
(1)9時00分～15時00分
2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 03010-12340411
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～15時00分
1人 1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03010-12154811
交替制あり

2人 1,000円～1,000円

パート労働者 18歳以上 03010-12114211
普通自動車免許一種

1人 820円～850円

パート労働者 不問 03010-11944511
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～17時30分
1人 1,000円～1,000円

パート労働者 59歳以下 03010-11947311

(1)8時30分～17時00分
1人 905円～905円

パート労働者 不問 03030- 1948611

(1)8時30分～17時00分
2人 905円～905円

パート労働者 不問 03030- 1949911

(1)16時30分～0時30分
1人 800円～800円

パート労働者 18歳以上 03030- 1950711

(1)6時00分～9時00分
1人 900円～900円

パート労働者 不問 03030- 1951811
普通自動車免許ＡＴ

1人 900円～1,200円

パート労働者 不問 03030- 1952211
普通自動車免許ＡＴ

(1)13時00分～17時30分
1人 800円～800円 (2)9時00分～17時30分

パート労働者 不問 03030- 1941711

1人 800円～810円

パート労働者 不問 03030- 1929411
介護支援専門員ケアマネージャ

普通自動車免許ＡＴ (1)8時30分～17時15分
1人 896円～1,084円

パート労働者 不問 パソコン（ワード・エクセル）操作ができる 03030- 1930611

(1)9時00分～15時00分
5人 820円～820円

パート労働者 不問 03030- 1933711

(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- 1908111
普通自動車免許ＡＴ

(1)12時00分～16時00分
1人 890円～890円

パート労働者 不問 03030- 1912011

2人 793円～793円

パート労働者 不問 03030- 1916111

(1)8時00分～11時00分
1人 800円～1,000円 (2)14時00分～17時00分

パート労働者 59歳以下 03030- 1921311
1

事業所名
求人番号

部品組立パート（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

（6月11日時点の内容です）

６月７日　から　　６月１１日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は６月２４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（磯鶏店）

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8時00分～0時00分の

間の6時間程度
岩手県宮古市

事務職（宮古山田支店） 宮古山田支店において、金融機関事務を担当して
いただきます。
・窓口対応
・端末操作
・伝票起票

岩手県盛岡市内丸１６－１ 東日本信用漁業協同
組合連合会　岩手支
店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市
パソコン操作（ワー
ド・エクセル）

宅配水配送・サーバーメン
テナンス等（宮古営業所）

１．宅配水のルート配送
　既存顧客（個人・法人）に訪問・納品・集金。
　車両はキャラバンでの配送です！
　年１回のサーバー交換（サーバーメンテナン
ス）

岩手県盛岡市東見前９－７
２

株式会社　セントラ
ルオートガラス

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

食品製造・補助（岩泉町） 当社食品事業部・つるしこ製麺において、合成添
加物を使用しない麺、惣菜、スープ、パン等の企
画・開発・製造業務を行っていただきます。

＊週２０時間未満の範囲内で勤務日数・時間はご

岩手県盛岡市本宮６－２－
８

株式会社　ドリーム
ラボ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時30分～17時30分

の間の4時間程度
岩手県下閉伊郡岩泉町

基本的なＰＣ操作が出
来れば優遇

多少のパソコン操作
（エクセル等）

事務職 携帯電話やスマートフォンで使用される電子部品
（コネクタ）製造に関する事務処理を行っていた
だきます。
・取引先企業に対する送り状などの各種伝票処理
・専用ソフトへの数字入力

岩手県宮古市赤前第２地割
２１番地２

東北ヒロセ電機　株
式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

パソコン（ワード・エ
クセル）の基本操作が

出来る方

パソコン（ワード・エ
クセル）の基本操作が

出来る方
ローソン販売員（１６：３
０～）

接客、レジ、袋詰め、商品の陳列と補充、店舗内
外の掃除、ごみの片付け等の業務を行っていただ
きます。商品発注や在庫管理業務は特にありませ
ん。２人体制での勤務となります。


岩手県宮古市長町１－６－
２１

有限会社　今泉商会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

金型設計アシスタント 携帯電話やスマートフォン等、モバイル機器、パ
ソコン、自動車用電子機器などに幅広く使用され
ているコネクターの製造をしています。
・コネクタ製品用の金型部品のトレース・サンプ
ル測定及び部品

岩手県宮古市赤前第２地割
２１番地２

東北ヒロセ電機　株
式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

法律事務補助 法律事務所にて、法律事務全般の補助をしていた
だきます。
・来客対応、電話対応
・外出用務（金融機関や裁判所等、社用車使用）
・簡易な文章作成、文章校正

