
1人 800円～800円

パート労働者 不問 03030- 1132311
交替制あり
(1)17時15分～8時30分

1人 819円～1,048円 (2)8時30分～17時15分

パート労働者 18歳以上 03030- 1139511

5人 1,500円～1,500円

パート労働者 18歳以上 03030- 1141611
５トン限定準中型免許

(1)16時00分～21時00分
1人 1,300円～1,300円 (2)17時00分～21時00分

(3)18時00分～21時00分

パート労働者 不問 03030- 1143111

(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- 1145811
交替制あり
(1)10時30分～17時30分

1人 860円～860円 (2)14時00分～21時00分

パート労働者 不問 03030- 1146211
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～15時00分
1人 800円～800円 (2)8時30分～12時30分

(3)12時30分～16時30分

パート労働者 不問 03030- 1150911

2人 793円～850円

パート労働者 40歳以下 03030- 1156411

1人 793円～822円

パート労働者 不問 03030- 1158311

(1)19時30分～0時30分
2人 1,000円～1,500円

パート労働者 20歳以上 03030- 1161211

(1)17時30分～22時00分
1人 900円～900円

パート労働者 20歳以上 03030- 1162511

(1)8時00分～12時00分
2人 870円～870円 (2)9時00分～13時00分

パート労働者 64歳以下 03030- 1163411

(1)7時00分～15時00分
1人 870円～870円

パート労働者 64歳以下 03030- 1164011

1人 950円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 1166611

1人 950円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 1167911

(1)20時00分～22時00分
1人 830円～900円

パート労働者 不問 03030- 1168111
普通自動車免許ＡＴ

1人 880円～900円

パート労働者 不問 03030- 1066211
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 ワード・エクセル操作 03030- 1070911
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岩手県宮古市

警備員 １．交通誘導警備：工事現場における歩行、車両
等の安全誘導
２．駐車場警備：店舗やイベント駐車場における
整理業務
３．雑踏警備：イベント等における安全確保、誘

岩手県宮古市実田１－２－
３

株式会社　トスネッ
ト北東北　宮古営業
所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 又は8時00分～17時00分

の間の8時間
岩手県宮古市　他

一時保護児童指導補助員兼
当直専門員（会計年度任用
職員）

宮古児童相談所において下記の業務を担当してい
ただきます。
〇一時保護児童の生活補助・見守り
〇施設管理（見回り・開錠・施錠・暖房機器への
給油等）

岩手県宮古市和見町９－２
９

岩手県宮古児童相談
所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

セールスドライバー 当社において下記の業務を行っていただきます。
・宅配便の集荷及び配達
・宮古市内を２ｔ車で運転しての集配業務
・その他付随する業務


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

（4月2日時点の内容です）

３月３０日　から　　４月２日　までに受理した求人です。＜次回発行日は４月１５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

準中型自動車免許（Ｈ２
９．３．１２以降免許取得

の方）以上

事業所名
求人番号

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時間以上

勝馬投票券の発売 テレトラック宮古において次の業務を行っていた
だきます。
・勝馬投票券の発売業務
・対面販売（ガラス越し）と自動発券機の操作
・つり銭の準備、補充

岩手県宮古市大通り４－３
－１３

財団法人　岩手県競
馬振興公社　宮古場
外勝馬投票券発売所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

販売員（９：００・１３：
００）

当店では、医薬品、化粧品、雑貨、食料品等を取
り扱っています。
・レジ操作
・雑貨や食料品コーナーの商品補充や陳列作業
・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

縫製 当工場において下記の業務に従事していただきま
す。
　毛皮の縫製作業
　・裁断
　・ミシン

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字合の山１２－２

アイファー株式会社

雇用期間の定めなし
又は8時00分～17時00分
の間の6時間以上

岩手県下閉伊郡岩泉町

調理補助員及び販売員 下記の業務に従事していただきます。
・調理補助、配膳
・物販レジ、商品陳列
・配送（野菜の集荷）配送には社用車（軽トラッ
ク・ＡＴ車）を使用していただきます。

