
普通自動車免許ＡＴ
(1)9時00分～13時00分

1人 800円～800円

パート労働者 不問 ＰＣ操作（エクセル） 03030- 1591311

(1)6時00分～12時00分
1人 800円～800円

パート労働者 不問 03030- 1602211

1人 2,000円～3,000円

パート労働者 不問 27020-27645411
交替制あり
(1)5時00分～14時00分

1人 800円～1,000円 (2)10時00分～19時00分

パート労働者 不問 03010-10165611

(1)17時30分～19時30分
1人 1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03010-10179511

(1)18時00分～22時00分
2人 793円～793円

パート労働者 不問 03030- 1587711

1人 896円～1,084円

パート労働者 不問 03030- 1567011

(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- 1568311
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)6時30分～13時30分
2人 923円～923円 (2)13時30分～19時30分

パート労働者 不問 03030- 1570811
交替制あり

2人 900円～900円

パート労働者 不問 13040-42090211
看護師

普通自動車免許ＡＴ
1人 病院勤務経験３年以上 1,500円～1,500円

パート労働者 不問 15010-14884211

5人 850円～850円

パート労働者 不問 02020- 6311711

(1)13時00分～17時00分
1人 830円～830円

パート労働者 不問 03030- 1536911
変形（1年単位）

1人 880円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 1543611

1人 1,300円～1,300円

パート労働者 不問 03030- 1552911

(1)6時00分～9時00分
2人 820円～820円 (2)17時00分～20時00分

パート労働者 不問 03030- 1492511
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～17時00分
3人 900円～900円 (2)16時15分～0時30分

パート労働者 18歳以上 03030- 1495311

(1)20時00分～0時00分
1人 1,000円～1,500円

パート労働者 20歳以上 03030- 1498111

1

カウンタースタッフ カウンター内で下記の接客業務に従事していただ
きます。
・ドリンクやおつまみ等の提供
・食器類の洗浄、後片付け等
・店内外の掃除業務

岩手県下閉伊郡山田町川向
町５－２３

スナック　Ｌｉｂｅ
ｒｔｙ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

カウンター及びホールス
タッフ

パチンコ、スロット店のスタッフとして、お客様
に快適に遊技をしていただくためのサービスを提
供する仕事となります
・カウンター業務
・ホール業務

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字中家２６－１

株式会社　ＪＥＣ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

セルフガソリンスタンドス
タッフ

・給油と代金清算の監視
・構内の清掃
・接客、電話対応等
・開店、閉店に伴う付随した業務


岩手県下閉伊郡山田町中央
町５－６

尾半商事　有限会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

危険物取扱者（乙種）、危
険物取扱者（丙種）のいず

れか

※乙種＝乙４種必須、丙種所
持者：採用後乙４種取得必須

となる

看護師 介護施設・通所リハビリテーションの利用者及び
入所利用者への看護業務全般を行います。
・入所利用者（現在７５名ぐらい）
・バイタルチェック、服薬管理、健康管理、医療
処置

岩手県下閉伊郡山田町飯岡
第９地割２３－１

医療法人　晃生会
介護老人保健施設
さくら山

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時00分～17時30分

の間の3時間以上
岩手県下閉伊郡山田町

レジ部門販売員（７Ｈ）／
日勤

◎レジ部門配属となり、下記の業務に従事してい
ただきます。
・レジ清算（自動金銭機搭載レジ）
・レジ周りの消耗品補充やかご整理
・サービスカウンター業務（商品管理、宅配便受

