
(1)9時00分～18時00分
1人 調理・接客経験 850円～850円

パート労働者 不問 03010- 6753721
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり
※マイカーを業務で使用

1人 1,025円～1,125円

パート労働者 不問 03010- 6625821
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～12時30分
1人 825円～825円 (2)8時30分～12時00分

パート労働者 不問 基本的なＰＣ操作 03010- 6668221

(1)17時30分～19時30分
1人 1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03010- 6440821
交替制あり
(1)8時00分～16時00分

1人 900円～900円 (2)12時30分～20時30分

パート労働者 不問 03030- 1043721

(1)7時00分～10時00分
2人 900円～900円

パート労働者 不問 03030- 1044821

(1)5時00分～10時00分
1人 825円～825円

パート労働者 不問 03030- 1049621
交替制あり

医療事務経験 (1)8時30分～12時00分
1人 900円～1,000円 (2)12時00分～16時00分

(3)14時00分～17時00分

パート労働者 不問 03030- 1051721

(1)17時00分～21時00分
10人 950円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 1055421
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時30分～15時30分
1人 821円～821円

パート労働者 59歳以下 03030- 1057621

(1)9時00分～17時00分
1人 896円～1,084円

パート労働者 不問 03030- 1037221

(1)16時30分～20時30分
1人 840円～840円

パート労働者 不問 03030- 1038521

(1)18時00分～22時00分
4人 850円～850円 (2)17時30分～21時30分

パート労働者 64歳以下 03030- 1028221
交替制あり
(1)9時45分～15時00分

1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- 1030321

(1)17時15分～8時15分
3人 581円～581円

パート労働者 18歳以上 03030- 1035721

(1)9時20分～15時00分
3人 900円～900円

パート労働者 不問 03030- 1024121

(1)5時30分～14時30分
2人 850円～850円 (2)9時30分～18時30分

パート労働者 不問 13080-20041821
交替制あり
(1)6時00分～10時00分

2人 821円～821円 (2)17時00分～22時00分

パート労働者 不問 03020-  552021
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（3月11日時点の内容です）

３月７日　から　　３月１１日　までに受理した求人です。＜次回発行日は３月２４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

ニチイライフ（家事代行
サービス／宮古市）

お客様宅において家事の代行をしていただきま
す。
・在宅での家事
　　掃除、炊事、草取り、留守宅のかたづけ他


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～18時00分

の間の3時間程度
岩手県宮古市

事業所名
求人番号

調理・接客 薪窯ピザ屋「ベジトマ」において下記業務を行っ
ていただきます。
・薪窯を使用してピザを焼く
・ピザ生地をのばす
・お客様の接客対応（レジ操作あり）

岩手県盛岡市桜台１－１５
－７

株式会社　プルー
ジック

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

洗浄員（田野畑村） 請負先事業所において、洗浄業務を行っていただ
きます。
下膳、食器洗浄（一部食器洗浄機使用）
調理器具洗浄、シンク周辺の清掃など


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）

岩手県下閉伊郡田野畑村

一般事務（宮古市） 当社、宮古支店において下記の業務を行っていた
だきます。

＊一般事務（電話対応、経理等）


岩手県盛岡市上堂四丁目５
－１

株式会社　スズケン
岩手

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

仕分けスタッフ 宅急便について伝票を見ながら町・地区ごとに仕
分ける作業です。
・構内での作業で、立ち仕事となります
・ほとんどの荷物は手作業で持ち運びします
・フォークリフト資格をお持ちの方は、大きい荷

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字三本松５４－１０

ヤマト運輸株式会社
岩手岩泉営業所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

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

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字三本松５４－１０

ヤマト運輸株式会社
岩手岩泉営業所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

医療事務および受付 当院において主に下記の業務に従事します。
・専用ソフトへのレセプト請求入力、データ入
力、診療記録登録
・紹介状の準備、資料作成
・外来受付、会計、調剤業務

岩手県宮古市大通４丁目２
－２１

関根内科小児科

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

厨房補助 当ホテルにおいて以下の業務に従事していただき
ます。
・朝食の調理補助、簡単な調理、盛付、配膳、片
付け、食器洗浄
＊食器洗浄は機械洗浄となりますが、洗浄機に入

岩手県宮古市磯鶏一丁目１
－１８

有限会社　ホテル近
江屋

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

パソコンを使ってのレセプ
ト入力、ワード・エクセル

入力が出来る方

販売員（リラパークこな
り）

・レジ操作
・お客様対応など書籍等の販売業務
・商品の荷受け
・配架陳列、発注、
・返品等の在庫管理

岩手県宮古市新町２番１４
号

株式会社　小成

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

食品加工／短期 ・加工食品（海産物を使用したおつまみや、茎わ
かめ、きくらげな　どの珍味）の包装作業
・調味液の包装作業　等
立ち仕事になります。
○未経験の方の応募歓迎します。

