリカ【ファル磯鶏店】
１１：００～１８：００

1人

惣菜加工販売業務全般
・寿司、弁当の製造
・揚げ物、焼き物などの製造
・パック作業及び値付け
・商品の品出し及び陳列

青森県八戸市大字長苗代
字前田８３－１

株式会社　ユニ
バース

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

一般相談員（申請相談員）

1人

○助成金申請窓口での一般的な相談、電話応対
○各種助成金の審査や支給決定における支援業務
（申請の受付記録、申請書類の保管、申請書類の
記載内容確認、パソコンを使用した書類作成等）
○雇用保険に係る各種給付の申請及び届出に関す

岩手県宮古市小山田一丁
目１－１　宮古合同庁舎
１階

宮古公共職業安定
所（ハローワーク
宮古）雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
パソコン操作ができること
（ワード・エクセル）

岩手県宮古市

業務を行うのに必要な熱意
と見識を有すること

廃棄物収集運搬作業

1人

廃棄物の収集運搬作業を担当していただきます。
・集積場のゴミ収集業務
・一般家庭のし尿汲み取り業務
・宮古市川井地区、小国地区、川内地区、区界地
区となります

岩手県宮古市古田２－４
９－１８

株式会社　川井衛
生

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員（１日６～７時間）

1人

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。
・主に化粧品販売
・レジ打ち・接客
・品出し

岩手県宮古市磯鶏石崎２
－１２

株式会社　ツルハ
ドラッグ　磯鶏店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

准看護師（会計年度任用職
員）

1人

当院内において看護業務業務全般を行っていただ
きます。
・２交替制、または３交替制による勤務となり、
夜間勤務が可能な
　方を募集

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
１地割１１番地２６

岩手県立　宮古病
院

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

看護師又は助産師２（会計
年度任用職員）

1人

当院内において看護業務又は助産師業務全般を
行っていただきます。
・２交替制、または３交替制による勤務となり、
夜間勤務が可能な
　方を募集

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
１地割１１番地２６

岩手県立　宮古病
院

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

看護師

1人

介護施設・通所リハビリテーションの利用者及び
入所利用者への看護業務全般を行います。
・入所利用者（現在７５名ぐらい）
・バイタルチェック、服薬管理、健康管理、医療
処置

岩手県下閉伊郡山田町飯
岡第９地割２３－１

医療法人　晃生会
介護老人保健施設
さくら山雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
又は8時00分～17時30分の
間の3時間以上

岩手県下閉伊郡山田町

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

ガソリンスタンド販売員

1人

ガソリンスタンド店におけるお客様への応対、
サービス
・車両の誘導、給油、洗車、窓ふき、会計
・その他付随する業務


岩手県宮古市根市第２地
割３３－２

株式会社丸光商事

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

プラスチック成形品の検査

2人

電子部品用のプラスチック成形品（成品）の検査
業務
・顕微鏡、拡大鏡、目視、それぞれの検査方法で
製品検査を行っていただきます。
・社外、顧客へ不良品の流出を防ぐ重要な作業と

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
９地割３０番地

モルデック株式会
社　宮古工場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

栄養士／教育委員会総務課
（会計年度任用職員）

1人

新里給食センターに勤務となります。

・アレルギー除去代替食等　献立作成
・電話対応、来客対応
・パソコンデータ入力、書類整理等

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）

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作ができること

岩手県宮古市

ドラッグストアでの販売
（登録販売者）【岩泉地

1人

・医薬品販売に関する業務（接客、商品管理、在
庫管理等）
・商品管理（発注、陳列、補充、整理）
・レジ業務
・店内外の清掃

岩手県紫波郡矢巾町大字
広宮沢第３地割４２６番
地

株式会社　薬王堂

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

又は8時00分～22時15分の
間の7時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

ドラッグストアでの販売
（登録販売者）【山田地

1人

・医薬品販売に関する業務（接客、商品管理、在
庫管理等）
・商品管理（発注、陳列、補充、整理）
・レジ業務
・店内外の清掃

岩手県紫波郡矢巾町大字
広宮沢第３地割４２６番
地

株式会社　薬王堂

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

又は8時00分～22時15分の
間の7時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

事業所名
求人番号

ドラッグストアでの販売
（登録販売者）【宮古地

1人

・医薬品販売に関する業務（接客、商品管理、在
庫管理等）
・商品管理（発注、陳列、補充、整理）
・レジ業務
・店内外の清掃

岩手県紫波郡矢巾町大字
広宮沢第３地割４２６番
地

株式会社　薬王堂

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

又は8時00分～22時15分の
間の7時間程度

岩手県宮古市

     （5月8日時点の内容です）

　　４月２７日　から　５月８日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は　５月２１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５月１４日発行  



(1)7時00分～11時00分
800円～850円 (2)15時00分～19時00分

パート労働者 不問 03030- 1310201

790円～790円

パート労働者 69歳以下 03030- 1317401

(1)14時00分～18時30分
850円～850円

パート労働者 不問 03030- 1326801
普通自動車免許一種

(1)9時00分～16時00分
790円～790円

パート労働者 不問 03030- 1328501

(1)8時30分～16時30分
869円～896円

パート労働者 不問 03030- 1329001

800円～800円

パート労働者 不問 03030- 1292601
介護福祉士

普通自動車免許ＡＴ (1)8時00分～16時00分
1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 1294101
交替制あり

800円～800円

パート労働者 不問 03030- 1295401

(1)8時00分～15時00分
840円～840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- 1281001

(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- 1282301

(1)9時30分～15時00分
824円～824円

パート労働者 不問 03030- 1271201
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- 2096501
交替制あり
(1)7時30分～11時00分

