
調理師 交替制あり
(1)5時00分～14時00分

1人 870円～1,000円 (2)10時30分～19時30分

パート労働者 不問 03010-13503911
交替制あり
(1)5時00分～14時00分

1人 870円～1,000円 (2)10時30分～19時30分

パート労働者 不問 03010-13504111
交替制あり

5人 900円～1,200円

パート労働者 不問 03010-13560311
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 03010-13287611

(1)22時00分～6時00分
1人 800円～800円

パート労働者 18歳以上 03030- 2123411
変形（1年単位）
(1)17時00分～21時15分

1人 1,000円～1,000円 (2)18時00分～21時15分

パート労働者 不問 03030- 2124011
変形（1年単位）
(1)12時00分～16時00分

1人 800円～900円

パート労働者 不問 03030- 2125311
交替制あり
(1)8時00分～13時00分

2人 800円～800円 (2)13時00分～18時00分
(3)18時00分～0時00分

パート労働者 18歳以上 03030- 2128111

(1)16時30分～22時30分
1人 850円～900円

パート労働者 69歳以下 03030- 2132011
普通自動車免許ＡＴ

(1)11時00分～14時00分
1人 1,000円～1,000円

パート労働者 59歳以下 03030- 2133311

1人 850円～870円

パート労働者 不問 03030- 2136111

(1)13時30分～16時30分
1人 800円～830円

パート労働者 不問 03030- 2143911

(1)8時00分～17時30分
1人 793円～793円

パート労働者 不問 03030- 2056111
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～17時15分
1人 904円～904円 (2)8時30分～16時15分

パート労働者 不問 03030- 2058811
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- 2059211

1人 1,100円～1,100円

パート労働者 不問 03030- 2068511
普通自動車免許一種

1人 800円～900円

パート労働者 64歳以下 03030- 2077411

(1)13時00分～17時30分
1人 事務経験ある方 900円～1,000円

パート労働者 64歳以下 03030- 2088611
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ガソリンスタンド販売員
（船越ＳＳ）

ガソリンスタンド販売員の業務に従事していただ
きます。
・車両への給油業務、応対サービス
・窓ふき、洗車等
・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
又は8時00分～19時30分
の間の5時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

看護職員 入所者の看護業務となります。
・当ホームに入所している高齢者（１００名）の
バイタルチェック　服薬・健康管理、医療処置、
通院同行など
・その他付帯する業務

岩手県下閉伊郡山田町山田
第１６地割９－１０

社会福祉法人　正受
会　特別養護老人
ホーム平安荘

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は7時00分～19時00分

の間の3時間程度
岩手県下閉伊郡山田町

看護師、准看護師
のいずれか

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

コミュニティ形成支援員／
政策企画課（会計年度任用
職員）

政策企画課での勤務となります。
・災害公営住宅などで生活再建した住民を対象
に、新たなコミュニ　ティの構築や自治組織設立
後の運営サポート
・存続自治会などの融和、再建者の情報収集や交

岩手県下閉伊郡山田町八幡
町３－２０

山田町役場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町
パソコン操作（ワード・エ

クセル）ができる方

介護職員初任者研修修
了者

調剤事務 主にレセプトコンピュータを使用した調剤事務を
担当していただきます。
・診療報酬明細書（レセプト）入力及び作成
・その他指示された業務及びそれに付随する業務
・場合によっては配達等の外出用務もしていただ

岩手県宮古市保久田３番９
号

合同会社　あすなろ
薬局

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は9時00分～18時00分

の間の5時間程度
岩手県宮古市

文字入力等基本操作が
できること

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

調理員 当園において下記の業務に従事していただきま
す。
・０～５歳児並びに教職員約１６０食分の昼食と
おやつの制作と
　なります。０歳児は離乳食から行っており、ま

岩手県宮古市西町３丁目３
－２６

学校法人　岩手キリ
スト教学園　認定こ
ども園　宮古ひかり

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

放送業務（パート） 当社において下記の放送業務全般を行っていただ
きます。
・ＦＭラジオ放送でのアナウンス、ミキサー操
作、取材活動
・パソコンを使用しての原稿・資料・パンフレッ

岩手県宮古市栄町３番３５
号　キャトル５階

宮古エフエム放送
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ホールスタッフ 和海味処いっぷくにおいてホールスタッフを担当
します。
スタッフは３名おります。
・お客様案内、注文
・ドリンク準備、配膳、片付け、店内清掃等

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

パソコン基本操作、ワー
ド・エクセルができる方

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

農産販売員（短時間）／午
後

◎農産部門配属となり、下記の業務に従事してい
ただきます。
１）野菜・青果の加工（カット等）
２）商品陳列・整頓
３）接客（お客様からの注文、予約の承りなど）

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）

岩手県下閉伊郡山田町

レジ部門販売員／夜間（１
７：００～２１：１５）

◎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）

岩手県下閉伊郡山田町

販売員／セブンイレブン山
田町中央店　２２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

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

建設業仮設足場工事の作業
員（宮古営業所）

＊足場シート貼り等
＊社内での雑務、現場での写真撮り・採寸等
＊その他、上記に関連する業務



岩手県盛岡市乙部５地割６
１－１

有限会社　新鋭

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

岩手県宮古市

調理員（岩泉町） 請負先事業所において責任者の指示のもと
　入院患者様への食事提供業務
調理、盛付、食事洗浄など
　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）