岩手県下閉伊郡田野畑村菅
窪１５１番地６

一般社団法人　思惟
の風

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡田野畑村

接客社交係 当店において、カウンターでの接客に従事してい
ただきます。
・ドリンクやおつまみの提供
・店舗内外の清掃
・食器類の洗浄、後片付け

岩手県下閉伊郡山田町川向
町９－１４

スナックＰＡＳＳＩ
ＯＮ　今野　さゆり

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

クリンクルー（９時３０分
～１４時１５分）

建物清掃全般を行います。
・掃き掃除、拭き掃除、備品の交換、ごみの回収
などを行います。
・就業場所により、直行直帰または事務所に集合
して移動となりま　す。

岩手県宮古市田の神二丁目
３番１１号

株式会社　サンズ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は9時30分～14時15分

の間の4時間程度
岩手県宮古市

水産 当店舗において下記業務を行っていただきます。
・品出し、陳列
・刺身の生産、加工
・丸魚の身下ろし、加工
・商品パック作業

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

ホール・調理補助 座席数４０席ある居酒屋でのホールと調理補助を
担当します。
・お客様案内、注文、配膳、片付け、店舗内清掃
等
・簡単な盛り付けなど

岩手県下閉伊郡山田町川向
町７－１５

居酒屋食堂　笑多

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

キッチンスタッフ・牛角／
１０時～

おしゃれで家庭的な雰囲気の焼肉店「牛角宮古
店」でのお仕事です
・お肉の盛り付け
・仕込み等簡単な調理
・後片付け　など

岩手県宮古市鴨崎町１－５
８

アンドーコーポレー
ション　有限会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は10時00分～15時00分

の間の3時間以上
岩手県宮古市

惣菜部門 当店舗において下記業務を行っていただきます。
・総菜揚げ物製造
・商品化作業
・製品ラップ作業
・値付け作業

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

清掃スタッフ（大戸屋宮古
店）２０：００～

大戸屋宮古店において、下記の業務に従事してい
ただきます。
・食器や器具の洗浄
・厨房内の清掃
・その他付随する業務

岩手県宮古市鴨崎町１－５
８

アンドーコーポレー
ション　有限会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

ホールスタッフ・牛角／１
０時～

おしゃれで家庭的な雰囲気の焼肉店「牛角宮古
店」でのお仕事です
・お客様をお席にご案内
・ご注文をお伺い（ハンディ操作）
・ドリンク作り、料理配膳

岩手県宮古市鴨崎町１－５
８

アンドーコーポレー
ション　有限会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は10時00分～15時00分

の間の3時間以上
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

店舗展示場販売員 当社において下記の業務を行っていただきます。
・店舗、展示場での来客対応
・自動車販売（新車、中古車）のサポート業務
・展示車両の洗車、メンテナンス
・任意保険のサポート業務

岩手県下閉伊郡山田町山田
第２地割１７番地

株式会社　ＢＭＣ

雇用期間の定めなし
又は9時30分～18時30分
の間の4時間以上

岩手県下閉伊郡山田町
ＰＣ操作（ワード、エ

クセル）

◎ 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３年４月８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
(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- 1071111

(1)20時00分～0時00分
3人 1,000円～1,200円

パート労働者 20歳以上 03030- 1082511

(1)9時00分～15時00分
1人 800円～800円

パート労働者 69歳以下 03030- 1085311

1人 850円～900円

パート労働者 不問 03030- 1086611

(1)17時00分～23時00分
1人 793円～793円

パート労働者 18歳以上 03030- 1088111

1人 800円～800円

パート労働者 59歳以下 03030- 1100111

1人 830円～900円

パート労働者 不問 03030- 1101711

2人 853円～1,043円
普通自動車免許ＡＴ

パート労働者 不問 03030- 1105411
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1)6時30分～10時30分
2人 923円～1,043円 (2)7時00分～11時00分

(3)15時00分～19時00分

パート労働者 不問 03030- 1106011
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- 1111811

1人 900円～1,130円
普通自動車免許ＡＴ

パート労働者 不問 03030- 1113511

(1)17時00分～23時00分
2人 850円～1,500円

パート労働者 18歳以上 03030- 1129811

(1)9時00分～15時00分
2人 793円～793円

パート労働者 59歳以下 03030- 1050411

(1)8時00分～12時00分
1人 950円～950円

パート労働者 不問 03030- 1052311
交替制あり
(1)9時00分～14時00分

1人 830円～830円

パート労働者 不問 03030- 1053611
準中型自動車免許 変形（1年単位）

1人 800円～800円

パート労働者 59歳以下 03030- 1056711

(1)10時00分～15時00分
2人 800円～800円

パート労働者 不問 03030- 1057811
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

5人 793円～793円

パート労働者 59歳以下 03010- 7046011

1人 800円～800円

パート労働者 不問 03010- 6937511
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商品入出庫（宮古支店） ・出庫指示伝票による商品出庫作業。
・入荷商品検品及び商品棚へ収納。
・倉庫内整理、清掃作業。
・その他、上記に付随する作業及び指示された業
務等。

岩手県紫波郡矢巾町流通セ
ンター南３－９－７

株式会社　藤村商会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は9時00分～16時00分

の間の5時間程度
岩手県宮古市

菌床の管理と菌床しいたけ
栽培（穴沢工場）

（株）ミナカワ穴沢工場において、菌床の管理と
菌床しいたけの栽培や収穫作業を担当して頂きま
す。合わせて品質管理等も行っていただきます。

ホダの移動、袋取り、浸水作業、品質管理、運搬

岩手県盛岡市向中野２丁目
１９番３８号【求人票郵送
先指定あり】

株式会社　ミナカワ
菌類栽培部

雇用期間の定めなし
又は8時00分～17時00分
の間の4時間以上

岩手県下閉伊郡岩泉町

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９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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

