
(1)22時00分～0時00分
1人 800円～1,040円

パート労働者 18歳以上 03010-21550101

3人 1,000円～1,000円

パート労働者 18歳以上 03010-21552701

(1)23時00分～0時00分
2人 1,040円～1,040円

パート労働者 18歳以上 03010-21556001

(1)22時00分～0時00分
2人 800円～1,040円

パート労働者 18歳以上 03010-21557301
交替制あり

2人 801円～801円

パート労働者 不問 03010-21616701
変形（1ヶ月単位）
(1)16時45分～21時00分

1人 830円～830円 (2)18時15分～21時00分

パート労働者 不問 03030- 3172801

(1)15時00分～19時00分
1人 793円～793円

パート労働者 不問 03030- 3177601

(1)19時00分～22時00分
1人 793円～793円

パート労働者 不問 03030- 3178901

(1)9時00分～17時00分
1人 880円～880円

パート労働者 59歳以下 03030- 3179101

(1)6時00分～8時00分
1人 1,000円～1,000円

※自力通勤可能な方
パート労働者 不問 02020-14559101

(1)7時00分～9時00分
1人 800円～800円 (2)16時00分～18時00分

パート労働者 59歳以下 03010-21493301

(1)7時00分～15時00分
1人 850円～850円

パート労働者 59歳以下 03010-21497401
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～12時00分
1人 800円～800円

パート労働者 不問 03030- 3160901

(1)8時30分～11時00分
3人 800円～800円

パート労働者 不問 03030- 3165201
普通自動車免許ＡＴ

介護福祉士
1人 1,200円～1,600円

パート労働者 64歳以下 03030- 3167001
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～15時00分
1人 818円～818円

パート労働者 不問 03030- 3169601

(1)14時00分～18時00分
2人 910円～910円

パート労働者 不問 03030- 3171701
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1)5時00分～12時00分
2人 1,000円～1,000円

パート労働者 不問 04010-55214001

1

（11月13日時点の内容です）

１１月９日　から　１１月１３日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は１１月２６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

ホールスタッフ・カウン
タースタッフ（１６時～／
宮古店）

パチンコ店のホール・カウンターでの接客対応で
す。
　出玉の上げ下ろしや交換、景品交換などの一般
業務、
　その他付随する業務や指示された業務をお願い

岩手県盛岡市東見前５地割
５７－１－２階

株式会社　飛鳥商事

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は16時00分～0時00分

の間の5時間程度
岩手県宮古市

事業所名
求人番号

清掃スタッフ（２２：００
～）（磯鶏店）

＊パチンコホールの清掃業務全般を行っていただ
きます。
（当店の営業中から閉店後業務としての作業で
す）


岩手県盛岡市東見前５地割
５７－１－２階

株式会社　飛鳥商事

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

清掃スタッフ（２２：００
～）（宮古店）

パチンコホールの清掃業務全般を行っていただき
ます。
・ホール床の拭き掃き清掃
・パチンコ台ガラスの清掃、灰皿清掃
・トイレ清掃

岩手県盛岡市東見前５地割
５７－１－２階

株式会社　飛鳥商事

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

清掃スタッフ（２３：００
～）（宮古店）

パチンコホールの清掃業務全般を行っていただき
ます。
・ホール床の拭き掃き清掃
・パチンコ台ガラスの清掃、灰皿清掃
・トイレ清掃

岩手県盛岡市東見前５地割
５７－１－２階

株式会社　飛鳥商事

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

下膳・食器洗浄業務（夕方
勤務）（請）

請負先施設内で下膳、食器洗浄業務を行っていた
だきます。

・５名での立ち仕事となります。
・毎日およそ２００食分の使用済み食器等を洗浄

岩手県宮古市長町１丁目９
－１７

リアス環境管理　株
式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

ドラッグストアでの販売
（岩手岩泉店）

・商品管理（発注、陳列、補充、整理）
・レジ業務
・店内外の清掃
・ＰＯＰ（値札）貼り　等


岩手県紫波郡矢巾町大字広
宮沢第３地割４２６番地

株式会社　薬王堂

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は7時00分～22時15分

の間の5時間程度
岩手県下閉伊郡岩泉町

販売員（根市店）１９時～ ローソン宮古根市店での業務となります。
・接客、レジ打ち、商品袋詰め、電話対応、品出
し、清掃、商品発　注等
・商品発注は、適性を見ながら指導いたします
・３～４名で業務を行います

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

販売員（根市店）１５時～ ローソン宮古根市店での業務となります。
・接客、レジ打ち、商品袋詰め、電話対応、品出
し、清掃、商品発　注等
・商品発注は、適性を見ながら指導いたします
・３～４名で業務を行います

