
普通自動車免許一種
(1)9時00分～16時00分

1人 793円～793円

パート労働者 不問 03030- 1455611
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- 1457111

1人 850円～900円

パート労働者 不問 03030- 1474711

(1)13時15分～18時15分
1人 869円～896円

パート労働者 不問 03030- 1478411

(1)10時00分～15時00分
1人 事務経験のある方 900円～1,000円

パート労働者 64歳以下 03030- 1483811

1人 900円～900円

パート労働者 不問 03030- 1488311

(1)8時00分～12時00分
1人 795円～795円

パート労働者 59歳以下 03030- 1490811
普通自動車免許一種

1人 793円～850円

パート労働者 不問 03030- 1398211

(1)6時00分～9時00分
1人 800円～800円

パート労働者 不問 03030- 1412611
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 64歳以下 03030- 1420611

(1)8時00分～17時00分
1人 793円～800円 (2)17時00分～8時00分

パート労働者 18歳以上 03030- 1422111
変形（1年単位）

1人 793円～793円

パート労働者 59歳以下 03030- 1423711
普通自動車免許ＡＴ

4人 1,100円～1,100円

パート労働者 64歳以下 03030- 1437311

(1)10時00分～18時00分
1人 870円～870円

パート労働者 64歳以下 03030- 1439911
普通自動車免許ＡＴ

10人 1,100円～1,100円

パート労働者 64歳以下 03030- 1446311
普通自動車免許ＡＴ

5人 1,100円～1,100円

パート労働者 64歳以下 03030- 1450211

1人 793円～850円

パート労働者 不問 03030- 1390411

(1)14時00分～18時00分
1人 820円～820円

パート労働者 不問 03030- 1392311

1

グロサリー担当／豊間根店 びはんストア豊間根店において、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
などをお願いします。

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

プラスチック製品の梱包、
発送作業

スマートフォンやタブレットＰＣ、車などに使用
される電子部品用のプラスチック製品を梱包、発
送の作業となります。製品はとても小さいので重
量物を取り扱いませんが小さいので取り扱いには
注意が必要です。所属部署は営業支援課となりま

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第９
地割３０番地

モルデック株式会社
宮古工場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 又は9時00分～17時00分

の間の7時間程度
岩手県宮古市

接客、販売、製造／パン専
門店

４月にオープンしたばかりのパン専門店です。ヤ
ギミルクを使用したパンや、おしゃれな雑貨等を
販売しています。
・お客様への接客・販売
・新商品の企画

岩手県宮古市崎山第３地割
１１２－７０

グロースパートナー
ズ　株式会社

雇用期間の定めなし
又は8時30分～19時30分
の間の6時間程度

岩手県宮古市

接客、商品企画、販売、製
造／カフェ・ビストロ／６
ｈ

＊ブーランジェリー　レ・ド・シェーブルがカ
フェ・ビストロ　レ・ド・シェーブルに生まれ変
わります！

昼はカフェ、夜はフレンチビストロ、時間帯に

岩手県宮古市崎山第３地割
１１２－７０

グロースパートナー
ズ　株式会社

雇用期間の定めなし
又は10時00分～23時00分
の間の6時間程度

岩手県宮古市

レジ担当／サービス部門 サービス部門でのレジ接客業務を行っていただき
ます。
・バーコード読み込み、レジスター操作
・商品代金の精算（自動精算機を使用）
・エコバッグへの商品袋詰めなど

