
交替制あり
(1)7時30分～11時30分

1人 821円～821円 (2)12時30分～16時30分

パート労働者 不問 03010-23116511
交替制あり
(1)8時30分～16時30分

2人 1,270円～1,370円 (2)10時00分～12時00分

パート労働者 不問 03010-23184011
普通自動車免許ＡＴ、
普通自動車第二種免 (1)8時00分～10時00分

1人 中型自動車第二種免 858円～958円 (2)16時00分～18時00分

パート労働者 不問 03010-23185311
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

1人 821円～821円

パート労働者 不問 03010-23187911

(1)23時00分～0時00分
1人 1,040円～1,040円

パート労働者 18歳以上 03010-23083111

(1)8時30分～16時30分
1人 869円～896円

パート労働者 不問 03030- 3539111
交替制あり
(1)8時30分～17時15分

1人 864円～1,266円 (2)16時30分～1時15分
(3)0時30分～9時15分

パート労働者 不問 入力程度ができれば尚可 03030- 3543011

1人 900円～950円

パート労働者 不問 03030- 3545611

(1)8時00分～12時00分
1人 821円～821円

パート労働者 59歳以下 03030- 3546911

(1)8時00分～16時00分
1人 840円～840円

パート労働者 64歳以下 03030- 3550411

(1)8時30分～16時30分
1人 821円～821円

パート労働者 不問 03030- 3551011

(1)8時30分～16時30分
5人 869円～896円

パート労働者 不問 03030- 3552311

(1)9時00分～16時30分
1人 1,104円～1,298円 (2)9時30分～17時00分

パート労働者 不問 03030- 3533511
交替制あり
(1)9時45分～15時00分

2人 825円～975円 (2)15時00分～20時00分
(3)12時00分～17時00分

パート労働者 不問 03030- 3526011

(1)14時00分～16時00分
1人 821円～821円 (2)10時30分～12時30分

パート労働者 64歳以下 03030- 3504111
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
1人 830円～930円 (2)9時30分～18時30分

(3)17時00分～9時00分

パート労働者 64歳以下 03030- 3507211
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時00分～17時00分
2人 830円～830円

パート労働者 64歳以下 03030- 3508511

(1)9時00分～14時00分
3人 821円～821円 (2)11時00分～15時00分

パート労働者 64歳以下 03030- 3511911

1

清掃、客室係 旅館内及び各部屋の清掃を行っていただきます。
・客室は８部屋でユニットバスもあり
・時間帯によっては、下膳や旅館アメニティの
セッティング、布団上げ、布団敷き業務
・制服は貸与

岩手県宮古市築地１丁目１
－３８

浄土ヶ浜海舟　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

生活支援員／ひまわり 下記の業務に従事していただきます。
・主に入居者様の買い物同行
・昼食の調理提供、後片付け
・その他生活サポート、見守り、声かけ・会話、
共同スペースの掃除など

岩手県宮古市津軽石第１３
地割２０８番地１６０

株式会社　風和璃

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護員または介護補助員 介護業務全般に従事していただきます。
・食事・入浴・排泄の支援
・見守り、介助、レクリエーション
・病院受診時の同行等
・入居定員９名

岩手県宮古市津軽石第１３
地割２０８番地１６０

株式会社　風和璃

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

清掃作業員 日常清掃作業に従事していただきます。
・モップ掛け、ほうきや掃除機などを使用しての
清掃
・ゴミの回収作業
・その他トイレ内の清掃

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

岩手県宮古市

販売員 紳士服、レディース、カジュアル販売接客
・レジカウンター業務
・商品仕入れ商品整理
・店内清掃等


岩手県宮古市宮町４丁目１
番１７号

株式会社　コナカ
宮古店（紳士服のコ
ナカ宮古店）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は10時00分～20時00分

の間の4時間以上
岩手県宮古市

未払賃金等調査補助員 ・未払い賃金の立替払事業に係る認定及び確認の
ために必要な資料　収集及び分析等調査補助
・労働基準監督署が行う業務の事務補助
・その他、署長が命じた業務

岩手県宮古市緑ヶ丘５－２
９

宮古労働基準監督署

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市
Ｗｏｒｄ、Ｅｘｅｌの基本
的な操作ができること

事務補助員／税務課（会計
年度任用職員）１／１～

宮古市役所税務課に勤務となります。
・市税等の申告に来庁した方の受付、申告書類等
の整理
・その他庶務等職員補助業務（市税等申告に係る
業務補助）

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
月未満）

岩手県宮古市

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

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作ができること

農産係／７ｈ 農産部門での果物・野菜の商品づくりを行いま
す。
・規格に合わせて、果物や野菜の計量
・カット作業、袋詰め、パック詰め
・品質、温度管理、値段ラベル貼り

岩手県宮古市田の神２丁目
２－３０

いわて生活協同組合
ベルフ西町店

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

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

販売員 メンズからレディースまでの幅広い年代層のトー
タルウェアの販売接客を行います。
・商品整理や店内外清掃
・接客、試着案内、採寸（必要時）
・会計レジ操作、包装

岩手県宮古市宮町４－４－
１１

青山商事株式会社
（洋服の青山　宮古
店）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は10時00分～19時00分