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

お店での荷降ろし補助（磯
鶏店）【短期・配Ｇ】

【雇用期間：令和２年１２月２６日～１２月３１
日】

◇ドライバーと一緒にお店で、荷物を降ろす仕事
です。

青森県八戸市卸センター１
丁目１３－１

株式会社　共同物流
サービス

日雇（日々雇用または１ヶ
月未満） 岩手県宮古市

レジチェッカー・品出し
（９時～）

主に業務用の容量の多い食品などを取り扱ってい
るスーパーになります。
・商品の陳列、品出し、包装、レジ操作会計、接
客等を行います。
・初めての方でも指導しますのでご応募下さい。

岩手県下閉伊郡山田町大沢
第２地割４８番地４

株式会社　マルイチ
業務スーパー　山田
店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

清掃（山田町） 請負先事業所であるキクコーストア山田インター
店において、下記作業を行っていただきます。
・店舗内の床掃き拭き清掃
・トイレ、洗面所清掃
・ゴミ箱処理

岩手県盛岡市向中野２－１
－２２

株式会社　オイラー
盛岡支店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

清掃（宮古市） 請負先事業所である「三陸北部森林管理署」にお
いて日常清掃業務行っていただきます。
・トイレ、洗面台清掃
・各階共用部、階段掃き拭き清掃
・ゴミ箱処理

岩手県盛岡市向中野２－１
－２２

株式会社　オイラー
盛岡支店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

布団上げ 当ホテルの客室において下記業務を担当していた
だきます。
・主に布団上げ作業
・１名で勤務


岩手県宮古市磯鶏一丁目１
－１８

有限会社ホテル近江
屋

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

配送 当社三陸工場から岩泉工場へ配送業務を行ってい
ただきます。
・段ボールに入った材料や製品をワンボックスに
手積み
　（重い物で１５キロ程度）

岩手県下閉伊郡山田町大沢
第４地割２０－１４０

ツインスターテクノ
ロジー株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

生産管理補助および運搬業
務

生産管理の指示のもと、作業を行います。
・検品、数量チェック、パソコンでの入出庫管理
などの
　部材の入出荷作業
・製造工程で使用する部材の準備、移動作業

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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

訪問介護 市内に住む利用者様のご家庭を訪問して介護サー
ビスを提供していただきます。
・食事、入浴、排せつの介助
・炊事、掃除、洗濯といった日常生活の手助け等
・訪問記録を日誌に記入（会社に１週間に１回提

岩手県宮古市新町２－６ 介護サービス　株式
会社

雇用期間の定めなし
又は8時00分～17時30分
の間の4時間程度

岩手県宮古市

Ｅｘｃｅｌ・Ｗｏｒｄ
を使用し、表や文章の

作成ができる

不要物選別作業（プラント
内）

砂、砕石の製品を生産する過程において、材料に
混入している木くずや根っこなどの不要物を取り
除く作業に従事していただきます。

立ち仕事になりますが、簡単な作業ですので経験

宮城県仙台市青葉区本町１
丁目１３－２２　仙台松村
ビル７Ｆ

フコク資材　株式会
社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は12時00分～19時00分

の間の5時間程度
岩手県下閉伊郡岩泉町

学童支援員補助 学童で支援員業務に従事します。
・児童の見守り（遊び相手）
・電話対応
・教室内清掃
・その他付随する業務（おやつ準備等）

岩手県宮古市愛宕１丁目４
番６号
旧愛宕小学校東棟

公益社団法人　宮古
市シルバー人材セン
ター

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 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１１月１９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



交替制あり

2人 900円～900円

パート労働者 不問 13040- 5898302
交替制あり
(1)6時00分～10時30分

1人 793円～793円 (2)14時30分～19時00分

パート労働者 不問 03030- 3156801

2人 900円～900円

パート労働者 不問 03030- 3134001
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)19時00分～7時00分
1人 920円～1,030円

パート労働者 64歳以下 03010-21218101

2

宿直パート（宮古典礼会
館）

典礼会館にて夜間の宿直業務

・受付業務
・電話応対
・館内諸業務

岩手県盛岡市津志田南３丁
目１４番６５号

株式会社　サンファ
ミリー　（愛グルー
プ）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員 新宮古魚菜市場店の店舗において販売を担当して
いただきます。
・魚・貝・海藻等魚介類の販売
・商品発送対応　　　　　
・鮮魚さばき・パック詰め・陳列　　　

岩手県宮古市五月町１－１ 有限会社　岩船商店

雇用期間の定めなし
又は8時00分～16時00分
の間の5時間程度

岩手県宮古市

弁当調理係 ・注文取り
・お弁当調理
・レジ操作
・掃除　等
お弁当の調理は、マニュアルがあります。

岩手県下閉伊郡山田町飯岡
第２地割１番地５７

ケイエム企画

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

接客・調理／１０６号宮古
店

牛丼のすき家での接客、調理、販売、清掃業務で
す。
・接客（お客様のご案内、オーダーとり、料理提
供、食器の片付け）
・調理（料理の簡単な仕込み、盛り付け、洗い

東京都港区港南二丁目１８
番１号　ＪＲ品川イースト
ビル５階

株式会社　すき家

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 又は9時00分～8時59分の

間の2時間以上
岩手県宮古市