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） 又は8時00分～21時15分

の間の7時間
岩手県下閉伊郡山田町

看護師、准看護師
のいずれか

クリンクルー（お風呂清
掃、山田町）

弊社請負先館内において、お風呂の清掃先般に従
事していただきます。
・１名での作業です。
・大小合わせて４か所のお風呂です。


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

接客・調理・調理補助（宮
古マリンコープＤＯＲＡ
店）

◇フライドチキンの調理及び販売、清掃
・商品の調理
・レジ会計業務
・機器、器具の洗浄
・店内清掃

青森県八戸市北白山台２丁
目６－３０

ＫＰダイニング株式
会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は9時00分～21時00分

の間の4時間以上
岩手県宮古市

（請）正看護師（岩手県岩
泉町）

〇契約先グループホームで入居者様の健康管理や
介護士さんへ医療　面でのアドバイスをします。

※平日、週１回、１日３時間（９時～１７時迄の
間の希望の時間）

新潟県新潟市中央区天神２
丁目１３７－１１０　コー
ポタイワＡ号

株式会社　ナース
パートナー

雇用期間の定めなし
又は9時00分～17時00分
の間の3時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

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

生活支援員 生活支援に係る業務全般となります。
・当施設利用者の日中活動（軽作業）や通院、買
い物（２～３名）
　の付き添いなど
・食事、入浴、排泄、着替え等の介助

岩手県宮古市崎山第５地割
９４

社会福祉法人　若竹
会　わかたけ学園

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

窓口対応事務員／総合窓口
課（会計年度任用職員）

宮古市役所総合窓口課に勤務となります。

・窓口申請対応業務

・課の事務補助

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） 又は8時30分～17時15分

の間の7時間
岩手県宮古市

販売員 店内での販売業務全般を行っていただきます。
・接客・レジ業務
・商品品出し、陳列、検品、補充
・フード調理、販売
・店舗内外の清掃

岩手県宮古市鍬ヶ崎上町４
０１番３０

ローソン宮古鍬ヶ崎
上町店

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）操作ができること

洗浄員（岩泉町） 請負先事業所において、洗浄業務を行っていただ
きます。
下膳、食器洗浄（一部食器洗浄機使用）
調理器具洗浄、シンク周辺の清掃など


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

調理員（宮古市） 請負先事業所において責任者の指示のもと　　
　入所者様への食事提供業務
　調理、盛付、食器洗浄など
　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）

岩手県宮古市

（請）メンタルヘルスセミ
ナー講師（岩手県盛岡市）

職員に対するメンタルヘルス講話の講師。
１回あたり６０分　１日１～４回

職員に対するカウンセリング
１回あたり５０分、１日１～３回（無いときもあ

大阪府大阪市北区梅田１－
３－１　大阪駅前第１ビル
４階

株式会社　キャリア
バンク　大阪支店

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4時間程度
岩手県宮古市

コンビニ販売員／６時～ コンビニエンスストア店内の販売業務を行いま
す。
・接客やレジ、商品陳列、補充、整理
・店内の簡単な清掃等


岩手県宮古市金浜第６地割
４－３

ローソン　宮古金浜
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市　他

産業カウンセラー、臨
床心理士、社会福祉
士、精神保健福祉士

のいずれか
対面カウンセリング経

験２年以上

事業所名
求人番号

通信販売事務 山田の醤油やイカの塩辛など、弊社のオリジナル
商品の通信販売業務を担当してもらいます。全般
的にパソコンを利用しての業務となります。
・「びはんねっと」「楽天市場」「ヨンナナクラ
ブ」などのサイト　から商品の受注・発送業務

岩手県下閉伊郡山田町中央
町５番地６

株式会社　びはん
コーポレーション

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

（5月14日時点の内容です）

５月１０日　から　　５月１４日　までに受理した求人です。＜次回発行日は５月２７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２０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



4人 1,200円～1,500円

パート労働者 64歳以下 03030- 1504811
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時00分～17時00分
3人 1,050円～1,050円

パート労働者 64歳以下 03030- 1505211
普通自動車免許ＡＴ

2人 900円～900円

パート労働者 64歳以下 03030- 1506511

(1)9時00分～16時00分
1人 877円～1,094円

パート労働者 不問 ワード、エクセル 03030- 1509311

(1)6時00分～9時00分
1人 793円～793円

パート労働者 不問 03030- 1514511

(1)13時00分～15時00分
1人 906円～906円

パート労働者 不問 03030- 1524411
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
1人 800円～900円 (2)9時30分～18時30分