の間の6時間程度
岩手県宮古市

看護補助（会計年度任用職
員）

当院内において看護補助業務を行います。
・入院病棟、外来での診療介助、患者搬送、備品
補充等
・パソコン入力など事務補助
・その他指示された業務

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第１
地割１１番地２６

岩手県立　宮古病院

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時30分～17時15分

の間の2時間以上
岩手県宮古市

事務補助員／税務課（会計
年度任用職員）１２／１～

宮古市役所税務課に勤務となります。
・市税等の申告に来庁した方の受付、申告書類等
の整理
・その他庶務等職員補助業務（市税等申告に係る
業務補助）

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

清掃スタッフ（２３：００
～）（山田店）

＊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
・パチンコ台ガラスの清掃、灰皿清掃

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）

岩手県下閉伊郡山田町

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作ができること

事務員（西ヶ丘） 介護事業所内において事務作業を行っていただき
ます。
・パソコンによる書類作成・データ入力
（介護報酬請求など）
・事務所の連絡・調整

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） 又は9時00分～18時00分

の間の4時間程度
岩手県宮古市

通所介護におけるドライ
バー業務（宮古）

通所介護サービスをご利用されるお客様の送迎
（ワンボックス車使用）

入社時に介護職員初任者研修又は旧ホームヘル
パー２級以上の資格を保有していない方は、入社

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

大型自動車第二種免許
のいずれか

エクセル・ワードを基
本的に使える方

一般事務業務の経験が
ある方

デイサービス看護スタッフ
（宮古）「看護」

デイサービスにおける看護業務
・バイタルチェック
・配薬
・処方薬の塗布
・緊急時の対応

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

事業所名
求人番号

清掃（山田町） 「県立山田病院」において、院内の清掃業務を
行っていただきます。
・共用部分（廊下、階段、トイレ等）の清掃
　※女子トイレ清掃有
・各室の清掃

岩手県盛岡市中央通３丁目
３番１号

協栄テックス　株式
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

看護師、准看護師
のいずれか

（11月12日時点の内容です）

１１月８日　から　１１月１２日　までに受理した求人です。＜次回発行日は１１月２５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１１月１８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



変形（1ヶ月単位）
(1)9時30分～18時30分

1人 821円～900円 (2)9時30分～16時30分

パート労働者 不問 03030- 3515211

(1)14時00分～18時30分
1人 850円～850円

パート労働者 不問 03030- 3518011
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- 3520111

(1)9時00分～13時00分
1人 870円～870円

パート労働者 不問 03030- 3521711

(1)14時00分～22時00分
1人 870円～870円

パート労働者 不問 03030- 3522811

(1)10時00分～18時00分
1人 870円～870円

パート労働者 不問 03030- 3523211
交替制あり

2人 900円～900円

パート労働者 不問 13040- 1070212
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～17時30分
1人 850円～850円

パート労働者 64歳以下 03030- 3482911
変形（1年単位）

1人 821円～821円

パート労働者 59歳以下 03030- 3487511

(1)10時00分～19時00分
2人 1,200円～1,200円

パート労働者 不問 03030- 3491111

2

販売員（短期） ＊接客（採寸やコーディネート提案）や陳列、レ
ジ（お会計、ラッピング）などのお仕事をお願い
します。
＊スマートフォンを使った接客もあります。
＊ファッション知識が無くても、フォーロー体制

岩手県宮古市宮町４－４－
１１

青山商事株式会社
（洋服の青山　宮古
店）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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


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

介護員／グループホームま
ぶる

当施設において認知症介護全般を行っていただき
ます。
・食事、入浴、排泄の介助、レクの支援、通院介
助等


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

岩手県下閉伊郡山田町

接客・調理／１０６号宮古
店

牛丼のすき家での接客、調理、販売、清掃業務で
す。
・接客（お客様のご案内、オーダーとり、料理提
供、食器の片付け）・調理（料理の簡単な仕込
み、盛り付け、洗い物）

東京都港区港南二丁目１８
番１号　ＪＲ品川イースト
ビル５階

株式会社　すき家

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 又は9時00分～8時59分の

間の2時間以上
岩手県宮古市

サービス係／土日祝（レジ
担当・１０時～）

レジ接客業務全般に従事していただきます。
・バーコード読込み、レジスター操作、商品代金
の精算（自動精算機を使用）
・組合員カードの読込み、レジ袋の確認、配布、
エコバックへの商品袋詰めなど

岩手県宮古市田の神２丁目
２－３０

いわて生活協同組合
ベルフ西町店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

サービス係（レジ担当・１
４時～）

レジ接客業務全般に従事していただきます。
・バーコード読込み、レジスター操作、商品代金
の精算（自動精算機を使用）
・組合員カードの読込み、レジ袋の確認、配布、
エコバックへの商品袋詰めなど

岩手県宮古市田の神２丁目
２－３０

いわて生活協同組合
ベルフ西町店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

サービス係（レジ担当・９
時～）

レジ接客業務全般に従事していただきます。
・バーコード読込み、レジスター操作、商品代金
の精算（自動精算機を使用）
・組合員カードの読込み、レジ袋の確認、配布、
エコバックへの商品袋詰めなど

岩手県宮古市田の神２丁目
２－３０

いわて生活協同組合
ベルフ西町店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

指導員／花輪学童の家 学童の家において、下記業務を行います。
・児童（小学校低学年）の指導、安全管理等
・児童と一緒に運動、遊び、学習の見守り等

＊教員免許、保育士資格お持ちの方は優遇しま

岩手県宮古市赤前第３地割
１４－１１

社会福祉法人　慈愛
会　学童の家

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は7時30分～18時30分

の間の8時間程度
岩手県宮古市

パソコンインストラクター
補助／宮古校

当社「キャトル宮古校」にて、下記業務を行って
いただきます。
・ワード・エクセル・パワーポイントなどのパソ
コンの操作説明
・生徒さんの操作フォロー

岩手県宮古市栄町３－３５
キャトル宮古４階

ＹＥＳネットワーク
三陸　株式会社ＰＣスキル

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）基本操作がで

きる方
岩手県宮古市