岩手県宮古市長町１丁目７
番６号

松本法律事務所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

又は9時00分～19時00分 岩手県宮古市
ＰＣデータ作成（ワー

ド、エクセル）

ローソン販売員（６：００
～）

接客、レジ、袋詰め、商品の陳列と補充、店舗内
外の掃除、
ごみの片付け等の業務を行っていただきます。
商品発注や在庫管理業務は特にありません。
２人体制での勤務となります。

岩手県宮古市長町１－６－
２１

有限会社　今泉商会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

製品加工／２ 下記の業務に従事していただきます。
・魚フライの加工（パン粉をつける等）
・切り身や製品のパック詰め
・シール貼り
・慣れてきたら箱詰めの作業があります。

岩手県宮古市千徳第１３地
割３２－１５

丸友しまか　有限会
社

雇用期間の定めなし
又は8時00分～17時00分
の間の5時間程度

岩手県宮古市

生花販売 ・店頭での生花販売、生花や鉢花のラッピング
・電話での注文受付、来客対応
・アレンジメント、花束、仏花作り

＊就業日数及び就業時間について、相談に応じま

岩手県宮古市末広町３－２
１

中村生花店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

電子部品製造に関わる軽作
業

電子部品の袋詰めや箱詰め等、製造に関連した作
業を行って頂きます。
手先を使い、立ち作業です。



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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

介護認定調査員／介護保険
課（会計年度任用職員）

宮古市役所介護保険課に勤務となります。

・介護認定調査（新規・更新）事務
・文書作成業務
・外出の際は公用車（ＡＴ車）を使用

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

都道府県が行う認定調査員従事者
研修を修了していること、介護認
定調査の実務経験があること

夕食弁当宅配スタッフ 宮古センターにおける夕食弁当宅配スタッフを募
集いたします。
・生協組合員さんのお宅に夕食用のお弁当をお届
けします。
（軽ワゴン車使用）

岩手県宮古市田鎖第８地割
１２－１

いわて生活協同組合
共同購入事業部　宮
古センター

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

水産加工員 水産加工業務に従事します。
・サンマ、サケ、タラなどの塩漬け、醤油漬け等
・一般鮮魚の箱詰めに従事していただきます。
・立ち仕事での作業と重い物を持つ作業もありま
すので、対応でき　る体力のある方を求めます。

岩手県宮古市藤原二丁目５
番１１

株式会社　佐々幸

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時00分～17時00分

の間の5時間程度
岩手県宮古市

水産加工 当社作業場で主に以下の業務に従事します。
・商品（鮮魚や加工品など）の箱詰め
・機械を使ってのフィレ加工他、水産加工
・その他付随する業務


岩手県宮古市太田１丁目７
番６号

有限会社　伊藤水産

雇用期間の定めなし

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３年６月１７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



2人 800円～800円

パート労働者 不問 03030- 1922611
美容師

1人 美容師経験（１年以上） 800円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 1924111

(1)8時30分～16時30分
1人 793円～793円

パート労働者 不問 03030- 1927211

1人 892円～892円

パート労働者 不問 03030- 1872411

1人 880円～880円

パート労働者 不問 03030- 1873011

(1)17時00分～21時00分
1人 850円～900円

パート労働者 69歳以下 03030- 1878711
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時00分
1人 905円～1,525円

パート労働者 不問 03030- 1879811
普通自動車免許ＡＴ

(1)7時30分～10時30分
1人 793円～793円

パート労働者 不問 03030- 1881011

(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- 1882311

(1)17時00分～23時00分
2人 850円～1,500円

パート労働者 20歳以上 03030- 1888211

(1)8時00分～17時00分
2人 1,400円～1,750円 (2)21時00分～6時00分

パート労働者 18歳以上 03030- 1898411

(1)7時00分～10時00分
1人 800円～800円

パート労働者 不問 03030- 1905311

(1)9時45分～14時00分
2人 830円～830円 (2)18時00分～22時00分

パート労働者 不問 簡単な入力作業 03030- 1906611

(1)9時45分～18時00分
1人 830円～830円 (2)14時00分～22時00分

パート労働者 不問 簡単な入力作業 03030- 1907911
一般事務【山田町】 普通自動車免許ＡＴ

1人 800円～850円
雇用期間の定めなし

パート労働者 59歳以下 基本操作（エクセル等） 03020- 1034911
レジアルバイト（岩手山田

(1)16時45分～19時45分
2人 820円～820円

雇用期間の定めあり（４ヶ

パート労働者 不問 03040- 2553811

2

フィットネスクラブスタッ
フ（サブマネージャー候
補）

フィットネスクラブスタッフとしてアクトスＷｉ
ｌｌ＿Ｇでの勤務となります。
・新規入会者の勧誘、案内、受付
・フィットネスマシンの使用方法説明
・インストラクター（研修あり）

