
調理師

1人 900円～1,000円

パート労働者 59歳以下 03030- 2567411

(1)10時00分～14時00分
2人 900円～1,200円 (2)14時00分～18時00分

パート労働者 不問 03030- 2569311

(1)6時00分～10時00分
3人 900円～1,200円 (2)10時00分～14時00分

(3)16時00分～20時00分

パート労働者 不問 接客経験あれば尚可 03030- 2570111

(1)6時00分～10時00分
3人 900円～1,200円 (2)14時00分～18時00分

パート労働者 不問 接客経験あれば尚可 03030- 2571711

(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- 2547711

(1)8時00分～12時00分
1人 820円～820円

パート労働者 不問 03030- 2549211

(1)9時00分～15時00分
1人 820円～820円

パート労働者 不問 03030- 2550011

(1)9時00分～15時00分
3人 820円～820円

パート労働者 不問 03030- 2564811
介護職員初任者研修修了者

ホームヘルパー２級
1人 介護福祉士 1,000円～1,200円

いずれか

パート労働者 64歳以下 03030- 2539711
普通自動車免許一種

(1)8時30分～14時00分
1人 900円～950円

パート労働者 64歳以下 03030- 2540511

(1)11時00分～13時30分
1人 1,000円～1,100円 (2)17時00分～19時00分

パート労働者 不問 03030- 2541411
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時00分
1人 905円～1,129円

パート労働者 不問 03030- 2543311
交替制あり
(1)8時30分～12時30分

1人 900円～1,060円 (2)14時00分～18時00分

パート労働者 64歳以下 ワード、エクセル入力 03030- 2544611
変形（1年単位）

1人 793円～793円

パート労働者 59歳以下 03030- 2545911
普通自動車免許一種

(1)9時00分～17時00分
2人 920円～1,030円

パート労働者 64歳以下 03010-16424411
普通自動車免許一種

1人 850円～850円

パート労働者 不問 03010-16460911

(1)7時00分～15時00分
1人 850円～850円

パート労働者 59歳以下 03010-16323711

(1)9時00分～13時00分
1人 850円～890円 (2)9時00分～18時00分

(3)9時00分～15時00分

パート労働者 59歳以下 ワード、エクセル 03010-16368211

1

一般事務及び調剤助手（ク
ローバー薬局飯岡店）

調剤薬局（クローバー薬局飯岡店）において、一
般事務及び調剤助手業務に従事して頂きます。
・レセプトコンピューター操作　・薬局受付　・
調剤助手　・電話応対　・薬局内清掃　・その
他、指示された業務

岩手県岩手郡雫石町南畑３
１地割９２－１６

有限会社　タカ・
コーポレーション

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

清掃（山田町） 請負先事業所であるキクコーストア山田インター
店において、下記作業を行っていただきます。
・店舗内の床掃き拭き清掃　・トイレ、洗面所清
掃　・ゴミ箱処理　・その他、付随する業務及び
指示された業務　≪　急　募　≫

岩手県盛岡市向中野２－１
－２２

株式会社　オイラー
盛岡支店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

配達および食肉加工（宮古
事業所）

主に飲食店やホテル、給食施設等に食肉を主体と
した食品等を配達していただきます。配達に伴う
食肉加工作業もあります。配達には軽トラ、１Ｂ
ＯＸ車を使用。配達エリアは宮古市内が中心で
す。

岩手県八幡平市大更２１－
５２－１

株式会社　肉の横沢

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7時間以上
岩手県宮古市

会員管理パート（宮古支
店）

○会員様のサポート業務　定期訪問、電話対応、
集金等　※自家用車での外回りが主な業務となり
ます。（乗りなれない社用車ではないため安心し
て業務に集中して頂けます）※具体的には、宮古
市・山田町エリアでのお仕事です！

