
(1)8時00分～12時00分
3人 821円～821円 (2)8時30分～12時30分

パート労働者 不問 03030-  249621
交替制あり
(1)17時15分～8時30分

1人 821円～1,048円 (2)8時30分～17時15分

パート労働者 18歳以上 03030-  250021

(1)8時00分～12時00分
1人 870円～870円

パート労働者 不問 03030-  251721

(1)8時00分～12時00分
1人 840円～840円

パート労働者 不問 03030-  252821

(1)9時00分～13時00分
6人 821円～821円 (2)13時00分～17時00分

パート労働者 不問 03030-  253221

(1)17時00分～22時00分
3人 921円～921円

パート労働者 不問 03030-  254521

(1)10時00分～18時00分
2人 821円～821円 (2)13時00分～21時00分

パート労働者 不問 03030-  255421
交替制あり
(1)7時40分～15時40分

1人 950円～950円 (2)13時00分～21時00分

パート労働者 不問 03030-  256321
交替制あり
(1)9時00分～17時00分

1人 830円～830円 (2)10時00分～16時00分
(3)13時00分～17時00分

パート労働者 不問 04010- 4171021
普通自動車免許一種

1人 821円～821円

パート労働者 不問 03030-  243721

(1)9時00分～13時00分
1人 821円～821円

パート労働者 59歳以下 03030-  244821
交替制あり
(1)8時30分～12時30分

1人 1,200円～1,500円 (2)14時00分～18時00分

パート労働者 45歳以下 03030-  245221

(1)8時00分～15時00分
4人 840円～850円

パート労働者 不問 03030-  232921

(1)12時30分～17時30分
2人 821円～821円 (2)16時30分～20時30分

パート労働者 不問 03030-  234021

(1)8時00分～16時00分
1人 840円～840円

パート労働者 不問 03030-  235721
普通自動車免許一種

(1)8時30分～12時00分
1人 850円～850円

パート労働者 64歳以下 ワード・エクセル操作 03030-  221321

(1)9時10分～16時00分
1人 878円～878円

パート労働者 不問 03030-  222621

(1)7時30分～10時30分
1人 830円～830円

パート労働者 不問 03030-  227821
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（1月17日時点の内容です）

１月１１日　から　　１月１７日　までに受理した求人です。　＜次回発行日は１月２７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

一時保護児童指導補助員兼
当直専門員（会計年度任用
職員）

宮古児童相談所において下記の業務を担当してい
ただきます。
〇一時保護児童の生活補助・見守り
〇施設管理（見回り・開錠・施錠・暖房機器への
給油等）

岩手県宮古市和見町９－２
９

岩手県宮古児童相談
所

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

品出し補充員 店内において以下の業務に従事していただきま
す。
・商品の品出し、補充、検品
・接客対応
・賞味期限チェック

岩手県宮古市千徳第１２地
割地内

株式会社　ツルハ
宮古千徳店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

グロサリー担当／オール店 びはんストアオール店において、グロサリー業務
を担当していただきます。
・生鮮食品以外の商品（日配品、雑貨、加工食品
等）の商品発注、　商品の補充、陳列、商品管理
などをお願いします。

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）

岩手県下閉伊郡山田町

食肉担当／オール店 びはんストアオール店において食肉業務を担当し
ていただきます。
・食材の商品化、パック詰め作業
・商品補充、陳列
・その他、上記に付随する業務

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）

岩手県下閉伊郡山田町

販売員／１７：００～ 医薬品、化粧品、雑貨等を取り扱う店舗にて販売
に係る業務を行っていただきます。
・レジ業務
・接客対応
・品出し

岩手県宮古市千徳第１２地
割地内

株式会社　ツルハ
宮古千徳店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

販売員／９：００・１３：
００

医薬品、化粧品、雑貨等を取り扱う店舗にて販売
に係る業務を行っていただきます。
・レジ業務
・接客対応
・品出し

岩手県宮古市千徳第１２地
割地内

株式会社　ツルハ
宮古千徳店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

内勤スタッフ 内勤スタッフとして以下の業務に従事
・店舗に持ち込まれた荷物の受け取り、内容確
認、サイズ計測、伝票の記入、料金精算
・伝票の整理、電話応対、その他付随する所内業
務

岩手県宮古市長町２丁目１
－３２

ヤマト運輸　株式会
社　宮古支店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

化粧品販売員／７Ｈ 化粧品コーナーの担当となります。
・レジ業務
・接客対応（メイク試行等）
・顧客管理
・品出し

岩手県宮古市千徳第１２地
割地内

株式会社　ツルハ
宮古千徳店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は9時00分～22時00分

の間の7時間程度
岩手県宮古市

清掃及び簡単な修理作業
【宮古市】

◎病院の病室のベッド脇にあるテレビ・冷蔵庫付
き木製キャビネット（床頭台）の清掃及び簡単な
修理作業

※どなたでも出来るお仕事です。

宮城県仙台市若林区伊在１
丁目１－５

株式会社　パース
ジャパン　東北営業
所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

販売員（９：００） 当店では、医薬品、化粧品、雑貨、食料品等を取
り扱っています。
・レジ操作
・雑貨や食料品コーナーの商品補充や陳列作業
・清掃等

岩手県宮古市南町１４ー３ 株式会社　ツルハド
ラッグ　宮古南町店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

