
変形（1年単位）
(1)8時30分～12時30分

1人 795円～795円

パート労働者 不問 03030- 2869401

(1)9時00分～13時00分
2人 820円～820円 (2)13時00分～17時00分

パート労働者 59歳以下 03030- 2870201
交替制あり
(1)8時00分～16時00分

1人 800円～850円 (2)8時00分～17時00分
(3)9時00分～16時00分

パート労働者 不問 03030- 2871501
変形（1年単位）
(1)8時30分～16時00分

1人 850円～950円 (2)9時00分～17時00分

パート労働者 64歳以下 03030- 2872001
普通自動車免許ＡＴ

看護師 (1)8時30分～17時30分
1人 1,500円～1,500円

パート労働者 64歳以下 13040-96581401

(1)18時00分～23時00分
1人 800円～950円

パート労働者 不問 03030- 2862201

1人 800円～800円

パート労働者 不問 03030- 2863501
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時00分

1人 800円～900円

パート労働者 不問 03030- 2865301
普通自動車免許一種 交替制あり

(1)6時30分～11時00分
2人 900円～950円 (2)13時30分～17時00分

パート労働者 不問 03030- 2851401

(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- 2853801

(1)9時00分～15時00分
1人 820円～820円

パート労働者 不問 03030- 2857301

(1)13時30分～16時30分
2人 793円～820円

パート労働者 不問 04010-49132601
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 35020-10245901
交替制あり
(1)8時30分～13時30分

1人 830円～880円 (2)8時30分～14時30分
(3)8時30分～17時15分

パート労働者 不問 03010-18861701
交替制あり
(1)17時15分～21時30分

1人 830円～880円 (2)17時00分～21時15分

パート労働者 不問 03010-18868901

(1)17時30分～22時00分
1人 795円～795円

パート労働者 59歳以下 03030- 2834101
交替制あり

1人 850円～850円

パート労働者 不問 03030- 2836701

(1)8時00分～12時00分
1人 850円～850円

パート労働者 不問 03030- 2842101

１

（10月9日時点の内容です）

１０月５日　から　１０月９日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は１０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

販売員（９：００～、１
３：００～）

販売に係る業務として、以下の仕事を行っていた
だきます。
・レジ操作
・接客
・清掃等

岩手県宮古市南町１４ー３ 株式会社　ツルハド
ラッグ　宮古南町店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

看護助手 当医院内において、下記の業務に従事して頂きま
す。
・医師の指示のもと、電気療法など理学療法の介
助
　（機械のセットや取り外し）

岩手県宮古市西町三丁目３
番７号

林整形外科・内科医
院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ゴルフ場フロント ゴルフ場のフロントにおいて、下記業務を行って
いただきます。
・お客さまのチェックイン、チェックアウト、清
算業務
・電話対応、予約管理

岩手県宮古市崎山第４地割
８６－３

株式会社　宮古カン
トリークラブ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

リネン係 ゴルフ場のクラブハウスにおいて、清掃業務を担
当していただきます。
・掃除（ハウス内フロア、お風呂、脱衣所、トイ
レ）
・洗濯・乾燥（タオル類）等

岩手県宮古市崎山第４地割
８６－３

株式会社　宮古カン
トリークラブ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 岩手県宮古市

ワード・エクセル操作

飲食店スタッフ 和・洋・中を中心にした飲食店です。
・お客様のご案内、注文、配膳
・会計、片付け
・食器洗浄


岩手県下閉伊郡山田町川向
町６番４３号

三陸味処　三五十

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

看護師／宮古市 訪問看護ステーションからの訪問看護業務
（一般）
※訪問看護事業所で高齢者や障がい者（児）に対
する
・状態観察

東京都港区六本木７－１１
－１０

一般財団法人訪問リ
ハビリテーション振
興財団

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

惣菜販売員（７Ｈ） 山田インター店惣菜部門に配属となります。
・商品のパッケージ・値付け等の業務
・商品の陳列や補充等
・その他指示された業務など


岩手県下閉伊郡山田町山田
５－４１－１

株式会社　キクコウ
ストア　山田イン
ター店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡山田町

販売員 ワークマン宮古店において下記の業務に従事して
いただきます。
作業服、ユニフォーム、作業関連用品（靴・ヘル
メット・軍手など）の販売にかかる業務です。
・レジや商品説明等の接客業務

岩手県宮古市八木沢第４地
割４１－６

合同会社　ハタケ
コーポレーション

雇用期間の定めなし
又は7時00分～20時00分
の間の5時間程度

岩手県宮古市

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

現場作業員 宮古魚市場での業務となります。

・魚市場での買付補助

・現場での魚の箱詰め作業等

岩手県宮古市藤原一丁目６
－３４

有限会社　坂栄商店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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） 又は7時30分～15時30分

の間の5時間程度
岩手県宮古市

グロサリー担当／オール店 びはんストアオール店において、グロサリー業務
を担当していただきます。
・生鮮食品以外の商品（日配品、雑貨、加工食品
等）の商品発注、　商品の補充、陳列、商品管理
などをおねがいします。

