
(1)16時00分～22時00分
2人 790円～800円 (2)17時00分～23時00分

パート労働者 不問 03030- 2617201

(1)8時15分～17時15分
1人 937円～1,100円

普通自動車免許ＡＴ
パート労働者 不問 03030- 2606101

普通自動車免許ＡＴ
(1)8時30分～17時00分

1人 882円～882円

パート労働者 不問 03030- 2610301

(1)17時00分～20時15分
1人 813円～813円

パート労働者 不問 03030- 2611601
交替制あり
(1)6時00分～9時00分

2人 850円～900円 (2)21時00分～2時00分

パート労働者 18歳以上 03030- 2613101

(1)13時30分～16時30分
2人 793円～820円

パート労働者 不問 04010-44251401
交替制あり

1人 900円～900円

パート労働者 不問 04011- 2947801
普通自動車免許ＡＴ
中学校教諭免許、

1人 教諭免許（種別不問） 1,075円～1,267円

パート労働者 不問 03030- 2597501

(1)9時00分～13時00分
1人 800円～800円

パート労働者 不問 03030- 2599301

(1)12時30分～15時30分
1人 900円～900円

パート労働者 不問 03030- 2601501

(1)18時00分～21時00分
1人 1,000円～1,200円

パート労働者 不問 03030- 2602001

(1)9時00分～13時30分
1人 900円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 2603301
普通自動車免許一種

1人 790円～800円

パート労働者 不問 03030- 2586701
変形（1年単位）
(1)8時30分～15時00分

1人 800円～800円 (2)9時00分～15時00分
(3)10時00分～16時30分

パート労働者 不問 03030- 2588201

(1)5時00分～12時00分
1人 853円～853円 (2)11時00分～18時00分

パート労働者 不問 03030- 2592101

3人 1,200円～1,600円

パート労働者 不問 03030- 2576401

1人 800円～950円

パート労働者 45歳以下 03030- 2581301
交替制あり

1人 800円～1,000円

パート労働者 不問 03010-17008101

1

理美容アシスタント（宮古
市）

理容・美容クイックにおいて、業務全般のアシス
タントをしていただきます。
・シャンプー・顔そり・カラー等アシスタント、
雑務等


岩手県盛岡市西松園４丁目
２６－１４　

株式会社　クォール

雇用期間の定めなし
又は9時00分～18時30分
の間の2時間以上

岩手県宮古市

接客販売 当社において下記の業務に従事して頂きます。
・店舗内での接客・販売・品出しが主な作業にな
ります。
・レジ業務
・お客様対応

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第２地割４３番地６
ホームワンサトー

有限会社　サトー
（ホームワン　サ
トー）

雇用期間の定めなし
又は7時30分～18時30分
の間の4時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

訪問介護 市内に住む利用者様のご家庭を訪問し、以下の業
務を行っていただきます。訪問件数は１日５～６
件です。
・食事、入浴、排泄の介助
・炊事、掃除、洗濯といった日常生活の手助け等

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
又は6時00分～19時00分
の間の1時間以上

岩手県宮古市

介護職員初任者研修修
了者、ホームヘルパー
２級　のいずれか

エクセル・ワードで入
力作業ができれば尚

可。

環境整備、清掃（請） 請負先敷地内の環境整備、清掃及びゴミ運搬作業
に従事。
・草刈り、刈払い等の環境整備
・掃除機掛け、モップ拭などの清掃業務
・病院等請負先でのゴミ収集及び、市内清掃セン

岩手県宮古市実田一丁目６
番６号

有限会社　メンテナ
ンス宮古

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時00分～16時00分

の間の5時間程度
岩手県宮古市

調理員 当施設利用者の給食調理業務となります。
・給食（朝、夕食）１回約１１０食分の調理
・食器洗浄
・清掃　等


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

事務員 ・資材・生産管理、品質管理に係る事務処理
・電話応対及び工場運営に係る庶務等
・その他付随する業務



岩手県宮古市松山第６地割
４６

株式会社　ウェーブ
クレスト　宮古工場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 岩手県宮古市

パソコン基本操作（ワー
ド・エクセル）ができる

清掃 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

ウエイター・ウエイトレス 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

調理補助（１２：３０～） 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

清掃作業員／赤前地内
（請）

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

学校支援員（会計年度任用
職員）

宮古市立宮古西中学校において、下記の業務に従
事していただきます。
・各教科の授業における教科担任のサポート業務
・中学生への学習指導支援、生徒指導支援、個別
指導支援業務

