
(1)10時30分～15時00分
1人 800円～900円

パート労働者 不問 03030- 2052401

(1)9時00分～15時00分
1人 790円～820円

パート労働者 64歳以下 03030- 2053701

(1)9時00分～15時00分
1人 790円～820円

パート労働者 64歳以下 03030- 2054801

(1)16時00分～20時00分
1人 810円～830円

パート労働者 不問 03030- 2039801

(1)17時30分～22時00分
1人 790円～790円

パート労働者 59歳以下 03030- 2042901

(1)18時00分～22時00分
1人 790円～790円

パート労働者 不問 03030- 2043101
交替制あり
(1)8時00分～13時00分

1人 790円～790円 (2)13時00分～18時00分

パート労働者 不問 03030- 2044401

(1)10時00分～15時00分
2人 800円～850円 (2)14時30分～19時30分

パート労働者 不問 03030- 2010101

(1)7時30分～12時00分
1人 800円～800円

パート労働者 不問 03030- 2011401

(1)13時30分～17時30分
1人 800円～800円

パート労働者 不問 03030- 2012701

1人 860円～860円

パート労働者 不問 03030- 2016001

(1)8時30分～12時00分
5人 800円～800円 (2)8時30分～16時00分

パート労働者 不問 03030- 2019901
看護師、准看護師の 交替制あり

いずれか
2人 普通自動車免許ＡＴ 1,300円～1,450円

パート労働者 不問 03030- 2022201

(1)10時30分～14時30分
2人 950円～950円

パート労働者 不問 03030- 2025301

2人 800円～800円

パート労働者 不問 03030- 2026601

2人 1,000円～1,000円

パート労働者 18歳以上 03030- 2027901

2人 950円～950円

パート労働者 不問 03030- 2028101

2人 800円～800円

パート労働者 18歳以上 03030- 2031501

1

洗い場兼雑務（つぼ八） つぼ八宮古大通り店での洗い場兼雑務業務を行っ
ていただきます。
・調理器具や食器類の洗浄や店内清掃等
（食器やグラス等は、軽く手洗いした後、食器洗
浄機使用）

岩手県宮古市近内第４地割
５２－３　ラフィネＡ１０
２

株式会社　マルセイ
ユ

雇用期間の定めなし
又は16時00分～0時00分
の間の4時間程度

岩手県宮古市

ホール係（王将）１６時３
０分～

中華料理店でのホールにおいて接客業務を行って
いただきます。
・注文取り、配ぜん、食器下げ、レジ業務等のお
客様対応
・清掃等の店内雑務

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
又は16時30分～21時30分
の間の2時間以上

岩手県宮古市

ホール兼調理補助（つぼ
八）

ホールにおいて接客業務及び厨房内において調理
補助業務を行っていただきます。
〇ホールにおいて接客業務
・注文取り、配ぜん、片付け、レジ業務等のお客
様対応等

岩手県宮古市近内第４地割
５２－３　ラフィネＡ１０
２

株式会社　マルセイ
ユ

雇用期間の定めなし
又は14時00分～0時00分
の間の3時間以上

岩手県宮古市

清掃作業員（王将） 中華料理店での清掃業務を行っていただきます。
・店舗内の床磨きやテーブルふき
・厨房内の後片付け作業、トイレ掃除、ゴミの回
収作業等


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
又は9時00分～12時00分
の間の2時間程度

岩手県宮古市

調理兼ホール（王将） 中華料理店での調理業務全般及びホールにおいて
接客業務を行っていただきます。
〇調理業務
・食材の仕込み、調理、盛り付け、食器洗い、清
掃など

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

看護師（正・准）／訪問入
浴

訪問入浴に関わる看護師業務をしていただきま
す。
・利用者さんのご自宅に訪問しバイタルチェック
・入浴介助等


岩手県下閉伊郡山田町山田
第１５地割８２番地２

社会福祉法人　山田
町社会福祉協議会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時30分～17時30分

