
保育士あれば尚可
(1)13時30分～18時30分

1人 850円～850円

パート労働者 不問 03030- 3292411

(1)9時30分～15時30分
1人 900円～1,200円

パート労働者 不問 03030- 3295611

(1)8時00分～15時00分
1人 821円～821円

パート労働者 不問 03030- 3299811
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～12時00分

2人 830円～830円 (2)13時00分～17時15分

パート労働者 不問 03030- 3302711

(1)8時30分～15時15分
1人 830円～830円

パート労働者 不問 03030- 3303811
変形（1年単位）

1人 950円～950円

パート労働者 不問 03030- 3289111

5人 830円～830円

パート労働者 69歳以下 03030- 3276011

5人 830円～830円

パート労働者 69歳以下 03030- 3277311
変形（1年単位）

1人 880円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 3278611
普通自動車免許一種 交替制あり

(1)9時30分～15時00分
2人 821円～850円

パート労働者 59歳以下 03010-21737011
普通自動車免許一種 交替制あり

(1)9時30分～14時00分
2人 821円～850円 (2)11時00分～15時30分

パート労働者 59歳以下 03010-21738311
調理師 交替制あり

(1)5時00分～14時00分
1人 850円～1,000円 (2)10時00分～19時00分

パート労働者 不問 03010-21626911
交替制あり
(1)5時00分～14時00分

1人 850円～1,000円 (2)10時00分～19時00分

パート労働者 不問 03010-21628711
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調理員（山田町） 請負先事業所において責任者の指示のもと利用者
様への食事提供業務　調理、盛付、食器洗浄など
＊利用者数：１２０名程度　＊雇用について
１年毎の契約更新あり。（但し、勤務内容に問題
がない限り）

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）

岩手県下閉伊郡山田町

調理師（山田町） 請負先事業所において責任者の指示のもと利用者
様への食事提供業務　調理、盛付、食器洗浄など
＊利用者数：１２０名程度　＊雇用について
１年毎の契約更新あり。（但し、勤務内容に問題
がない限り）

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）

岩手県下閉伊郡山田町

飲食店の接客係 ファミリーレストラン（スカイルームパブロ県立
宮古病院店）での接客業務全般を行っていただき
ます。・レジ業務　・お客様からの注文受付　・
品だし　・院内でのお弁当の配達　・その他、飲
食店での接客業務全般及び指示された業務

岩手県盛岡市津志田１５地
割２７－４

株式会社　田畑産業
パブロ

雇用期間の定めなし
又は9時30分～15時00分
の間の3時間以上

岩手県宮古市

飲食店の調理補助 ファミリーレストラン（スカイルームパブロ県立
宮古病院店）での調理補助を行っていただきま
す。・食材のきざみなどの仕込み（簡単なもの）
・デザート、パフェなどの調理　・洗い場（食器
洗い、食器の整理）　・納品された食材の整理

岩手県盛岡市津志田１５地
割２７－４

株式会社　田畑産業
パブロ

雇用期間の定めなし
又は9時30分～15時00分
の間の4時間以上

岩手県宮古市

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、宅配便受付、タバコ発注等）

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

水産加工員 以下の業務を行っていただきます。・殻つきホタ
テの箱詰め作業　・殻むき　・貝柱のパック詰め
・加工製品製造（ホタテグラタン等）　＊時期に
より鮮魚の箱詰め、ウニ、アワビ、イクラの加工
もあります。

岩手県下閉伊郡山田町川向
町１６８

株式会社　川石水産

雇用期間の定めなし
又は7時00分～15時00分
の間の6時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

加工品製造 主に加熱加工品の製造業務を行っていただきま
す。・ほたてグラタン、クラムチャウダー、焼き
うに等　・器として使うホタテの殻の形成作業も
あります。※勤務日数、時間については相談に応
じます。

岩手県下閉伊郡山田町川向
町１６８

株式会社　川石水産

雇用期間の定めなし
又は9時00分～15時00分
の間の3時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

サービスカウンター業務 １）店内「不二家」コーナーでの販売
２）レジ、精算
３）商品陳列・整頓
４）接客（お客様からの注文、予約の承りなど）
５）調理場の清掃・片付けなど

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） 又は9時00分～18時30分

の間の4時間以上
岩手県下閉伊郡山田町

下膳・食器洗浄業務（８時
３０分～）

・５名での立ち仕事です。・毎日およそ２００食
分の使用済み食器等を洗浄します。・洗浄には白
衣、手袋、白長靴を着用し食器洗浄機を使用しま
す。なお、汚れがひどい場合は手洗い等での洗浄
となります。

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

クリンクルー（崎鍬ヶ崎
パートタイム）

請負先施設内において、以下の業務を行っていた
だきます。
・掃除機・モップ・ホーキ・タオル等を使って廊
下、階段、各部屋（病室含む）、トイレ等の掃
除、ゴミの回収を行います。

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

販売員（磯鶏石崎店）８時
～１５時

ローソン宮古磯鶏石崎店での業務となります。
・接客　・レジ打ち　・商品袋詰め　・電話対応
・品出し　・清掃　・その他付随する業務
○レジ操作が簡単になりました　○土日勤務可能
な方

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

サービススタッフ（客室
セット）

当浄土ヶ浜パークホテルに宿泊されるお客様の客
室において下記業務に従事していただきます。
・客室内の清掃（客室、浴室、トイレ）　・備品
等の補充やセット作業等　○作業手順は採用後に
指導致しますので経験の有無は問いません。

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

保育補助 令和４年４月開所予定小規模保育事業ククナの家
で乳児０歳～３歳の保育補助業務に従事します。
・遊び：子どもが喜ぶ遊びの相手と危険回避の為
の見守り。・食事：給食、おやつの見守りと必要
なときには介助。・睡眠：入眠時と睡眠時の見守

岩手県宮古市実田１丁目３
－１６

特定非営利活動法人
輝きの和

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

（10月29日時点の内容です）

１０月２６日　から　　１０月２９日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は１１月１１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

子育て支援員研修修了
者または今年度受講予

定者

◎ 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１１月４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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