(3)17時00分～9時00分

パート労働者 64歳以下 03030- 1525011

(1)13時00分～15時00分
1人 906円～906円

パート労働者 不問 03030- 1526311
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時00分～17時00分
2人 800円～800円

パート労働者 64歳以下 03030- 1527611

(1)9時00分～16時00分
1人 970円～1,144円

パート労働者 不問 03030- 1530211
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- 5030711

2

訪問介護／昭和の家 新規開所する昭和の家での勤務となります。
市内に住む利用者様のご家庭を訪問し、以下の業
務を行っていただきます。訪問件数は１日５～６
件です。
・食事、入浴、排泄の介助

介護職員初任者研修修
了者、ホームヘルパー
２級　のいずれか以上

岩手県宮古市田鎖３－８ 株式会社　みやこ

雇用期間の定めなし
又は6時00分～19時00分
の間の1時間以上

岩手県宮古市

生活相談員／昭和の家 新規開所する小規模デイサービスにおける相談業
務全般に従事していただきます。利用者・家族・
関係機関との相談業務、連絡調整全般、送迎対
応、その他利用者の介護業務を行っていただきま
す。

岩手県宮古市田鎖３－８ 株式会社　みやこ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員／昭和の家 新規開所する小規模デイサービスにおける利用者
様の介護を行っていただきます。
・主に調理、食事介助、トイレ介助等
・送迎業務
・その他付随する業務

岩手県宮古市田鎖３－８ 株式会社　みやこ

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

岩手県宮古市

会計年度任用職員（事務補
助）

宮古土木センターの業務に係る事務補助
（書類や図面の作成補助や整理、台帳データ等の
入力、申請書類等の受付や審査、予算経理事務、
窓口受付や電話対応など）

岩手県宮古市五月町１番２
０号

岩手県沿岸広域振興
局土木部宮古土木セ
ンター

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

調理員（根市店） ローソン宮古根市店での業務となります。
・おにぎり、お弁当、ファーストフードの調理
・盛り付け、パッキング等もあります
・時間帯によって、ご飯を炊くなどの作業もあり
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

清掃員／若桐保育園 若桐保育園において、建物内（玄関、廊下、保育
室、トイレなど）の清掃、ゴミの処理、敷地（園
庭など）の草取りに従事していただきます

岩手県下閉伊郡田野畑村田
野畑１２０－１

社会福祉法人　田野
畑村社会福祉協議会

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

介護員または介護補助員 介護業務全般に従事していただきます。
・食事・入浴・排泄の支援
・見守り、介助、レクリエーション
・病院受診時の同行等
・入居定員９名

岩手県宮古市津軽石第１３
地割２０８番地１６０

株式会社　風和璃

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

清掃員／たのはた児童館 たのはた児童館において、建物内（玄関、廊下、
保育室、トイレなど）の清掃、ゴミの処理、敷地
（園庭など）の草取りに従事していただきます

岩手県下閉伊郡田野畑村田
野畑１２０－１

社会福祉法人　田野
畑村社会福祉協議会

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

生活支援員／ひまわり 下記の業務に従事していただきます。
・主に入居者様の買い物同行
・昼食の調理提供、後片付け
・その他生活サポート、見守り、声かけ・会話、
共同スペースの掃

岩手県宮古市津軽石第１３
地割２０８番地１６０

株式会社　風和璃

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

メンタルヘルス相談員／総
務課（会計年度任用職員）

宮古市役所総務課に勤務となります。職員の健康
の保持、増進、管理に関する業務全般に従事して
いただきます。
・職員の生活習慣病予防健診、がん検診など健診
業務

保健師、看護師　のい
ずれか（取得見込可）

岩手県宮古市宮町一丁目１
－３０

宮古市役所

普通自動車免許ＡＴ
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） パソコン（ワード・エクセ

ル）操作ができること
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
　会場のコーディネート
　祭壇の装飾
　お花の管理
　配送等

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