岩手県盛岡市津志田南３丁
目１４番６５号

株式会社　サンファ
ミリー　（愛グルー
プ）

雇用期間の定めなし

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
○初めての方からの応募歓迎します。
○正社員への登用もあります。

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

事務 小児科医院において事務業務に従事していただき
ます。・受診受付、患者様への説明、電話対応、
・会計業務、ＰＣ操作データ入力、院内清掃等
小さいお子さんの対応に配慮できる方希望しま
す。

岩手県宮古市小山田二丁目
７番７２号

川原田小児科医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

障がい者職業訓練コーチ
（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。
・職業訓練が可能な企業、社会福祉法人等委託先
の開拓（自動車運転による久慈、釜石、遠野、宮
古地域等への出張があります。）

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

ホール・キッチン 寿司、和食を中心にお客さまへ食事を提供をして
います。
・オーダー取り、お客さまへの配膳
・厨房内において食器洗浄（洗浄機使用）
・退席後の片付け、店舗内清掃等

岩手県宮古市鍬ヶ崎上町６
－２６

寿司　魚正

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

調理員／ファミリー 小規模デイサービス　ファミリーでので調理業務
に従事します。
・昼食を１０～２０食分の調理を１名で行います
・食材の仕入れ、買い出し、献立作成
・その他片付け、清掃等

岩手県宮古市山口２丁目３
－１３

株式会社　ファミリ
ング

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

訪問介護員 訪問介護業務に従事していただきます。
・宮古市内利用者宅を訪問し契約事項に沿って、
介護サービスの提供を行います。
・身体介助、食事・排泄・入浴介助、買い物、洗
濯、掃除など

岩手県宮古市山口２丁目３
－１３

株式会社　ファミリ
ング

雇用期間の定めなし
又は8時00分～18時00分
の間の4時間以上

岩手県宮古市

電子部品組立品の検査作業 実体顕微鏡で電子部品組立品の検査作業
・指サックを使用します
経験がある方優遇
※未経験者でも指導します。

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

成形品の外観検査 電子部品に使用されるプラスチック成形品の検査
作業
・目視での検査や拡大鏡・実体顕微鏡を使用して
の検査　・細かい作業ですので、視力を必要とす
る仕事になります。（メガネ・コンタクト可）

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

製品の検査業務
あれば尚可

販売員、品出し 販売業務を担当していただきます。
・店内でのレジ打ち、接客、品出し、陳列、清掃
等　医薬品、化粧品、雑貨等を取り扱っていま
す。

岩手県宮古市保久田８－５ 株式会社　ツルハド
ラッグ　宮古中央店

雇用期間の定めなし

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　・午前の時間帯は、惣菜づくり
をメインとして計５名で作業

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

フロントスタッフ 当浄土ヶ浜パークホテルにおいて、利用されるお
客様への対応。・館内のご案内、電話対応など
＊精算業務やパソコン入力業務は予定しておりま
せん。　＊接客経験のある方尚可です。初めての
方でも指導いたしますのでご応募下さい。

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

サービススタッフ 当ホテルにおいて主にレストランでの接客業務に
従事していただきます。
・レストランを利用されるお客様のご案内、料理
の配膳・片付け　・宿泊されるお客様のご夕食、
ご朝食時の配膳や片付けなど

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

食器洗いスタッフ 当浄土ヶ浜パークホテルの厨房において、食器洗
いや調理器具の洗浄業務に従事します。
・手作業での予洗い
・食器洗浄機も使用します
・その他片付け、清掃等

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

事業所名
求人番号

調理師 園児の給食調理業務を担当していただきます。
・園児の給食・離乳食の調理業務
・食器類の洗浄
・その他付随する業務

岩手県宮古市津軽石第４地
割４０番地８

社会福祉法人　慈愛
会　津軽石保育所

雇用期間の定めなし
又は8時00分～13時00分
の間の4時間

岩手県宮古市

（8月13日時点の内容です）

８月１０日　から　　８月１３日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は８月２６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８月１９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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