
(1)8時00分～14時00分
1人 825円～850円

パート労働者 59歳以下 03030- 3631011
交替制あり
(1)8時40分～17時30分

1人 831円～831円 (2)11時30分～20時20分

パート労働者 59歳以下 01230-21414211
普通自動車免許ＡＴ

1人 896円～1,144円

パート労働者 不問 03030- 3617611

(1)8時30分～16時30分
2人 878円～878円

パート労働者 不問 03030- 3625611
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～17時00分
1人 869円～896円

パート労働者 不問 03030- 3627111
交替制あり
(1)6時30分～11時30分

1人 850円～850円 (2)10時00分～15時00分
(3)14時00分～19時00分

パート労働者 64歳以下 03030- 3629811

(1)9時00分～12時00分
1人 830円～830円

パート労働者 不問 03030- 3630411
普通自動車免許ＡＴ 変形（1年単位）

(1)8時30分～15時00分
1人 830円～830円 (2)9時00分～15時00分

(3)10時00分～16時30分

パート労働者 不問 03030- 3609911

3人 840円～840円

パート労働者 不問 03030- 3602811
交替制あり
(1)10時00分～14時00分

2人 821円～821円 (2)16時30分～21時00分

パート労働者 不問 03030- 3605411
普通自動車免許ＡＴ

1人 経理事務経験 830円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 3607311
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時30分～17時00分
1人 900円～900円

パート労働者 不問 03010-23729511
交替制あり

1人 958円～958円

パート労働者 不問 03010-23672511

(1)8時00分～14時30分
2人 850円～900円 (2)8時30分～15時00分

(3)9時00分～15時30分

パート労働者 不問 04010-62237311

(1)7時30分～16時00分
1人 900円～950円

パート労働者 不問 04010-62238611

1

学校給食センターでの調
理・洗浄業務

・学校給食センターでの給食調理・食器等の洗浄
業務を行っていただきます。
・夏、冬、春と長期休暇あり。
　ご家族との時間も大切に出来るお仕事です。
・当初２ヶ月契約、その後１年毎の契約更新とな

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
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

学校給食センターでの調
理・洗浄業務補助

・学校給食センターでの給食調理・食器等の洗浄
業務を行っていただきます。
・夏、冬、春と長期休暇あり。
　ご家族との時間も大切に出来るお仕事です。
・当初２ヶ月契約、その後１年毎の契約更新とな

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
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

＊調理師及び栄養士の
有資格者、優遇いたし

ます。

＊調理師及び栄養士の
有資格者、優遇いたし

ます。

デイサービスの介護員（八
木沢）

デイサービスにおける介護業務全般を行っていた
だきます。
・入浴介助
・給食・食事介助
・レクリエーションの企画・実行等

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8時00分～17時30分

の間の6時間程度
岩手県宮古市

洗車スタッフ（宮古店） 整備車両の外装・内装の清掃をしていただきま
す。

＊洗車機使用、又は手作業での洗車


岩手県盛岡市上堂４丁目１
２－１１

岩手トヨタ自動車
株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

庶務（事務） 当社事務所兼宿舎において下記の業務を行ってい
ただきます。
・簡単な経理業務
・来客や電話・メールの対応
・役所等への書類提出や買い物、現場事務所等外

岩手県宮古市磯鶏沖８－２
５

有限会社　リアライ
ズ

雇用期間の定めなし
又は8時00分～17時00分
の間の2時間以上

岩手県宮古市

サービススタッフ サービススタッフとして下記業務を行っていただ
きます。
・宿泊、会食、法事等利用客の案内
・接客や料理の配膳片付
・会場準備

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
又は6時00分～21時00分
の間の5時間程度

岩手県宮古市

パソコン基本操作（ワー
ド・エクセル）ができる方

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30分～21時30分
の間の3時間以上

岩手県宮古市

事務員 ・資材・生産管理、品質管理に係る事務処理
・経理に関する事務処理
・電話応対及び工場運営に係る庶務等
・その他付随する業務
※適正に応じて担当する業務を判断します。

岩手県宮古市松山第６地割
４６

株式会社　ウェーブ
クレスト　宮古工場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市
パソコン基本操作（ワー
ド・エクセル）ができる

クリンクルー（崎鍬ヶ崎１
８地割）

請負先の宿泊施設において次の業務に従事してい
ただきます。
・大浴場、脱衣室の清掃
・共用部のトイレ清掃
・ホール、廊下等の掃除機がけ

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

調理員 ・ごはん、味噌汁、おかず等の調理
・その他配膳、片付け、食器洗浄（洗浄機使用）
・厨房内の清掃など
＊当社はクックチル調理法で調理を行っており、
真空状態の食材を専用の機械で温め利用者の方に

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6時30分～19時00分
の間の5時間

岩手県宮古市

事務補助員／税務課（会計
年度任用職員）

宮古市役所税務課資産税係に勤務となります。
・税務課窓口受付
・パソコンデータ入力等作業
・書類整理等事務補助
・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）

岩手県宮古市

一般事務補助／税務課（会
計年度任用職員）

税務課での勤務となります。担当職員指示のも
と、下記の業務を行っていただきます。
・申告書発送準備
・各種資料整備、課税基本簿の整理
・申告会場での受付

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
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町
ワード・エクセルの操

作ができること

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作ができること

消費生活相談員／環境生活
課（会計年度任用職員）

宮古市役所市民相談室に勤務となります。
・市民相談および消費者の保護に関する相談、電
話対応、その他付　随する業務
・パソコンを使用しての相談報告等入力
・公用車を使用しての外出用務

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
月未満） 又は8時30分～17時15分

の間の7時間
岩手県宮古市

販売員（下閉伊郡岩泉町）
７Ｈ３０

商品販売・陳列・発注業務および本部への諸届業
務などを行っていただきます。
　
＊未経験者の方にも丁寧に指導しますので安心し
てご応募下さい。

北海道札幌市厚別区厚別中
央３条２丁目１－４０　マ
ルシンビル

ＤＣＭニコット　株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作ができること

消費生活に関する相談員資格を有
する（取得希望の方を含む）もし
くは相談業務経験を有すること

事業所名
求人番号

ペットショップ店雑務 ペットショップ店で雑務全般に従事していただき
ます。
・当ペットショップでお預かりしているペットの
お世話
・施設（店舗）の清掃並びに洗濯、動物達の部屋

岩手県宮古市上鼻二丁目５
－５

株式会社　ＤＯＧ１
ハートフル

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

（11月29日時点の内容です）

１１月２２日　から　１１月２９日　までに受理した求人です。＜次回発行日は１２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１２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