野菜・食品の納品準備 当店において、野菜や一般食品の納品準備を行い
ます。

・依頼のある病院、給食センター、保育所等へ野
菜や食品を注文書　に従い準備します。個数や重

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
又は8時00分～12時00分
の間の3時間程度

岩手県宮古市

水産加工員／短期 当工場において下記の業務を行っていただきま
す。
・冷凍品の選別
・選別後、製品の箱詰め


岩手県下閉伊郡山田町船越
第６地割５２番地２６

有限会社　金澤水産

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 川原田小児科医院において看護業務全般を行って
いただきます。
医師の「指示」に基づき、患者さんの診察介助、
処置、検査、患者さんへの補足説明、その他付随
する業務を行っていただきます。

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

看護師、准看護師
のいずれか

日配／７時間 当店舗において下記業務を行っていただきます。
・牛乳、豆腐、パンなどの陳列
・発注作業
・値引き作業
・清掃等その他付随する業務

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

岩手県宮古市

販売員 店内で販売業務を行います。
・商品品だし
・接客、レジ操作（自動精算機）
・包装等
・清掃業務

岩手県宮古市小山田２－２
－１　マリンコープＤＯＲ
Ａ　１Ｆ

酒の二葉屋

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

検査係 検査作業全般に従事していただきます。
・座っての作業となります
・目視によるバネの汚れやキズ、不良などが無い
か検査
・その他、工場内の清掃など雑務作業

岩手県下閉伊郡岩泉町猿沢
日向前１１４－１

特殊バネ株式会社
岩手工場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

一般および経理事務 当社において下記の業務に従事していただきま
す。
・伝票作成
・経費支払い
・試算表作成

岩手県宮古市磯鶏沖８－２
４

三陸資材　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

※運転免許はＡＴ限定も可
（自己所有車運転の場合）

経理事務経験３年以上

食器洗浄 厨房内にて、レストランご利用のお客様のバイキ
ング朝食に使用した食器等の洗浄食器業務を担当
していただきます。
・初めに手洗い
・食器洗浄機に投入し洗浄

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎１８
－２５－３

一般財団法人休暇村
協会　休暇村陸中宮
古

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

◎ 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４年１月２０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



普通自動車免許ＡＴ 交替制あり
(1)8時00分～17時00分

2人 830円～900円 (2)8時00分～15時00分
(3)10時00分～16時00分

パート労働者 不問 03030-  230321

(1)7時00分～15時00分
3人 840円～840円 (2)8時00分～16時00分

(3)17時00分～21時00分

パート労働者 64歳以下 03030-  199221

(1)7時00分～15時00分
2人 870円～870円 (2)8時00分～12時00分

パート労働者 64歳以下 03030-  200721

(1)8時30分～16時30分
1人 850円～850円

パート労働者 64歳以下 03030-  201821

(1)5時00分～9時00分
1人 821円～821円

パート労働者 69歳以下 03030-  217021

(1)16時30分～22時30分
1人 850円～900円

パート労働者 69歳以下 03030-  218721
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり
※業務に自家用車を使用 (1)9時00分～10時30分

2人 860円～1,200円 (2)13時30分～15時00分
(3)16時00分～18時00分

パート労働者 59歳以下 03010- 1381221

2人 988円～1,616円

パート労働者 不問 03010- 1133021

臨床検査技師
2人 934円～1,441円

パート労働者 不問 03010- 1138421
交替制あり

5人 900円～1,200円

パート労働者 59歳以下 03010-  895721
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

1人 1,108円～1,308円

パート労働者 不問 03010- 1015221
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

1人 1,108円～1,308円

パート労働者 不問 03010- 1017421
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

2人 1,108円～1,308円

パート労働者 不問 03010- 1025421
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

2人 1,108円～1,308円

パート労働者 不問 03010- 1029121
交替制あり
(1)9時00分～15時00分

1人 900円～990円 (2)11時00分～17時00分

パート労働者 64歳以下 03010- 1092621
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支店事務パート（宮古支
店）

○冠婚葬祭を営む当社の支店にて
・電話応対・書類の整理・現金の入金管理
・ご来店頂いたお客様へのお茶出しなどの接客
・パソコン作業
　　　　　　　　　などを行っていただきます☆

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

訪問介護員（西ヶ丘） 在宅での生活を支える為に必要な生活支援
・調理、洗濯、生活必需品の買い物、掃除等
身体介護
・食事介助、入浴介助、排泄介助等
を訪問介護計画書をもとに決められた内容と時間