配達員 スチロール・ダンボール等、包装資材の配達を
行っていただきます。
・当社倉庫から市内魚店への配達が主
　（山田、重茂、岩泉の配達もあり）
・積込・荷卸しは基本手積みですが、フォークリ

岩手県宮古市実田１丁目６
番４号

宮古容器　株式会社

雇用期間の定めなし
又は8時00分～17時00分
の間の3時間程度

岩手県宮古市

クリンクルー（大通り） 請負先である宿泊施設の客室清掃（ベッドメイキ
ングを含む）及び共用部分のフロア、トイレ清掃
を行います。



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） 又は9時15分～14時15分

の間の5時間程度
岩手県宮古市

クリンクルー（山田町） 請負先の館内清掃全般（男女トイレ、玄関、執務
室の清掃、ごみの回収と仕分けなど）を行ってい
ただきます。

・ご自宅から直行直帰となります。

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）

岩手県下閉伊郡山田町

食品加工 ・加工食品（海産物を使用したおつまみや、茎わ
かめ、きくらげな　どの珍味）の製造作業
・加工食品の包装作業
・調味液の包装作業　等


岩手県宮古市津軽石第１３
地割３１６番地１

フードパック　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ホール・調理補助／ＳＹＵ
ＷＡ　ＳＹＵＷＡ

ホールにおいて接客業務及び厨房内において調理
の補助的作業を行っていただきます。
○ホールにおいて接客業務
・お客様のご案内、注文受け、配膳、後片付け、
レジ等

岩手県宮古市八木沢第４地
割９７－７

ビツクベル　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

訪問介護員 利用者に対する在宅介護業務を行います。
・調理、部屋の掃除、入浴、排泄、通院付添い
等。
・事務所に出勤してから利用者宅を訪問します。
・介護サービスの内容にもよりますが、１日平均

岩手県下閉伊郡山田町大沢
４地割３８番地５

有限会社ヘルパーは
うす

雇用期間の定めなし
又は7時00分～20時00分
の間の4時間以上

岩手県下閉伊郡山田町

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

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

介護職／特別養護老人ホー
ム

特別養護老人ホーム利用者への介護サービス提供
・朝食または夕食の配膳及び介助
・起床する際の声掛けや食堂までの移動介助
・トイレ誘導、洗濯物の配布
・食器洗い（担当ユニット内のコップや茶わん類

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第４
地割１－２０

社会福祉法人　若竹
会　サンホームみや
こ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

ホームヘルパー 市内の利用者様のご家庭を訪問し、下記の業務に
従事
・食事、入浴、排せつの介助
・炊事、掃除、洗濯などの日常生活の手助けなど


岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第４
地割１－２０

社会福祉法人　若竹
会　サンホームみや
こ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は7時00分～18時00分

の間の4時間程度
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

ホールスタッフ（大戸屋宮
古店）

・お客様のご案内
・注文伺い
・料理提供とサービス
・会計
・後片付け

岩手県宮古市鴨崎町１－５
８

アンドーコーポレー
ション　有限会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は10時00分～21時00分

の間の3時間以上
岩手県宮古市

受付事務 さかもと眼科クリニック内において、
・来院患者様の受付
・診療室への誘導、介助
・電話対応
・レジを使用しての会計精算をお願いする場合も

岩手県宮古市向町４番４１
号

さかもと眼科クリ
ニック

雇用期間の定めなし
又は9時00分～18時00分
の間の4時間程度

岩手県宮古市

販売員（磯鶏石崎店）１７
時～２３時

ローソン宮古磯鶏石崎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

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

レストランフロアー ゴルフ場のレストランにおいて、下記業務を行い
ます。
・ご利用のお客様の注文、配膳、片付け
・清掃等


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
月以上） 又は9時00分～16時00分

の間の5時間以上
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
月以上）

岩手県宮古市

事務及び雑務 当社において下記の業務に従事していただきま
す。
・請求書、納品書作成
・電話での注文受付や問い合わせへの対応
・ギフト発送業務

岩手県下閉伊郡山田町川向
町１６８

株式会社　川石水産

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

パソコン操作（ワード・エ
クセル・メール・インター

ネット）ができる方

カウンタースタッフ カウンター越しでの接客となります。
○お酒の提供
○お料理の提供
○店内・外の掃除
○カラオケ等の対応

岩手県宮古市大通４丁目１
－４　丸福ビル２Ｆ

ＢＡＮＧＡＲＩ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市