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） 又は8時00分～16時30分

の間の7時間
岩手県宮古市

（宮古店）飲食店での接
客・調理

和食レストラン『まるまつ』での接客又は料理を
行います

　接客・・お客様のご案内、ご注文や提供作業を
行います

宮城県富谷市成田９丁目２
－９

株式会社　カルラ

雇用期間の定めなし
又は10時00分～22時00分
の間の3時間以上

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

学校給食センターでの調理
補助

学校給食センター内での調理補助のお仕事です。
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

ハンバーガーの製造及び販
売／３ｈ～

当店において下記の業務に従事して頂きます。
・ハンバーガーの製造及び販売
・カウンター・ドライブスルーでの接客業務、レ
ジ打ち作業
・厨房でのハンバーガー等製造業務

岩手県宮古市宮町１－１－
３８

ヒロフーズ株式会社
マクドナルド　１０
６宮古店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

レジ・商品補充／１７：０
０～

レジ・商品補充を担当していただきます。
・レジカウンターにおいての接客、ＰＯＳシステ
ムを利用してのレ　ジ業務、金銭の受け渡し、包
装
・その他付随する業務

岩手県宮古市長町二丁目４
－１

ＤＣＭホーマック株
式会社　宮古店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 岩手県宮古市

生乳検査員 当組合において、下記の業務に従事して頂きま
す。
・酪農家（牛舎）に出向き、朝・夕に生乳（牛
乳）のサンプルを
　採取（受取）する業務

岩手県宮古市宮町一丁目三
番五号

新岩手農業協同組合
宮古支所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡岩泉町

パソコン操作（ワード・エ
クセル）できる方

生活相談員 デイサービスセンターでの業務に従事します。
・生活相談業務、送迎業務、介護業務、ケアプラ
ン作成などの業務　に従事していただきます。
・利用者は１日平均２０人位（定員２５人）と
なっております。

岩手県宮古市田老字養呂地
６番地２

社会福祉法人　田老
和心会

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

簡単な調理　接客、店内外
清掃

〇簡単な調理、盛付（家庭料理程度）
〇ホールでの接客、配膳（レジ会計含む）
〇店内外清掃、皿洗い
○その他、付随する簡単な業務


岩手県下閉伊郡山田町八幡
町６番１８号

ダイニングバル　ｕ
ｍｅｈａｎａ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

介護福祉士、介護支援
専門員（ケアマネー
ジャー）、社会福祉主
事任用資格のいずれか

（9月14日時点の内容です）

９月７日　から　　９月１４日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は９月２４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９月１７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



普通自動車免許ＡＴ
美容師 (1)9時30分～12時00分

1人 1,500円～2,100円

パート労働者 不問 15110- 4691801

2人 790円～790円

パート労働者 不問 03030- 2558901
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～16時00分

1人 800円～800円

パート労働者 不問 03030- 2559101
交替制あり
(1)6時00分～11時00分

1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- 2560801

(1)9時00分～15時00分
5人 818円～818円

パート労働者 不問 03030- 2566901

(1)20時00分～0時00分
1人 1,000円～1,500円

パート労働者 20歳以上 03030- 2569701

2

美容師＜岩手県＞ 老人介護施設へご高齢者を対象とした美容サービ
ス（ヘアカットや毛染め、パーマなど）の提供を
行います。
　※施設への連絡、アポイント調整などは本社で
行います。

新潟県燕市野中才１３３９
番地２

株式会社　ブルーラ
イン２１

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市　

水産加工員 水産加工業務に従事します。
・サンマ、サケ、タラなどの塩漬け、醤油漬け等
・一般鮮魚の箱詰めに従事していただきます。
・立ち仕事での作業と重い物を持つ作業もありま
すので、対応でき　る体力のある方を求めます。

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
月以上） 又は8時00分～17時00分

の間の5時間程度
岩手県宮古市

青果部門 青果部門において品出し業務に従事していただき
ます。
・野菜、果物などを箱から出し商品棚へ陳列
・商品により値札付け
・清掃等その他付随する業務

岩手県宮古市栄町３－３５ 有限会社　ミナック
（宮ビル）

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）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

電子部品組立又は検査作業 〇電子部品組立作業
・指サックを使用し手作業業務
・様々な大きさの部品を担当毎に行っていきま
す。
〇検査作業

岩手県宮古市板屋３－１１
－１５

株式会社　エム・ア
イ・エス東北工場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 岩手県宮古市

カウンターレディ カウンター内で下記の接客業務に従事していただ
きます。
・ドリンクやおつまみ等の提供
・食器類の洗浄、後片付け等
・店内外の掃除業務

岩手県下閉伊郡山田町川向
町５－２３

スナック　Ｌｉｂｅ
ｒｔｙ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町


