
1人 850円～850円

パート労働者 不問 03030- 2639411
大型自動車免許　必須

(1)7時00分～8時30分
1人 900円～900円 (2)15時00分～18時30分

パート労働者 不問 03030- 2640611

(1)9時00分～16時00分
1人 831円～831円

パート労働者 不問 03030- 2641911
普通自動車免許一種

(1)6時30分～11時00分
1人 821円～821円 (2)15時00分～17時00分

パート労働者 不問 03030- 2631311

(1)9時30分～13時30分
1人 835円～835円

パート労働者 不問 03010-17329511

(1)23時00分～0時00分
2人 1,040円～1,040円

パート労働者 18歳以上 03010-17333111
交替制あり
(1)8時00分～14時30分

2人 793円～800円

パート労働者 不問 04010-44376111

(1)9時00分～16時00分
1人 851円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 2626111

(1)8時30分～17時00分
1人 793円～822円

パート労働者 不問 03030- 2628811
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～14時00分
2人 900円～1,100円 (2)14時00分～19時00分

パート労働者 不問 04010-44338211
普通自動車免許ＡＴ 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 850円～850円 (2)12時00分～21時00分

パート労働者 不問 03030- 2618111

(1)8時00分～17時00分
2人 950円～950円 (2)8時30分～17時30分

普通自動車免許ＡＴ

パート労働者 64歳以下 03030- 2621411

(1)8時00分～17時00分
1人 950円～950円 (2)8時30分～17時30分

普通自動車免許ＡＴ

パート労働者 64歳以下 03030- 2622011

(1)8時00分～12時00分
1人 1,636円～1,909円

パート労働者 不問 03030- 2624611

(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- 2611211

(1)9時00分～16時00分
2人 900円～900円

有期雇用派遣パート 不問 03010-17099511

1

手作業の組立　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。

・薄い金属を０．５ｃｍ×２ｃｍの長方形の
　土台に差し込む組立業務

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

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

工場の清掃員 ホクヨープライウット宮古工場内の清掃業務を
行っていただきます
・工場の休日に合わせて、ドライヤー、乾燥機等
における木くずの　除去、清掃となります。
・月４日～５日程度で半日勤務となります

岩手県宮古市磯鶏２丁目４
－２３

株式会社　カクヒロ
陸運

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

介護職員（８時間勤務） 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

岩手県宮古市

ホームヘルパー２級、
介護職員初任者研修修
了者　のいずれか

介護職員／昭和の家（８時
間勤務）

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

岩手県宮古市

ガソリンスタンド販売員 ・接客、洗車等の際の車両誘導、窓拭き、ゴミ捨
て
・給油業務、洗車の補助業務

○勤務日は週１日からでも相談可能です。

岩手県宮古市築地２丁目１
－４

株式会社　菊長商店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ホームヘルパー２級、
介護職員初任者研修修
了者　のいずれか

サービススタッフ ガソリンスタンドにおける業務及び接客業務全般
を行います。
　・給油業務　来客対応や電話対応、店舗清掃
　・その他付随する業務


宮城県仙台市青葉区国分町
３丁目１－１８

カメイ　株式会社
カーライフ事業部

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

クリンクルー（崎鍬ヶ崎）
（請）

建物清掃全般を行います。
・共有スペースフロアー、風呂、トイレ、廊下、
玄関等掃除
・掃き、拭き掃除、ゴミ箱内回収、
・備品の交換

岩手県宮古市田の神二丁目
３番１１号

株式会社　サンズ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

介護職 通所リハビリテーションにおいて、介護業務全般
を担当します。
・利用者の方の入浴、食事、排泄等の身体介護



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）

岩手県下閉伊郡山田町

学校給食センターでの調理
業務

田老学校給食センターでの調理、食器洗浄のお仕
事

宮城県仙台市宮城野区榴岡
４丁目５－２２
宮城野センタービル６階

一冨士フードサービ
ス　株式会社　北海
道・東北支社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時30分～15時00分

の間の5時間以上
岩手県宮古市

清掃スタッフ（２３：００
～）（磯鶏店）

＊パチンコホールの清掃業務全般をお願いしま
す。
（当店の閉店後業務としての作業です）

・ホール床の掃き拭き清掃

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）

岩手県宮古市

デイサービス厨房スタッフ
（宮古）

・昼食の準備
・食器洗浄
・厨房内の清掃・衛生管理
・備品の整理・整頓
・食材の発注業務

岩手県盛岡市盛岡駅西通２
－９－１　マリオスビル１
２Ｆ

株式会社　ニチイ学
館　盛岡支店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

配達員 市内の施設、保育所、病院等に食材を配達しま
す。
・食材を検品
・コンテナボックスに仕分けされた野菜や精肉、
鮮魚の配達

岩手県宮古市山口３丁目５
－１２

山口ショッピングセ
ンター

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

工場内での補助的業務 当工場内において下記の業務に従事して頂きま
す。
○清掃業務
　・事務所、食堂、風呂（準備含む）、トイレ
○洗濯業務

岩手県宮古市小山田１丁目
７番地

ラサ工業株式会社
宮古事業所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

委託バス運転手 ・山田町内の小・中学校スクールバス委託車両の
運転。
・車両点検、車両内外の清掃、洗車など付帯する
業務。
・１５人乗りマイクロバス～中型バスクラスの運

岩手県下閉伊郡山田町川向
町６－４１

マルヨタクシー　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

事業所名
求人番号

水産担当／オール店 びはんストアオール店において、水産業務を担当
していただきます。鮮魚等の加工、パック詰め作
業のほか、商品の補充、陳列などをおねがいしま
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） 又は8時00分～15時00分

の間の4時間以上
岩手県下閉伊郡山田町

大型自動車第二種免許
あれば尚可

中型自動車免許（限定
解除）のみお持ちの方

は要相談

（8月30日時点の内容です）

８月２４日　から　　８月３０日　までに受理した求人です。＜次回発行日は９月９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９月２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