岩手県宮古市津軽石第１３
地割３１６番地１

フードパック　株式
会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

ナイトリーダー／豊間根店 びはんストア豊間根店に勤務となります。
・商品の値引き処理、商品の品出し、前出し
・閉店作業
・店舗施錠等
＊雇用期間は１年毎の更新となります。（基準日

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

公民館主事兼図書館分室奉
仕員／生涯学習課（会計年
度任用職

田老公民館勤務となります。

・田老公民館の管理運営

・市民向け講座等の企画・実施及び

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
パソコン（ワード・エクセ

ル）操作のできる方

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
スーツをあまり着たことがなくても、安心して働

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
月未満） 又は10時00分～20時00分

の間の4時間以上
岩手県宮古市

農産・水産部門／掃除・収
納業務

当店舗において下記業務を行っていただきます。
・農産と水産両部門の商品収納作業
・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

ハウスキーパー（客室清掃
員）

客室清掃として、以下の仕事を行っていただきま
す。
・お客様がチェックアウトされた後の客室清掃
・ベッドメイク
・バス・トイレ等の水回り清掃

岩手県宮古市藤の川１５番
地３８号

ルートインジャパン
株式会社　　ホテル
ルートイン宮古

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

宿直員（夜間） 養護老人ホーム清寿荘での夜間宿直員。
・施設内巡回、出入者確認、火災予防、盗難予
防、戸締り、電話対　応等の業務を行います。

岩手県宮古市小山田２丁目
９－２０

社会福祉法人　宮古
市社会福祉協議会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

コンビニエンススタッフ
（山田町織笠店）

＊売上情報を自動的に記録できるＰＯＳレジを使
用し、商品のバーコードを読み取って商品を販売
します。
＊受入れ商品の検品、商品棚への品出し、補充、
陳列、商品の発注業務。

岩手県上閉伊郡大槌町小鎚
２７地割花輪田３番１

有限会社　たなか

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

調理補助／【松山荘】 ◎高齢者施設での食事提供業務
　仕込み、調理、盛付、配膳、洗浄などの業務で
す。
　
＊慣れない仕事も多いかもしれませんが、解らな

東京都新宿区西新宿３－２
０－２　東京オペラシティ
タワー１７階

株式会社　グリ－ン
ヘルスケアサ－ビス

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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３月１７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



(1)8時30分～12時30分
4人 821円～921円 (2)18時00分～22時00分

パート労働者 59歳以下 03030- 1005321
交替制あり

3人 880円～930円

パート労働者 不問 03030- 1007921
交替制あり

1人 821円～821円

パート労働者 不問 03030- 1009021
普通自動車免許ＡＴ

介護福祉士
1人 1,200円～1,500円

パート労働者 64歳以下 03030- 1013321
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)22時00分～7時00分
1人 850円～850円

パート労働者 18歳～64歳 03030- 1018721

(1)6時00分～9時00分
1人 830円～830円

パート労働者 不問 03030- 1020421

2

セルフガソリンスタンドス
タッフ

・給油と代金清算の監視
・構内の清掃
・接客、電話応対等
・開店、閉店に伴う付随した業務


岩手県下閉伊郡山田町中央
町５－６

尾半商事　有限会社
危険物取扱者（乙種４
類または丙種のいずれ

か）雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

夜警 ・館内の見回り
・営業終了後の大浴場の整理整頓
・夜間の電話等対応
・朝の営業準備（入浴客の対応）


岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字府金４８

株式会社　岩泉総合
観光

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

訪問介護 市内に住む利用者様のご家庭を訪問して介護サー
ビスを提供していただきます。
・食事、入浴、排せつの介助
・炊事、掃除、洗濯といった日常生活の手助け等
・訪問記録を日誌に記入（会社に１週間に１回提

岩手県宮古市新町２－６ 介護サービス　株式
会社

雇用期間の定めなし
又は8時00分～17時30分
の間の4時間程度

岩手県宮古市

弁当調理係 ・注文取り
・お弁当調理
・レジ操作
・配達業務（免許所持の方）
・掃除　等

岩手県下閉伊郡山田町飯岡
第２地割１番地５７

ケイエム企画

雇用期間の定めなし
又は6時00分～19時00分
の間の4時間以上

岩手県下閉伊郡山田町

ハンバーガーの製造及び販
売

当店において下記の業務に従事して頂きます。
・ハンバーガーの製造及び販売
・カウンター・ドライブスルーでの接客業務、レ
ジ打ち作業
・厨房でのハンバーガー等製造業務

岩手県宮古市宮町１－１－
３８

ヒロフーズ株式会社
マクドナルド　１０
６宮古店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は6時00分～0時00分の

間の3時間以上
岩手県宮古市

販売員・品出し 当店では医薬品、化粧品、雑貨、食料品等を取り
扱っており、販売に関わる業務を行っていただき
ます。
・レジ打ち、接客、清掃
・品出し

岩手県下閉伊郡山田町中央
町５番地６

株式会社　ツルハド
ラッグ岩手山田店

雇用期間の定めなし
又は8時30分～22時00分
の間の6時間以上

岩手県下閉伊郡山田町


