
介護職員初任者研修修了者、

ホームヘルパー２級、 (1)8時00分～16時30分
介護福祉士のいずれか 830円～1,050円 (2)8時00分～12時00分
普通自動車免許ＡＴ

パート労働者 不問 03030- 1785401
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～17時00分
800円～850円

パート労働者 59歳以下 03030- 1787801

(1)8時10分～16時10分
869円～896円

パート労働者 不問 03030- 1781301
司書 交替制あり

(1)8時30分～17時00分
905円～1,031円 (2)10時45分～19時15分

(3)8時45分～17時15分

パート労働者 不問 03030- 1763001
変形（1年単位）

1,000円～1,200円

パート労働者 不問 03030- 1769701
変形（1年単位）

800円～900円

パート労働者 不問 03030- 1771001

(1)12時30分～15時30分
900円～900円

パート労働者 不問 03030- 1773601

(1)18時00分～21時00分
900円～900円

パート労働者 不問 03030- 1774901

(1)18時00分～21時00分
1,000円～1,200円

パート労働者 不問 03030- 1775101

(1)9時00分～13時30分
900円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 1776401
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時55分～17時55分
790円～850円

パート労働者 不問 03010-11662401
交替制あり
(1)8時00分～15時00分

850円～850円 (2)10時00分～15時00分
(3)17時00分～20時30分

パート労働者 不問 13040-59940701
変形（1ヶ月単位）
(1)22時00分～6時30分

800円～800円

パート労働者 18歳以上 03030- 1757601

1

     （6月15日時点の内容です）

　　６月　８日　から　６月１５日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は　６月２５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

事業所名
求人番号

介護員

1人

デイサービス内での介護業務に従事していただき
ます。
・送迎、入浴、レクリエーション等
・送迎は主に宮古市内で施設車（ＡＴ車）を使用
・１日の利用者はおよそ１０人

岩手県宮古市山口２丁目
３－１３

株式会社　ファミ
リング

雇用期間の定めなし

又は8時15分～16時15分の
間の7時間程度

岩手県宮古市

事務員

1人

一般事務業務を担当していただきます。
○パソコンを使用しての書類作成・入力作業等
○庶務
○接客対応、電話対応
○福利厚生他

岩手県宮古市崎山第６地
割２９－１

フジタ道路株式会
社　地整樫内作業
所雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

エクセル・ワード 岩手県宮古市

特別支援教育支援員兼事務
補助員（会計年度任用職

1人

宮古市立新里小学校において、下記業務に従事し
ていただきす。
・特別な支援を要する児童生徒の学校生活の支援
・日常生活介助、学習の支援、移動の介助、健
康・安全面の確保

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

図書館指導員／生涯学習課
（会計年度任用職員）

1人

図書館はぴねでの勤務となります。

・本の貸出や整理

・その他付随する業務

岩手県下閉伊郡山田町八
幡町３－２０

山田町役場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

図書館業務経験 岩手県下閉伊郡山田町

水産加工員（１）

2人

サンマの箱詰め業務に従事していただきます。
・力仕事あり（１５キロくらいの荷物の持ち運
び）
・ほか上記に付随する業務


岩手県宮古市藤原二丁目
５番１１

株式会社　佐々幸

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

又は8時00分～17時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

水産加工員（２）

3人

サンマの箱詰め業務に従事していただきます。
・ほか上記に付随する業務

＊魚をさばく作業はありません。立ち仕事となり
ます。

岩手県宮古市藤原二丁目
５番１１

株式会社　佐々幸

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

又は8時00分～17時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

調理補助（１２：３０～）

1人

調理場において、下記の業務を行っていただきま
す。
・夕食の仕込みや調理の補助業務
・その他付随する業務


岩手県宮古市田老字青砂
里１６４－１

株式会社　たろう
観光ホテル

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理補助（１８：００～）

1人

調理場や会食会場において、下記の業務を行って
いただきます。
・夕食の調理、盛付け補助
・皿洗い等　その他付随する業務


岩手県宮古市田老字青砂
里１６４－１

株式会社　たろう
観光ホテル

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ウエイター・ウエイトレス

1人

下記の業務を行っていただきます。
・調理室より会食会場まで料理を運び配膳する業
務
・会場のセッティング、片付け、清掃など
・その他付随する業務

岩手県宮古市田老字青砂
里１６４－１

株式会社　たろう
観光ホテル

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

清掃

2人

海の見える露天風呂付客室の清掃及びセッティン
グ業務
・主に室内の片づけ
・セッティング（最初は２名で行います）
・風呂、トイレ、洗面所の清掃

岩手県宮古市田老字青砂
里１６４－１

株式会社　たろう
観光ホテル

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般事務（宮古市）

1人

当社宮古営業所において下記の業務を行っていた
だきます。

・電話応対、来客応対
・パソコン操作（ワード、エクセル）（入金、出

岩手県紫波郡矢巾町流通
センター南３丁目１０－
１０

トヨタＬ＆Ｆ岩手
株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ＰＣ操作（ワード、エクセ
ル）

岩手県宮古市

接客・販売／マリンコープ
宮古店

5人

モスバーガー店舗での接客・販売業務
（ハンバーガー等の商品の製造・販売・接客・店
内清掃など）

最初はレジや商品の袋詰めなど、簡単なお仕事か

東京都品川区大崎２－１－
１
ＴｈｉｎｋＰａｒｋ　Ｔｏ
ｗｅｒ３階

株式会社　モスス
トアカンパニー
（モスバーガー）雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
又は8時00分～20時30分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

ホテルフロント／夜間

1人

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）

パソコン操作（ワード・エ
クセル）

岩手県下閉伊郡山田町

◎ 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６月１８日発行  