岩手県下閉伊郡山田町中央
町５－６

株式会社　尾半商店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

当社山田営業所において以下の業務に従事してい
ただきます。

　・電話応対、来客対応
　・パソコンへのデータ入力

岩手県釜石市甲子町第８地
割１２２番地１

株式会社　Ａ－ＬＩ
ＮＥ

又は8時30分～17時30分
の間の3時間

岩手県下閉伊郡山田町

フィットネスクラブスタッ
フ（サブマネージャー候
補）

フィットネスクラブスタッフとしてアクトスＷｉ
ｌｌ＿Ｇでの勤務となります。
・新規入会者の勧誘、案内、受付
・フィットネスマシンの使用方法説明
・インストラクター（研修あり）

岩手県下閉伊郡山田町中央
町５－６

株式会社　尾半商店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

クリンクルー（宮古市栄
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。

・勤務日は原則月～金曜日です。

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）

岩手県宮古市

警備員・交通誘導警備員
（アルバイト／宮古）

警備・交通誘導業務を行います。
・各種電話工事や建設工事に伴い道路において歩
行者や一般車両、　工事車両が安全に通行できる
ように誘導を行う
・イベント会場や駐車場、お祭り等において人や

岩手県宮古市西ケ丘２丁目
１２番１号

トータルセキュリ
ティー　株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

ホール・調理補助 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

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

又は9時00分～21時00分
の間の4時間以上

岩手県下閉伊郡山田町

調理員 下記の業務に従事していただきます。
・お弁当の調理、盛り付け
・翌日の準備、清掃など



岩手県宮古市保久田３－１
３

味工房　楓

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

講師（会計年度任用職員） 岩手県立宮古高等技術専門校において以下の業務
を担当していただきます。

・自動車システム科学生への学科・実技指導

岩手県宮古市松山８地割２
９－３

岩手県立宮古高等技
術専門校二級自動車整備士（ガソリン

かジーゼルいずれか）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

二級自動車整備士の資格を有する者でその資
格を取得して3年以上の実務経験を有する者
ワード・エクセル・メール等パソコンの基本

操作ができること

販売員 ・接客、ＰＯＳレジ操作
・商品陳列、補充、商品袋詰め
・一部値付け、配送車の荷受、店舗内の清掃業務
等


岩手県下閉伊郡田野畑村浜
岩泉１１６

株式会社　牧原商店

雇用期間の定めなし
又は8時30分～18時00分
の間の7時間程度

岩手県下閉伊郡田野畑村

惣菜担当／オール店 びはんストアオール店において惣菜業務を担当し
ます。

・お弁当や揚げ物などの調理
・商品の品出し業務

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） 又は8時00分～16時00分

の間の4時間以上
岩手県下閉伊郡山田町

水産加工員（鮭フレーク部
門）

・鮭フレークの製造加工作業
・鮭の捌き、身をほぐす作業、粉砕
・ビン詰めの各作業工程
手作業により、全工程を全員で行います。


岩手県下閉伊郡山田町船越
第１１地割７－１４

有限会社　長根水産

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

株式会社コメリ　東
北ストアサポートセ
ンター

・レジ業務
・商品補充、売り場整理


◆アルバイトとしての募集です 又は17時00分～19時45分

の間の2時間以上

岩手県花巻市空港南１丁目
１番地

岩手県下閉伊郡山田町

美容師 当店にて下記の業務に従事していただきます。
・カット、パーマ、カラーリングなどの美容業務
全般業務
・その他付随する業務


岩手県宮古市南町１２－２
５

ＣＬＡＰ　ＨＡＩＲ

雇用期間の定めなし
又は9時30分～18時00分
の間の5時間以上

岩手県宮古市

ホールスタッフ（浜処いっ
ぷく）１７時～

ビジネスホテル内のレストランにて夕食スタッフ
として勤務していただきます。
・接客、配膳
・レジ業務
・片付け、皿洗い等になります。

岩手県下閉伊郡山田町船越
第６地割１３４－１

株式会社　いっぷく

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

レジ担当／オール店 びはんストアオール店に勤務となります。
・レジチェッカー、接客業務を担当
・雇用期間は１年毎の更新となります。



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）