830円～880円 (2)7時30分～15時30分
(3)9時30分～18時00分

パート労働者 不問 03010- 9010201
調理師 交替制あり

(1)5時00分～14時00分
800円～1,000円 (2)10時00分～19時00分

パート労働者 不問 03010- 9544301
交替制あり
(1)5時00分～14時00分

800円～1,000円 (2)9時00分～18時00分
(3)10時00分～19時00分

パート労働者 不問 03010- 9546901

(1)17時30分～19時30分
1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03010- 9547101
調理師 交替制あり

(1)5時00分～14時00分
800円～1,000円 (2)10時00分～19時00分

パート労働者 不問 03010- 9548401

840円～900円

パート労働者 不問 03030- 1392701

(1)8時00分～17時00分
790円～790円

パート労働者 不問 03030- 1402401
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
800円～900円 (2)9時30分～18時30分

(3)17時00分～9時00分

パート労働者 64歳以下 03030- 1406501
交替制あり

900円～900円

パート労働者 不問 13040-47723101
2

保育補助

3人

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
月以上）

岩手県宮古市

水産加工員

3人

以下の業務を行っていただきます。
・殻つきホタテの箱詰め作業
・殻むき
・貝柱のパック詰め
・加工製品製造（ホタテグラタン等）

岩手県下閉伊郡山田町川
向町１６８

株式会社　川石水
産

雇用期間の定めなし

又は8時00分～15時00分の
間の5時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

指導員／津軽石学童の家

1人

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

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

事務全般

1人

・建設業に関する事務業務全般
・一般住宅や土木、公共工事に関する各種書類作
成（ＰＣ入力）
・電話、来客対応
・現場管理の補佐業務（パソコンを使用した書類

岩手県宮古市太田１丁目
８番２０号

有限会社　乙戸建
設

雇用期間の定めなし

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作の出来る方

岩手県宮古市

事務補助員／教育委員会総
務課（会計年度任用職員）

1人

宮古市役所教育委員会総務課において、下記の業
務に従事していただきます。
・パソコンデータ入力、書類整理等総務事務補助
・文書配送業務事務補助
・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
月以上）

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作ができること

岩手県宮古市

販売員（３Ｆ　雑貨店）

2人

３Ｆ直営店にて雑貨等の販売に従事します。

・接客、商品包装、会計、商品のディスプレイ等

・その他商品管理、売上げ等のパソコン入力作業

岩手県宮古市栄町３－３
５

株式会社　キャト
ル宮古

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

パソコンの操作（エクセ
ル）

又は10時00分～19時00分の
間の5時間以上

岩手県宮古市

介護職員

1人

介護業務を担当していただきます。
・主に食事、入浴介助、レクリエーション等の支
援
・１０名程度の利用者の方の介護を行います
・送迎車運転業務等あり

岩手県宮古市新町２－６ 介護サービス　株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

お弁当の調理・販売

1人

ほっかほっか亭宮町店にて
お弁当の調理、販売及び接客をしていただきま
す。
・食材の下処理、調理、盛り付け、レジ、接客等
・普通免許（ＡＴ限定可）をお持ちの方は配達の

岩手県宮古市西ケ丘四Ｔ
目１３一９

株式会社　ばんど
う

雇用期間の定めなし

又は6時00分～21時00分の
間の3時間程度

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

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

給食車助手（新里）

1人

新里地区の給食センターから宮古市内の学校への
給食の配送と回収業務を行います。
・給食車へ給食コンテナの積み込み、清掃等
・各学校へ指定の場所への運搬
・給食はコンテナ台車運搬

岩手県宮古市田老字新田
平１６－１３

東日本交通株式会
社　宮古営業所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

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
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

薬品搬送業務（宮古市）

2人

病院内の薬品搬送業務

診療に使う薬品のオーダーの指示を受けセットを
作ります
その後、依頼のあった外来や病棟へ薬品を搬送し

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
月以上）

岩手県宮古市

調理師（宮古市）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと
　入所者様への食事提供業務
　調理、盛付、食器洗浄など
　厨房内業務全般
　

岩手県盛岡市大通３丁目
３番１０号　七十七日生
盛岡ビル　９階

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

岩手県宮古市

調理員（宮古市）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと　　
　入所者様への食事提供業務
　調理、盛付、食器洗浄など
　厨房内業務全般
　

岩手県盛岡市大通３丁目
３番１０号　七十七日生
盛岡ビル　９階

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

岩手県宮古市

洗浄員（宮古市）

1人

請負先事業所において、洗浄業務を行っていただ
きます。
下膳、食器洗浄（一部食器洗浄機使用）
調理器具洗浄、シンク周辺の清掃など


岩手県盛岡市大通３丁目
３番１０号　七十七日生
盛岡ビル　９階

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

岩手県宮古市

調理師（山田町）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと
　利用者様への食事提供業務
調理、盛付、食器洗浄など
　
＊利用者数：１２０名程度

岩手県盛岡市大通３丁目
３番１０号　七十七日生
盛岡ビル　９階

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

管理課業務

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）
・経理処理
・予算管理
・行政対応

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

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

介護員または介護補助員

1人

介護業務全般に従事していただきます。
・食事・入浴・排泄の支援
・見守り、介助、レクリエーション
・病院受診時の同行等
・入居定員９名

岩手県宮古市津軽石第１
３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

接客・調理／１０６号宮古
店

5人

牛丼のすき家での接客、調理、販売、清掃業務で
す。
・接客（お客様のご案内、オーダーとり、料理提
供、食器の片付け）
・調理（料理の簡単な仕込み、盛り付け、洗い

東京都港区港南二丁目１
８番１号　ＪＲ品川イー
ストビル５階

株式会社　すき家

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

又は9時00分～8時59分の間
の2時間以上

岩手県宮古市


