
(1)8時30分～14時30分
1人 800円～800円

パート労働者 不問 03030- 1368611

(1)9時00分～15時00分
1人 800円～800円

パート労働者 不問 03030- 1369911
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

1人 800円～1,100円

パート労働者 64歳以下 03030- 1371811

(1)7時00分～15時00分
2人 830円～830円

パート労働者 64歳以下 03030- 1372211
普通自動車免許ＡＴ

1人 905円～1,416円

パート労働者 不問 ＰＣ入力程度 03030- 1361711

(1)6時00分～10時00分
3人 793円～793円 (2)17時00分～23時00分

(3)22時00分～6時00分

パート労働者 18歳以上 03030- 1363211

1人 850円～950円

パート労働者 不問 03030- 1366011
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- 1358011
普通自動車免許ＡＴ

看護師 (1)9時00分～16時00分
1人 1,100円～1,100円

パート労働者 64歳以下 03030- 1353711
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- 1354811

(1)17時00分～21時00分
1人 900円～900円

パート労働者 不問 03030- 1355211

(1)9時30分～15時30分
1人 900円～1,100円

パート労働者 不問 03030- 1356511

(1)13時00分～18時00分
1人 800円～800円

パート労働者 不問 03030- 1345711

(1)12時00分～20時00分
1人 830円～830円

パート労働者 不問 03030- 1346811
交替制あり

2人 1,108円～1,308円
普通自動車免許ＡＴ

パート労働者 不問 03010- 8704211

(1)9時00分～16時30分
1人 1,270円～1,370円

パート労働者 不問 03010- 8559711
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時00分～10時00分
1人 普通自動車第二種免許、 858円～958円 (2)16時00分～18時00分

中型自動車第二種免許、
大型自動車第二種免許の

パート労働者 不問 いずれか 03010- 8562011
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通所介護におけるドライ
バー業務（宮古）

通所介護サービスをご利用されるお客様の送迎
（ワンボックス車使用）

入社時に介護職員初任者研修又は旧ホームヘル
パー２級以上の資格を保有していない方は、入社

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

デイサービス看護スタッフ
（八木沢）

デイサービスにおける看護業務
・バイタルチェック
・配薬
・処方薬の塗布
・緊急時の対応

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

看護師、准看護師
のいずれか

訪問介護員（宮古） 在宅での生活を支える為に必要な生活支援
・調理、洗濯、生活必需品の買い物、掃除等

身体介護
・食事介助、入浴介助、排泄介助等

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） 又は8時00分～18時00分

の間の5時間程度
岩手県宮古市

サービス係（レジ担当・１
２時～）

レジ接客業務全般に従事していただきます。
・バーコード読込み、レジスター操作、商品代金
の精算（自動精算　機を使用）
・組合員カードの読込み、レジ袋の確認、配布、
エコバックへの商　品袋詰めなど

岩手県宮古市田の神２丁目
２－３０

いわて生活協同組合
ベルフ西町店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

クリーニングの受付係 クリーニング衣類の受付業務（受渡、レジ、包装
など）です。
・クリーニングする衣類を受け取り、衣類の素材
や種類を確認し、
　料金を設定し会計、発行された伝票をお客様に

岩手県宮古市長根２丁目５
－５

クリーニングママ号
宮古工場　（有限会
社シメアゲ　宮古工
場）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理補助 当浄土ヶ浜パークホテルにおいて下記の業務に従
事していただきます。
・料理の盛り込み
・食器セッティング
・瓶詰めなど保存容器への食材等の充填作業

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

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

下膳・食器洗浄業務（夕方
勤務）

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。

・およそ２００食分の使用済み食器等を洗浄
・洗浄には白衣、手袋、白長靴を着用し食器洗浄

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

看護職員／宮古 高齢者グループホームで、利用者様の健康管理を
中心としたケア
・バイタルサインチェック
・服薬管理
・活動中の健康管理

岩手県宮古市向町２番３４
号

有限会社　介護施設
あお空

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市　他

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4時間程度

岩手県宮古市

調理補助 ゴルフ場の調理場において、食材の仕込み、調理
（ゆでる、炒める等）盛付等を行います。メ
ニューは定食、麺類、おつまみなどになっており
ます。他に５名のスタッフがおります。


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8時00分～15時00分

の間の5時間以上
岩手県宮古市

販売員 コンビニ店での販売及び接客業務に従事していた
だきます。
・主にレジ業務、袋詰め、商品陳列、品出しなど
・店舗内外の清掃


岩手県下閉伊郡山田町大沢
第１地割４３番地５号

セブンーイレブン
山田町大沢店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

会計年度任用職員（技術補
助）監督補助

県営建設工事に係る監督補助（正社員）の補助業
務を行うものです。なお、補助業務とは工事現場
の確認、巡回、報告等となります。事務所内にお
ける正職員の事務補助、パソコンによるデータ入
力等行っていただきます。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字松橋２４－３

沿岸広域振興局　土
木部　岩泉土木セン
ター

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時30分～17時15分

の間の7時間程度
岩手県下閉伊郡岩泉町

ベーカリー係／７Ｈ いわて生協ベルフ西町店のベーカリー「ＭＥＧＵ
ＭＩＹＡ」のスタフを募集します。
・パン生地の成形
・焼き上げ
・袋詰めや値段ラベル貼り

岩手県宮古市田の神２丁目
２－３０

いわて生活協同組合
ベルフ西町店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

・建設業の従事経験者。・土木施工管
理に関する実務経験（２級施工管理技
士受験資格）を有するもの。・公共事
業発注機関の工事監督経験が３年以上
のもの。のいずれかに該当する者。

介護員／施設訪問 ハートランド宮古において下記の業務を行って頂
きます。
・入居している方の施設内訪問介護
・利用者宅への訪問介護
・生活援助及び身体介護のサービス

岩手県宮古市実田２丁目５
－１０

医療法人　おかだ外
科内科クリニック

雇用期間の定めなし
又は7時00分～19時00分
の間の6時間

岩手県宮古市

鮮魚部門 鮮魚部門での業務に従事していただきます。
【鮮魚部門】
　鮮魚の加工（開き、切り身等）、パック詰め、
品出し等の業務。
　２人体制。

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

介護職員初任者研修修
了者

事業所名
求人番号

惣菜部門 惣菜部門での業務に従事していただきます。
【惣菜部門】
　お弁当やおかずなど惣菜類の調理、盛り付け、
パック詰め、品出　し、食材の切り方、炊飯等の
仕込み作業。２～３人体制。

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

（4月26日時点の内容です）

４月２０日　から　　４月２６日　までに受理した求人です。＜次回発行日は５月１３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３年４月２８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
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