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

又は10時00分～18時00分
の間の3時間以上

岩手県宮古市

清掃員・宿直員・洗濯作業
員

請負先において下記の業務に従事していただきま
す。
［清掃員］
　・施設内の清掃作業
［宿直員］

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）

岩手県宮古市

商品企画、販売、製造／パ
ティスリー／６ｈ

＊宮古駅前のパティスリーで、ヤギミルクを使っ
たお菓子や、可愛　い雑貨を販売しています。
・お客様への接客・販売
・新商品の企画
・お菓子、パンの製造

岩手県宮古市崎山第３地割
１１２－７０

グロースパートナー
ズ　株式会社

雇用期間の定めなし
又は7時00分～20時00分
の間の6時間程度

岩手県宮古市

仕上兼二次加硫係 オイルシールの仕上げ加工業務全般を行います。
・機械や手作業での仕上げ加工作業となります。

※オイルシール…各種機械等に使用される部品


岩手県下閉伊郡岩泉町小本
字内の沢２―２

有限会社　岩泉ゴム
工業

雇用期間の定めなし
又は8時00分～17時20分
の間の4時間以上

岩手県下閉伊郡岩泉町

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

販売員／セブンイレブン山
田町中央店　６時～

・店内販売（接客・レジ業務）
・商品陳列、商品補充
・発注、フード調理、店内外清掃
　　　　　　
アルバイトや副業希望の方も歓迎します。

岩手県下閉伊郡山田町中央
町５番地６

株式会社　びはんセ
ンター

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

ガソリンスタンドスタッフ 当社のガソリンスタンド各給油所いずれかに勤務
・お客さまへの接客応対、給油、洗車等のサービ
ス業務
・その他、軽作業等


岩手県宮古市大通３－６－
３５

中屋石油　株式会社

雇用期間の定めなし
又は8時00分～18時00分
の間の5時間程度

岩手県宮古市

惣菜係（８：００～） 惣菜担当業務全般を行います。
・惣菜の調理、パック詰め、商品の陳列・補充な
ど
・調理については、揚げ物担当、おかず担当など
業務を分担

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

乳製品製造 ・牛乳及び乳製品の製造管理、新商品開発
・その他付随する業務
・商品の梱包、出荷業務

乳製品を使用し、今までにない商品、お客様が喜

岩手県宮古市田老字小堀内
１９－１５

しあわせ乳業　株式
会社

雇用期間の定めなし
又は6時00分～17時00分
の間の6時間程度

岩手県宮古市

一般事務 一般事務全般を行います。

・パソコンでの書類・文書作成

・電話対応、来客対応

岩手県宮古市藤の川１３－
２３

宮古環境管理株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

パソコン入力（ワー
ド・エクセル操作）得
意な方を希望します。

パソコン［ワープロ・
表計算］可

事務補助員／こども課（会
計年度任用職員）

宮古市小山田保育所に勤務となります。
・事務の一部補助業務
・園内の清掃や片付け
・備品消毒
・行事の準備業務など

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

レストランフロアー／土日
祝

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

ワード・エクセルの操
作ができること

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

事業所名
求人番号

事務全般 ・建設業に関する事務業務全般
・一般住宅や土木、公共工事に関する各種書類作
成（ＰＣ入力）
・電話、来客対応
・現場管理の補佐業務（パソコンを使用した書類

岩手県宮古市太田１丁目８
番２０号

有限会社　乙戸建設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市
パソコン（ワード・エクセ

ル）操作の出来る方

（5月7日時点の内容です）

４月２７日　から　　５月７日　までに受理した求人です。　＜次回発行日は５月２０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５月１３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)8時00分～12時00分
1人 850円～850円 (2)16時00分～19時00分

パート労働者 59歳以下 03030- 1387111
看護師、准看護師

のいずれか (1)8時30分～18時00分
1人 1,000円～1,300円 (2)8時30分～12時30分

パート労働者 64歳以下 03030- 1376311

(1)8時00分～17時30分
1人 793円～793円

パート労働者 不問 03030- 1377611

3人 1,100円～1,400円
普通自動車免許ＡＴ

パート労働者 不問 03030- 1379111
交替制あり
(1)15時00分～18時00分

2人 800円～800円 (2)0時00分～8時00分

パート労働者 18歳以上 03030- 1382411
交替制あり

1人 861円～861円

パート労働者 不問 03010- 9283311
交替制あり

1人 861円～861円

パート労働者 不問 03010- 9286111
交替制あり

1人 861円～861円

パート労働者 不問 03010- 9287711
交替制あり

1人 800円～1,000円

パート労働者 不問 03010- 9389311

(1)9時00分～15時00分
8人 900円～900円 (2)9時00分～16時00分

有期雇用派遣パート 不問 03010- 9090411

2

ガソリンスタンド販売員 ガソリンスタンド店におけるお客様への応対、
サービス
・車両の誘導、給油、洗車、窓ふき、会計
・その他付随する業務


岩手県宮古市根市第２地割
３３－２

株式会社丸光商事

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師又は准看護師 外科・内科を主体とした外来業務に従事していた
だきます。
・診察介助、採血、点滴、血圧測定等
・検査・電気治療の介助又は実施
・レントゲン撮影時の介助

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

岩手県宮古市

菌床椎茸の栽培等／アルバ
イト

菌床椎茸の栽培、集出荷にかかる作業に従事して
いただきます。
・収穫、箱詰め、パック詰め、箱作り
・菌床の製造、培養にかかる作業


岩手県下閉伊郡岩泉町浅内
字下栗畑６８－１１

株式会社　岩泉きの
こ産業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

ホームヘルパー 山田町内の利用者宅への訪問介護業務に従事して
いただきます。
・身体介護、入浴介助および家事の支援、通院介
助などを行って
　いただきます。

岩手県下閉伊郡山田町山田
第１５地割８２番地２

社会福祉法人　山田
町社会福祉協議会

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1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

ホテル清掃スタッフ 清掃業務全般に従事していただきます。
・１～２名体制の勤務
・客室清掃、敷地内の清掃作業
・その他、フロント業務（電話応対等）もお願い
します。

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第１地割２１４番地２

有限会社　Ｒ（ホテ
ルＲ）

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

ドラッグストアでの販売
（登録販売者）【岩泉地
域】

・医薬品販売に関する業務（接客、商品管理、在
庫管理等）
・商品管理（発注、陳列、補充、整理）
・レジ業務
・店内外の清掃

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8時00分～22時15分

の間の7時間程度
岩手県下閉伊郡岩泉町

登録販売者（一般医薬
品）

ドラッグストアでの販売
（登録販売者）【山田地
域】

・医薬品販売に関する業務（接客、商品管理、在
庫管理等）
・商品管理（発注、陳列、補充、整理）
・レジ業務
・店内外の清掃

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8時00分～22時15分

の間の7時間程度
岩手県下閉伊郡山田町　他

登録販売者（一般医薬
品）

ドラッグストアでの販売
（登録販売者）【宮古地
域】

・医薬品販売に関する業務（接客、商品管理、在
庫管理等）
・商品管理（発注、陳列、補充、整理）
・レジ業務
・店内外の清掃

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8時00分～22時15分

の間の7時間程度
岩手県宮古市

登録販売者（一般医薬
品）

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

電子部品組立（宮古市） 派遣先の事業所において手作業による
電子部品の組立を行います。

・組立の手順があり、その通りに作業を行いま
す。

岩手県盛岡市向中野３丁目
１８番２０号　２Ｆ　アク
エリアスビル

株式会社　エムアン
ドエム　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