の間の4時間以上
岩手県下閉伊郡山田町

水産加工員（短期） サンマの箱詰め作業等を行います。
・コンピューターにより選別されたサンマを、き
れいに並べて箱詰めする仕事
・未経験の方でも応募可能です。


岩手県宮古市藤原一丁目６
－３４

有限会社　坂栄商店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 岩手県宮古市

レジ担当／オール店 びはんストアオール店に勤務となります。
・レジチェッカー、接客業務を担当
・雇用期間は１年毎の更新となります。



岩手県下閉伊郡山田町中央
町５－６

びはん　株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は13時00分～21時00分

の間の6時間程度
岩手県下閉伊郡山田町

惣菜部門／１３：３０～ 惣菜業務に従事していただきます。
・惣菜調理
・商品製作（調理）
・商品の品出し及び陳列
・接客や店舗内の清掃作業など

岩手県宮古市板屋１丁目６
番６号

株式会社　玉木屋

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

惣菜部門／７：３０～ 惣菜業務に従事していただきます。
・簡単な惣菜調理
・商品製作（調理）
・商品の品出し及び陳列
・接客や店舗内の清掃作業など

岩手県宮古市板屋１丁目６
番６号

株式会社　玉木屋

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員・チェッカー１０時
～・１４時３０分～

スーパーマーケット玉木屋においてレジチェッ
カー係を担当していただきます。
・接客、レジ業務（自動つり銭機）
・商品の品出し
・店舗内の清掃作業など　

岩手県宮古市板屋１丁目６
番６号

株式会社　玉木屋

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

レジ部門（８時／１３時） レジ・接客業務を行っていただきます。
・お客様が購入された商品の会計（レジチェッ
カー使用）
・袋詰め
・その他商品陳列、搬入品の検品

岩手県宮古市佐原３丁目１
１－２

有限会社　フード
ショップはこいし

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

レジ部門（１８時） レジ・接客業務を行っていただきます。
・お客様が購入された商品の会計（レジチェッ
カー使用）
・袋詰め
・その他商品陳列、搬入品の検品

岩手県宮古市佐原３丁目１
１－２

有限会社　フード
ショップはこいし

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

レジ（１７：３０～） 店内でのレジ・接客業務を行います。
・主にレジ業務ですが、合間を見て飲料（缶
ジュース・ペットボト　ル・缶ビールなど）の商
品陳列・補充、ガラス・棚・陳列ケース　等の清
掃もお願いします

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字中家３０番地

有限会社　松屋商店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

配膳及び調理補助 配膳、調理補助業務を行います。
・注文の受付、配膳、下膳
・厨房での盛付
・食器、調理器具の洗浄（手洗いと洗浄器）
・店内清掃

岩手県宮古市大通１－４－
２３

和食処　浜ゆう

雇用期間の定めなし
又は16時00分～20時00分
の間の4時間程度

岩手県宮古市

清掃員（短時間） 営業課に配属され、施設内の清掃業務に従事して
いただきます。
・チェックアウト後の客室や階段、廊下等の清掃
清掃業務は１日５～６名で行っております。

岩手県宮古市田老字向新田
１４８

株式会社　グリーン
ピア三陸みやこ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

清掃員 営業課に配属され、施設内の清掃業務に従事して
いただきます。
・チェックアウト後の客室清掃作業
・階段、廊下等の清掃作業


岩手県宮古市田老字向新田
１４８

株式会社　グリーン
ピア三陸みやこ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

ホール・厨房係 当店において下記の業務に従事していただきま
す。
・店内では、お客様案内、注文取り、配膳、片付
け、清掃等
・厨房内では食器洗浄機を使用した洗浄作業、食

岩手県宮古市茂市第４地割
９番地１

十割そば　たからや

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

（７月１０日時点の内容です）

７月６日　から　７月１０日　までに受理した求人です。　＜次回発行日は７月２２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

◎ 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１６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)16時30分～22時30分
1人 1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 2032001