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　盛岡支店ホームヘルパー２級、

介護職員初任者研修修
了者　いずれか以上雇用期間の定めあり（４ヶ

月未満） 又は8時00分～18時00分
の間の3時間以上

岩手県宮古市

訪問介護員（八木沢） 在宅での生活を支える為に必要な生活支援
・調理、洗濯、生活必需品の買い物、掃除等
身体介護
・食事介助、入浴介助、排泄介助等
を訪問介護計画書をもとに決められた内容と時間

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　盛岡支店ホームヘルパー２級、

介護職員初任者研修修
了者　いずれか以上雇用期間の定めあり（４ヶ

月未満） 又は8時00分～18時00分
の間の4時間程度

岩手県宮古市

訪問介護員（宮古西町） 在宅での生活を支える為に必要な生活支援
・調理、洗濯、生活必需品の買い物、掃除等
身体介護
・食事介助、入浴介助、排泄介助等
を訪問介護計画書をもとに決められた内容と時間

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　盛岡支店ホームヘルパー２級、

介護職員初任者研修修
了者　いずれか以上雇用期間の定めあり（４ヶ

月未満） 又は8時00分～18時00分
の間の4時間程度

岩手県宮古市

訪問介護員（宮古） 在宅での生活を支える為に必要な生活支援
・調理、洗濯、生活必需品の買い物、掃除等
身体介護
・食事介助、入浴介助、排泄介助等
を訪問介護計画書をもとに決められた内容と時間

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　盛岡支店ホームヘルパー２級、

介護職員初任者研修修
了者　いずれか以上雇用期間の定めあり（４ヶ

月未満） 又は8時00分～18時00分
の間の5時間程度

岩手県宮古市

建設業仮設足場工事の作業
員（宮古営業所）

＊足場シート貼り等
＊社内での雑務、現場での写真撮り・採寸等
＊その他、上記に関連する業務



岩手県盛岡市乙部５地割６
１－１

有限会社　新鋭

雇用期間の定めなし
又は8時00分～17時00分
の間の4時間

岩手県宮古市

アルバイト臨床検査技師
（研究補助者：宮古地区）

健診業務（身体測定、血圧測定、採血、採尿や心
電図検査、頚部エコー検査等の生理機能検査）等
※当機構の沿岸地域活動拠点での健康調査等に出
向いていただくことがあります
※研修等で、矢巾キャンパス等へお越しいただく

岩手県紫波郡矢巾町医大通
１丁目１番１号（医大通２
丁目１番１号）

学校法人　岩手医科
大学（岩手医科大学
附属病院）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 又は8時00分～18時00分

の間の6時間以上
岩手県宮古市

アルバイト准看護師・看護
師（研究補助者：宮古地
区）

健診業務（身体測定、血圧測定、採血、採尿や心
電図検査、頚部エコー検査等の生理機能検査）
等
※当機構の沿岸地域活動拠点での健康調査等に出
向いていただくことがあります。

岩手県紫波郡矢巾町医大通
１丁目１番１号（医大通２
丁目１番１号）

学校法人　岩手医科
大学（岩手医科大学
附属病院）

看護師、准看護師
のいずれか

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 又は8時00分～18時00分

の間の6時間以上
岩手県宮古市

訪問介護員（宮古市） 在宅に訪問し、身体介助・家事援助を行っていた
だきます。
・１日１～２件程度。訪問先への直行直帰。
・自動車は個人のものを使用します。


岩手県盛岡市上田３丁目６
番３３号　中村ハイツ　１
号【求人票郵送先指定あ
り】

特定非営利活動法人
ハーツ生活支援

雇用期間の定めなし 介護職員初任者研修修
了者

岩手県宮古市

ホールスタッフ 和海味処いっぷくにおいてホールスタッフを担当
します。
スタッフは３名おります。
・お客様案内、注文
・ドリンク準備、配膳、片付け、店内清掃等

岩手県下閉伊郡山田町船越
第６地割１３４－１

株式会社　いっぷく

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

朝食スタッフ（ビジネスイ
ンやまだ／浜処いっぷく）

ビジネスホテル内のレストランにて朝食スタッフ
として勤務していただきます。
・接客、配膳
・片付け、皿洗い等になります。


岩手県下閉伊郡山田町船越
第６地割１３４－１

株式会社　いっぷく

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

畜産 当店舗において下記業務を行っていただきます。
・精肉のパック作業
・加工肉の品出し作業
・商品化作業
・値段ラベル貼り

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

岩手県宮古市

水産 当店舗において下記業務を行っていただきます。
・品出し、陳列
・刺身の生産、加工
・丸魚の身下ろし、加工
・商品パック作業

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

岩手県宮古市

農産 当店舗において下記業務を行っていただきます。
・果物、野菜の陳列
・商品化作業
・値引き作業
・清掃等その他付随する業務

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

岩手県宮古市

販売員及び調理補助員 下記の業務のうちから適性をみて従事していただ
きます
１　調理補助
２　小売り販売（レジ、商品陳列など）
３　配送　野菜の集荷等　軽トラ（オートマ車）

岩手県下閉伊郡田野畑村菅
窪１５１番地６

一般社団法人　思惟
の風

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡田野畑村


