
看護師、准看護師
のいずれか

1人 普通自動車免許ＡＴ 1,420円～1,420円

パート労働者 不問 03010-14284001

(1)9時00分～15時30分
2人 850円～850円

有期雇用派遣パート 不問 03010-14296101

(1)8時30分～12時00分
4人 850円～850円 (2)12時40分～16時30分

有期雇用派遣パート 不問 03010-14237101

(1)8時00分～15時00分
1人 790円～790円

パート労働者 不問 03030- 2100701
交替制あり
(1)6時00分～11時00分

2人 1,100円～1,100円 (2)14時00分～19時00分
(3)16時00分～21時00分

パート労働者 不問 03030- 2102201

(1)8時30分～16時30分
1人 869円～896円

パート労働者 不問 03030- 2105301
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1)6時00分～8時00分
2人 923円～923円 (2)16時30分～19時30分

パート労働者 不問 03030- 2106601

(1)21時00分～0時00分
2人 800円～960円

パート労働者 20歳以上 03030- 2107901

(1)8時00分～12時00分
1人 840円～840円

パート労働者 不問 03030- 2108101

(1)17時00分～21時00分
2人 900円～900円

パート労働者 不問 03030- 2095401
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1)6時00分～12時00分
1人 853円～853円 (2)15時30分～21時30分

パート労働者 不問 03030- 2096701
交替制あり
(1)8時00分～13時30分

1人 950円～950円 (2)8時00分～17時00分

パート労働者 不問 03030- 2097801

(1)10時00分～15時00分
1人 790円～790円

パート労働者 不問 03030- 2099501

(1)7時00分～13時00分
1人 915円～915円

パート労働者 不問 02020- 9322201

(1)8時00分～15時00分
1人 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- 2090001
普通自動車免許ＡＴ

1人 900円～1,200円

パート労働者 不問 03030- 2092601
普通自動車免許一種
危険物取扱者（丙種） (1)8時00分～13時00分

1人 900円～1,200円

パート労働者 不問 03030- 2087701

(1)6時30分～13時30分
1人 853円～853円 (2)11時30分～18時30分

パート労働者 不問 03030- 2088801

1

燃料配送業務（岩泉ＳＳ） 岩泉ＳＳにおいて下記の業務に従事していただき
ます。
・灯油、軽油配達
・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１４２－１２

株式会社　サカモト

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

法律事務補助 法律事務所にて、法律事務全般の補助をしていた
だきます。
・来客対応、電話対応
・外出用務（金融機関や裁判所等、社用車使用）
・簡易な文章作成、文章校正

岩手県宮古市長町１丁目７
番６号

松本法律事務所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は9時00分～18時00分

の間の7時間程度
岩手県宮古市

ＰＣデータ作成（ワー
ド、エクセル）

客室清掃係 客室清掃及び客室のセット業務となります。
・お客様がチェックアウトされた後の客室、トイ
レ等清掃、アメニ
　ティ類補充
・部屋数６７部屋を１０名で分担

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎１８
－２５－３

一般財団法人休暇村
協会　休暇村陸中宮
古

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＞

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

デリカ【ファル磯鶏店】
７：００～１３：００

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

フロントスタッフ（早番） ホテルに関する業務全般を行っていただきます。
【主な業務内容】
○フロント業務（チェックイン、チェックアウ
ト）
○電話対応

岩手県宮古市藤の川１５番
地３８号

ルートインジャパン
株式会社　　ホテル
ルートイン宮古

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

生活支援（非常勤）／ウイ
リー

当施設利用者の生活支援に係る業務となります。
・栄養士が作成した献立に添った朝食・夕食の準
備、日中活動の補　助。
・日中活動ではコーヒー豆の焙煎、施設内外の環
境整備、余暇活動　等を一緒に行っていただきま

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第４
地割１－１１

社会福祉法人若竹会
自立支援センターウ
イリー

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

簡単なＰＣ入力（ワー
ド・エクセル）

パソコン入力操作程度

客室布団敷き 当浄土ヶ浜パークホテルに宿泊されるお客様の客
室において下記の業務に従事していただきます。
・必要な人数分の布団敷き



岩手県宮古市日立浜町３２
－４

株式会社　浄土ヶ浜
パークホテル

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

日配 当店舗において下記業務を行っていただきます。
・牛乳、豆腐、パンなどの陳列
・発注作業
・値引き作業
・清掃等その他付随する業務

岩手県宮古市小山田二丁目
２－１

いわて生活協同組合
宮古ショッピングセ
ンター　マリンコー
プＤＯＲＡ雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