(1)17時00分～21時00分
2人 950円～950円

パート労働者 不問 03030- 2033301

(1)17時00分～21時00分
2人 950円～950円

パート労働者 不問 03030- 2034601

(1)8時30分～15時20分
1人 1,843円～2,144円

有期雇用派遣パート 不問 03010-13503201

(1)8時30分～15時20分
1人 1,843円～2,144円

有期雇用派遣パート 不問 03010-13505001
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1)9時00分～17時00分
1人 890円～1,000円

パート労働者 64歳以下 35020- 7004301
調理師 交替制あり

(1)5時30分～14時30分
1人 820円～1,000円 (2)11時00分～20時00分

パート労働者 不問 03010-13235701
調理師 交替制あり

(1)5時50分～14時50分
1人 820円～1,000円 (2)10時00分～19時00分

パート労働者 不問 03010-13236801
交替制あり
(1)5時50分～14時50分

1人 800円～1,000円 (2)10時00分～19時00分

パート労働者 不問 03010-13237201
調理師 交替制あり

(1)5時00分～14時00分
1人 870円～1,000円 (2)10時30分～19時30分

パート労働者 不問 03010-13238501
交替制あり
(1)5時00分～14時00分

1人 870円～1,000円 (2)10時30分～19時30分

パート労働者 不問 03010-13240901
交替制あり

5人 900円～1,200円

パート労働者 不問 03010-13339101
保健師、看護師のいずれ
普通自動車免許ＡＴ (1)8時30分～17時15分

1人 970円～1,144円
臨床経験

パート労働者 不問 03030- 2003401
変形（1年単位）

2人 1,200円～1,200円

パート労働者 不問 14010-30656201

(1)18時00分～22時00分
2人 800円～830円

パート労働者 不問 03030- 1983501

(1)9時15分～16時00分
1人 905円～1,129円

パート労働者 不問 03030- 1984001
交替制あり

2人 800円～800円

パート労働者 不問 03030- 1986601
美容師

(1)9時00分～17時00分
1人 800円～1,200円 (2)10時00分～16時00分

パート労働者 不問 03030- 1989401

(1)15時00分～17時00分
1人 800円～800円

パート労働者 不問 03030- 1992001

(1)14時30分～16時00分
1人 800円～800円

パート労働者 不問 03030- 1993301

(1)9時30分～17時30分
6人 1,285円～1,571円

パート労働者 不問 13080-45162801

2

調理兼ホール（王将）１６
時３０分～２２時３０分

○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

ホール係（王将）１７：０
０～２１：００

中華料理店でのホールにおいて接客業務を行って
いただきます。
・注文取り、配ぜん、食器下げ、レジ業務等のお
客様対応
・清掃等の店内雑務

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

調理（王将）／１７：００
～２１：００

中華料理店での調理業務全般及びホールにおいて
接客業務を行っていただきます。
〇調理業務
・食材の仕込み、調理、盛り付け、食器洗い、清
掃など

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

外国語指導講師（ＡＬＴ）
〈大槌町・山田町〉

・高等学校における外国語指導の補助講師。
・その他、上記に付随する業務。


＊就業が決定となり引っ越しが必要な場合、引越

岩手県盛岡市中央通１丁目
１１番１７号　第２大通ビ
ル６Ｆ

株式会社　インタラッ
ク北日本

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ネイティブレベルの英語
（英語による１２年以上

の教育）
岩手県下閉伊郡山田町　他

外国語指導講師（ＡＬＴ）
〈宮古市〉

・高等学校における外国語指導の補助講師。
・その他、上記に付随する業務。


＊就業が決定となり引っ越しが必要な場合、引越

岩手県盛岡市中央通１丁目
１１番１７号　第２大通ビ
ル６Ｆ

株式会社　インタラッ
ク北日本

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ネイティブレベルの英語
（英語による１２年以上

の教育）
岩手県宮古市

調理師（宮古市） 請負先事業所において責任者の指示のもと
　入院患者様への食事提供業務

　調理、盛付、食器洗浄など
　厨房業務全般

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

フラワーコーディネート
【フラワー愛　宮古】

○典礼会館にてお葬儀で使用するフラワーの作成
や会場のコーディネート、祭壇の装飾、管理、配
送等を行って頂きます。
＊初めは皆、知識ゼロからスタートしたスタッフ
ばかりですので、生花やお花の知識がなくても大

