
(1)8時00分～15時00分
840円～840円 (2)13時00分～18時00分

パート労働者 不問 03030- 1464201
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時00分～12時00分
800円～800円

パート労働者 不問 03030- 1455801

897円～925円

パート労働者 不問 03030- 1457501
普通自動車免許ＡＴ

900円～900円

パート労働者 不問 03030- 1459301
普通自動車免許ＡＴ

900円～900円

パート労働者 不問 03030- 1461401

880円～930円

パート労働者 不問 03030- 1445401

880円～930円

パート労働者 不問 03030- 1446701
調理師

853円～853円

パート労働者 不問 03030- 1447801
普通自動車免許ＡＴ

(1)1時30分～5時30分
807円～1,037円

パート労働者 18歳以上 03030- 1448201

(1)8時30分～14時00分
800円～800円

パート労働者 不問 03030- 1429701

(1)5時00分～8時00分
950円～950円

パート労働者 不問 03030- 1436401

800円～800円

パート労働者 不問 03030- 1437701

(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 不問 03070- 2338301
普通自動車免許一種

820円～820円

パート労働者 不問 03010- 9895601
交替制あり
(1)8時40分～12時40分

807円～807円 (2)13時00分～17時00分
(3)16時20分～20時20分

パート労働者 59歳以下 01230- 7828901
看護師、准看護師

のいずれか (1)8時30分～12時30分
1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 1412801

(1)6時00分～9時00分
790円～790円 (2)9時00分～17時00分

(3)17時00分～22時00分

パート労働者 不問 03030- 1417601

1

販売員

10人

店内での販売業務全般を行っていただきます。
・接客・レジ業務
・商品品出し、陳列、検品、補充
・フード調理、販売
・店舗内外の清掃

岩手県宮古市鍬ヶ崎上町
４１０番地４

ローソン宮古鍬ケ
崎上町店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護業務／デイサービスセ
ンター

1人

デイサービス利用者に対して看護全般に従事して
いただきます。
・バイタルチェック
・服薬管理
・デイサービスで対処できる処理を始めとした健

岩手県宮古市千徳町５番
３７号

株式会社ＪＡ　ラ
イフサポート宮古
介護センター雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
又は8時30分～13時30分の
間の4時間程度

岩手県宮古市

販売員（岩手県下閉伊郡岩
泉町）

2人

商品販売、陳列、発注業務、本部への諸届を行っ
ていただきます。

＊未経験の方にも丁寧に指導いたしますので安心
してご応募下さい。

北海道札幌市厚別区厚別
中央３条２丁目１－４０
マルシンビル

株式会社　ホー
マックニコット

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

食品製造・補助（岩泉町）

1人

当社食品事業部・つるしこ製麺において、合成添
加物を使用しない麺、惣菜、スープ、パン等の企
画・開発・製造業務を行っていただきます。

＊週２０時間未満の範囲内で勤務日数・時間はご

岩手県盛岡市本宮６－２
－８

株式会社　ドリー
ムラボ

雇用期間の定めなし

又は8時30分～17時30分の
間の4時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

警備員（岩手県立宮古商工
高等学校）

1人

◆当社請負先の警備業務をお願いします。

・校舎内外の施錠、開錠、巡回業務
・学校職員出勤前、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

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

水産加工員

1人

当工場において下記の業務を行っていただきま
す。
・鮮魚加工
・包装（箱詰め含む）作業
・その他付随する業務

岩手県下閉伊郡山田町船
越第６地割５２番地２６

有限会社　金澤水
産

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

運転手兼作業手（会計年度
任用職員）

1人

当院内において下記の業務を担当ししていただき
ます。
・公用車の運転（主に職員呼出しへの送迎対応）
・公用車の点検管理
・院内各種備品の点検・交換・修繕作業

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

調理員

1人

仕出し弁当等の配食サービスを行っており、下記
の業務を行っていただきます。
・仕込みから盛り付けまでの調理全般を行いま
す。


岩手県宮古市山口五丁目
５番１０号

社会福祉法人　若
竹会　ＳＥＬＰわ
かたけ雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
又は5時45分～12時15分の
間の5時間程度

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。
・オープン作業
・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

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9時00分～15時00分の
間の4時間程度

岩手県宮古市

キッチンスタッフ／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。
・お肉の盛り付け、仕込み等簡単な調理
・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）
又は9時00分～15時00分の
間の4時間程度

岩手県宮古市

商品企画、販売、製造／パ
ティスリー／６ｈ

2人

宮古駅前でヤギミルクを使ったパティスリーを
やっています。
・新商品の企画（お菓子やファッション雑貨）
・ご来店されるお客様の接客、販売
・お菓子、パンの製造

岩手県宮古市崎山第３地
割１１２－７０

グロースパート
ナーズ　株式会社

雇用期間の定めなし

又は7時00分～20時00分の
間の6時間程度

岩手県宮古市

接客、商品企画、販売、製
造／ブーランジェリー／６

5人

＊宮古駅前のパティスリーに続き、ヤギミルクを
使ったお店を新規オープンします。
朝はブーランジェリー、昼はカフェ、夜はフレン
チビストロと、時間帯によって違った雰囲気でヤ
ギミルクの美味しさを楽しめる、ここにしかない

岩手県宮古市崎山第３地
割１１２－７０

グロースパート
ナーズ　株式会社

雇用期間の定めなし

又は7時00分～23時00分の
間の6時間程度

岩手県宮古市

事務補助員／総合窓口課
（会計年度任用職員）

2人

市内各地区の健診会場での勤務となります。
・特定健診、がん検診における受付
・その他付随する事務補助

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

又は5時00分～17時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

弁当作り兼配達スタッフ
（王将）

1人

店舗内での弁当作りと、配達業務に従事していた
だきます。
・冷凍食品の解凍、加熱作業
・ご飯や惣菜の盛付け
・配達先ごとの弁当仕分け作業

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

事業所名
求人番号

日配係＜ベルフ魚菜市場＞

1人

日配部門での業務になります。
・牛乳や乳製品、豆腐等の比較的賞味期限の短い
商品を取り扱い
・発注
・温度管理

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

     （5月15日時点の内容です）

　　５月１１日　から　５月１５日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は　５月２８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２１日発行  