カウンターレディ カウンター内での接客業務となります。
○お酒の提供
○簡単な料理作り
○カラオケ対応
○店内・外の清掃

岩手県宮古市大通１－４－
１３　ソシアルプラザビル
２Ｆ

ドルフィン

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

グループホーム世話人（非
常勤）２

比較的軽い、知的・精神障がいのある利用者が暮
らす一軒家のグループホームで、家事を中心とし
た自立支援業務を行っていただきます。１ヶ所の
グループホームに利用者４～５名が日中は作業所
などに通いながら共同で生活している福祉施設で

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第４
地割１－１１

社会福祉法人若竹会
自立支援センターウ
イリー

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

簡単なＰＣ入力（ワー
ド・エクセル）

事務補助員／介護保険課
（会計年度任用職員）

宮古市役所介護保険課に勤務となります。
・介護保険にかかる各種届出・申請受付等窓口対
応及び取次業務
・パソコンデータ入力作業・書類整理等事務補助
・文書・郵便発送業務事務補助

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） 岩手県宮古市

グループホーム世話人（非
常勤）１

知的・精神障がいのある利用者が暮らす一軒家の
グループホームで、家事を含む生活支援業務を
行っていただきます。１ヶ所のグループホームに
利用者４～５名が必要なサポートを受けながら共
同で生活する福祉施設です。主な仕事は以下のと

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第４
地割１－１１

社会福祉法人若竹会
自立支援センターウ
イリー

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 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

訪問ケア（看護師／宮古
市・山田町）

医師の指示により、当社の在宅酸素濃縮器を使用
している宮古市・
山田町の患者宅を訪問し、指示事項等のチェック
を行う。
医療行為はありません。

岩手県盛岡市湯沢１６地割
１５番地８

株式会社　ケア・
テック

雇用期間の定めなし
又は9時00分～17時00分
の間の5時間程度

岩手県宮古市　他

いちごの収穫、手入れ、選
果作業

夏秋いちごの収穫作業、花摘み、葉かきなどの手
入れ作業に従事していただきます。
・収穫したいちごのサイズ、規格などの選果作業
・その他付随する業務
・高設栽培なので立ち作業となります

岩手県宮古市津軽石第１１
地割１２７－１

夏いちご

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

基板製造／半日勤務（宮古
市）

派遣先の事業所において基板製造の作業を行いま
す。
【基板】電化製品の内部に入っている緑色の板。

・基板の決まった箇所に手作業で部品を取り付け

岩手県盛岡市向中野３丁目
１８番２０号　２Ｆ　アク
エリアスビル

株式会社　エムアン
ドエム　盛岡営業所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

支援員／障がい者施設 障がい者支援施設利用者への生活支援サービス提
供
・朝夕の食事介助
・離床、臥床介助
・入浴介助

岩手県宮古市崎山第５地割
９４

社会福祉法人　若竹
会　わかたけ学園

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

（7月27日時点の内容です）

７月２０日　から　　７月２７日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は８月６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

基板製造／９時から勤務
（宮古市）

派遣先の事業所において基板製造の作業を行いま
す。
【基板】電化製品等の内部に入っている緑色の
板。


岩手県盛岡市向中野３丁目
１８番２０号　２Ｆ　アク
エリアスビル

株式会社　エムアン
ドエム　盛岡営業所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

事業所名
求人番号

◎ 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２年７月３０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



(1)13時30分～16時30分
2人 790円～820円

パート労働者 不問 04010-35816301

2

学校給食センターでの食器
洗浄

学校給食センター内での午後からのお仕事です。
食器洗浄を行って頂きます。
土日、祝日と春夏冬の長期お休みがありますでの
ご家族との
時間を大切にしながら働ける職場です。

宮城県仙台市宮城野区榴岡
４丁目５－２２　宮城野セ
ンタービル６階

一冨士フードサービ
ス　株式会社　北海
道・東北支社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市