山口県下関市王喜本町６丁
目４番５０号

株式会社　トレーダー
愛

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理員（宮古市） 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、洗浄など
　厨房業務全般

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

調理師（宮古市） 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、洗浄など
　厨房業務全般

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（岩泉町） 請負先事業所において責任者の指示のもと
　入院患者様への食事提供業務
調理、盛付、食事洗浄など
　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） 岩手県下閉伊郡岩泉町

調理師（岩泉町） 請負先事業所において責任者の指示のもと
　入院患者様への食事提供業務
調理、盛付、食事洗浄など
　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） 岩手県下閉伊郡岩泉町

高齢者指導員／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。

・在宅高齢者に対する家庭訪問（健康状態の確
認・助言）
・訪問記録等、文書作成業務

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

建設業仮設足場工事の作業
員（宮古営業所）

＊足場シート貼り等
＊社内での雑務、現場での写真撮り・採寸等
＊その他、上記に関連する業務



岩手県盛岡市津志田２７地
割３７番地１５号【求人票
送付先指定あり】

有限会社　新鋭

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

岩手県宮古市

調理補助およびホール どさん娘ラーメン店において、下記の仕事に従事
します。
・盛り付けなど簡単な調理
・食器の洗浄（手洗い及び食器洗浄機使用）
・ホールでの注文取り、配膳、レジ

岩手県宮古市長町１丁目８
－２８

どさん娘　バイパス店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

ドコモショップ宮古店・携
帯販売アルバイト

店頭でのお客様対応全般をするお仕事です。
・携帯電話の販売
・故障や各種申し込みの受付
・店頭ディスプレイ変更
・在庫、売り上げ管理

神奈川県横浜市西区みなと
みらい２－３－３
クィーンズタワーＢ２６階

アイ・ティー・エック
ス　株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 又は9時30分～19時30分

の間の6時間以上
岩手県宮古市

お弁当の調理・販売 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

緊急対策支援職員（会計年
度任用職員）

コロナの影響により増加している教員の支援業務
○教員がコロナ対策として実施する業務（消毒作
業、健康管理等）
　支援
○教員がコロナ対策業務を実施することにより、

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第８地割６番地２

岩手県立山田高等学校

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡山田町

清掃作業員／河南 日常清掃作業に従事します。　　
・モップ掛け、ほうきや掃除機などを使用しての
清掃
・ゴミの回収作業　　　　
・トイレ、外まわりの清掃

岩手県宮古市藤の川１３－
２３

宮古環境管理株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

美容師（まつげエクステ、
アイリフト）

プライベートサロンです。お客様に、まつげエク
ステ、まつげパーマを施術します。
・カラーエクステ、ボリュームラッシュ、リフト
アップラッシュの　メニューがあります。
・最新技術、技法も勉強できます。

岩手県宮古市津軽石第５地
割８２番地１０

宮古市まつげエクステ
Ｓｕｎｆｌｏｗｅｒ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調査（観光地での対面アン
ケート）岩手県内の観光地
／土日祝

岩手県内の観光地での対面アンケート調査

下記の観光地にて実施予定

小岩井牧場まきば園、盛岡手づくり村、道の駅に

東京都新宿区西早稲田三丁
目１３－５

中央開発　株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 岩手県宮古市　他

清掃作業員／小山田地内 日常清掃作業に従事します。
・モップ掛け、ほうきや掃除機などを使用しての
清掃
・ゴミの回収作業
・トイレ、外まわりの清掃

岩手県宮古市藤の川１３－
２３

宮古環境管理株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市