岩手県下閉伊郡岩泉町

事業所名
求人番号

調理師（岩泉町） 請負先事業所において責任者の指示のもと
　入院患者様への食事提供業務
調理、盛付、食事洗浄など
　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）

岩手県下閉伊郡岩泉町

（7月2日時点の内容です）

６月２９日　から　　７月２日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は７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

一般事務／１３時～ 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

パソコン［ワープロ・
表計算］可

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 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。

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７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



普通自動車免許ＡＴ
(1)8時00分～17時00分

1人 793円～850円 (2)8時00分～15時00分

パート労働者 64歳以下 03030- 2090711

1人 1,000円～1,000円
普通自動車免許ＡＴ

パート労働者 64歳以下 03030- 2092211

(1)17時30分～22時00分
1人 795円～795円

パート労働者 59歳以下 03030- 2096311

(1)8時00分～14時00分
3人 800円～820円 (2)9時00分～16時00分

(3)10時00分～17時00分

パート労働者 64歳以下 03030- 2104711

1人 800円～800円

パート労働者 不問 03030- 2113811

1人 900円～1,130円
普通自動車免許ＡＴ

パート労働者 不問 03030- 2114211

1人 800円～1,000円

パート労働者 64歳以下 文字入力が可能なこと 03030- 2053311

(1)9時20分～15時00分
3人 900円～900円

パート労働者 不問 03030- 2043411
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- 2045311

(1)8時30分～16時30分
1人 869円～896円

パート労働者 不問 03030- 2046611
普通自動車免許一種

(1)8時30分～14時30分
1人 830円～830円

パート労働者 不問 03030- 2047911

(1)8時30分～17時30分
1人 793円～793円 (2)9時00分～15時00分

パート労働者 不問 03030- 2048111

(1)8時00分～16時30分
3人 800円～800円

パート労働者 不問 03100- 1557911
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配車係 当社において、下記の業務に従事して頂きます。
・タクシーの配車、電話対応
・運行記録の管理、書類の作成および保存
・乗務員の勤怠、労務、健康の管理


岩手県下閉伊郡山田町川向
町７番４号

有限会社　山崎タク
シー

雇用期間の定めなし
パソコン操作（入力程

度）出来る方
岩手県下閉伊郡山田町

訪問介護員 町内の利用者の方のお宅に訪問し、生活援助、身
体介護等の業務を行います。
・移動は自家用車を使用していただき、交通費は
別途支給となります。
・平均件数は４～５件です。未経験の方には担当

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

岩手県下閉伊郡山田町川向
町７番４号

有限会社　山崎タク
シー

雇用期間の定めなし
又は7時15分～18時00分
の間の4時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

レジ（１７：３０～） 店内でのレジ・接客業務を行います。
・主にレジ業務ですが、合間を見て飲料（缶
ジュース・ペットボトル・缶ビールなど）の商品
陳列・補充、ガラス・棚・陳列ケース　等の清掃
もお願いします

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

加工員 当工場において下記の業務を行っていただきま
す。
・すし種の加工となります。（ホタテ、甘エビ
等）


岩手県宮古市蟇目第２地割
字柴野８２－２

株式会社　川秀　蟇
目工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

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

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

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

販売員（大通） 鮮魚類、加工品の店頭販売業務を行っていただき
ます。
・商品の説明、レジ業務
・袋詰め、品出し、陳列など
・接客業務をメインとした店内業務を担当

岩手県宮古市大通３丁目６
－４５

株式会社　佐々由

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

ハウスキーパー（客室清掃
員）

客室清掃として、以下の仕事を行っていただきま
す。
・お客様がチェックアウトされた後の客室清掃
・ベッドメイク
・バス・トイレ等の水回り清掃

岩手県宮古市藤の川１５番
地３８号

ルートインジャパン
株式会社　　ホテル
ルートイン宮古

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

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

事務補助員／福祉課（会計
年度任用職員）

宮古市役所福祉課に勤務となります。
・書類整理、来客、電話対応
・パソコンデータ入力作業
・その他付随する業務

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） 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

水産加工員 びはん水産加工場において、魚の加工・製造業務
に従事していただきます。
・山田魚市場で水揚げされた鮮魚を調理し、塩
辛・新巻・いくら・塩うに等の水産加工品の製造
を担当します。

岩手県下閉伊郡山田町中央
町５番地６

株式会社　びはん
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

ダンボール製品加工／宮古
市

工場向けダンボール製品の加工作業
・製品梱包用箱の組立、検査済製品の箱詰め、製
品の移動
・ＰＰバンド自動結束機を使用した結束作業
・清掃、片付け等付随する業務

岩手県宮古市鍬ヶ崎上町３
－１

阿部包装資材店

雇用期間の定めなし
ワード・エクセル等が

できれば尚可
岩手県宮古市

草取り作業員 ◆宮古市内の現場にて、環境維持を目的とした草
取り作業を行って　いただきます。

・機械は使用しません。手先の作業となります。
　（屋外作業となります）

岩手県久慈市田屋町第１地
割３０番地１０

大内田建設　有限会
社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市