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） 岩手県下閉伊郡山田町

医療事務（宮古市） 請負先の医療機関にて医事業務全般を行います。

＜受付業務＞
患者様のご案内や保険証や受給者証の確認を行い
ます。

岩手県盛岡市盛岡駅西通２
－９－１　マリオスビル１
２Ｆ

株式会社　ニチイ学
館　盛岡支店

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

ワード・エクセル入
力、操作経験のある方

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

医療事務（宮古市／週３日
程度）

＜救急受付とお会計のお仕事＞

１７時以降に来院された患者様の受付のお仕事で
す。
保険証や受給者証の確認をしてコンピュータに登

岩手県盛岡市盛岡駅西通２
－９－１　マリオスビル１
２Ｆ

株式会社　ニチイ学
館　盛岡支店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

水産担当／オール店 びはんストアオール店において、水産業務を担当
していただきます。鮮魚等の加工、パック詰め作
業のほか、商品の補充、陳列などをおねがいしま
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） 岩手県下閉伊郡山田町

販売（シフト勤務） 店内においてスポーツ用品の販売を行っていただ
きます。
・お客様の対応、商品説明、レジ業務、電話対
応。
・商品陳列、商品補充、品出し、伝票入力、清掃

岩手県宮古市長町１丁目６
－２２

株式会社　ヴィクト
リア　ネクサスカン
パニー　タケダス
ポーツ　宮古店雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上） 又は9時30分～19時30分
の間の5時間以上

岩手県宮古市

◎ 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１０月１５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)22時00分～8時00分
1人 950円～950円

パート労働者 18歳以上 03030- 2843401

(1)5時00分～11時00分
1人 1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 2844701
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 03010-18603201
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 03010-18604501
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 03010-18606301
交替制あり

5人 900円～1,200円

パート労働者 不問 03010-18699601
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～17時30分
1人 800円～800円

パート労働者 不問 03010-18741801

1人 800円～900円
普通自動車免許ＡＴ

パート労働者 不問 03030- 2791501

(1)17時00分～21時00分
1人 800円～800円

パート労働者 不問 03030- 2795901

(1)8時30分～16時30分
1人 普通自動車免許ＡＴ 971円～1,145円

パート労働者 不問 03030- 2806301

(1)8時30分～17時15分
1人 普通自動車免許ＡＴ 970円～1,144円

パート労働者 不問 03030- 2807601

(1)17時00分～21時00分
2人 900円～900円

パート労働者 不問 03030- 2812501

(1)8時00分～13時00分
1人 800円～800円

パート労働者 不問 03030- 2813001
交替制あり

1人 1,100円～1,100円

パート労働者 不問 03030- 2814301
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- 2823601

(1)6時30分～9時30分
2人 850円～980円

パート労働者 不問 03030- 2826401

2

仕分けスタッフ 宅急便及びメール便について、伝票を見ながら
町・地区ごとに仕分ける作業です。
・構内での作業で、立ち仕事となります
・ほとんどの荷物は手作業で持ち運びします
・フォークリフト資格をお持ちの方は、大きい荷

岩手県宮古市長町２丁目１
－３２

ヤマト運輸　株式会
社　宮古支店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 岩手県宮古市

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

看護職員 入所者の看護業務となります。
・当ホームに入所している高齢者（１００名）の
バイタル　　チェック、服薬・健康管理、医療処
置、通院同行など
・その他付帯する業務

岩手県下閉伊郡山田町山田
第１６地割９－１０

社会福祉法人　正受
会　特別養護老人
ホーム平安荘

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は7時00分～19時00分

の間の3時間程度
岩手県下閉伊郡山田町

販売員 本社店舗において、パン・ケーキ・和菓子類の販
売業務を行っていただきます。
・接客、レジ操作、包装、陳列等
・他２～３名販売員がおります
・配達業務は予定しておりません

岩手県宮古市保久田２－２
０

有限会社　西野屋

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師、准看護師
のいずれか

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

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） 岩手県宮古市

保健師、看護師
のいずれか

パソコン（ワード・エク
セル）操作ができること

介護職員 デイサービス業務全般を行います。
・身の回りのお世話・食事・排せつ・入浴・移動
の介助
・リネン交換・清掃・洗濯、レクレーション
・社用車で利用者の送迎

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字中家２０－１０

有限会社　なかむら
（デイサービスセン
ターやすらぎ）

雇用期間の定めなし
又は8時30分～17時30分
の間の4時間以上

岩手県下閉伊郡岩泉町

保健師、助産師、看護師／
健康課（会計年度任用職
員）

健康課（宮古保健センター）への勤務となりま
す。
・保健事業における健康診査及び健康相談
・健康教育等の実施
・その他付随する事務補助等の業務

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） 岩手県宮古市

厨房及びホール（宮古店）
１７時～

宝介宮古店での業務となります。
・接客業務（席へのご案内、注文の受付、配膳、
下膳）
・厨房で盛り付けなどの調理補助
・店内の清掃、食器・調理器の洗い物、その他付

岩手県宮古市大字根市第２
地割字中割目六番四

ローソン宮古根市店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

保健師、助産師、看護
師　のいずれか

販売員（宮古市） 請負先である宮古山口病院内売店において下記の
業務を行って頂きます。
・接客及びレジ業務（バーコード）
・商品の発注業務
・その他、関連する業務

岩手県盛岡市中太田泉田６
６－１１

ワタキューセイモア
株式会社　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

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

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

株式会社　ツルハド
ラッグ　宮古南町店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡岩泉町

フロントスタッフ（ナイ
ト）

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） 岩手県宮古市パソコン入力操作程度

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

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

朝食レストランキッチン・
ホールスタッフ

朝食（バイキング形式）レストランの担当です。
・調理、盛り付け
・ホール接客
・食材の発注、検品等の食材管理や衛生管理
４～５名体制を予定しております。

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

調理員（岩泉町）


