
(1)8時00分～14時00分
2人 821円～830円 (2)9時00分～16時00分

(3)10時00分～17時00分

パート労働者 64歳以下 03030- 1189021
普通自動車免許一種

(1)9時00分～16時00分
1人 900円～900円

パート労働者 59歳以下 03030- 1193321

1人 950円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 1199821

1人 850円～900円

パート労働者 不問 03030- 1203721

(1)8時30分～17時00分
1人 920円～920円

パート労働者 不問 03030- 1204821

(1)5時00分～8時00分
1人 821円～821円

パート労働者 不問 03030- 1218921

(1)8時00分～15時00分
1人 821円～821円

パート労働者 不問 03030- 1219121
普通自動車免許ＡＴ

2人 853円～1,136円

パート労働者 不問 03030- 1220821
交替制あり
(1)6時30分～10時30分

2人 923円～1,136円 (2)15時00分～19時00分

パート労働者 不問 03030- 1221221

(1)9時00分～15時00分
1人 821円～850円

パート労働者 64歳以下 文字入力 03030- 1223421

2人 821円～850円

パート労働者 40歳以下 03030- 1226921
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時00分～12時00分
1人 850円～900円 (2)12時00分～17時00分

パート労働者 18歳以上 03030- 1228021

3人 1,200円～1,500円

パート労働者 64歳以下 03030- 1235121

1人 1,100円～1,200円

パート労働者 不問 03030- 1236021
変形（1ヶ月単位）

1人 821円～840円

パート労働者 不問 05020- 1819521
変形（1ヶ月単位）
(1)17時00分～9時00分

1人 821円～840円

パート労働者 不問 05020- 1820321
変形（1年単位）
(1)8時00分～15時00分

1人 880円～880円

パート労働者 不問 03030- 1173821

(1)13時00分～17時00分
1人 1,000円～1,000円

パート労働者 67歳以下 03030- 1178621

1

（4月1日時点の内容です）

３月２９日　から　　４月１日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は４月１４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

サービスアシスタント 当社にて自動車整備の補助業務を行っていただき
ます。

・整備車両の補助
・洗車および車内清掃

岩手県宮古市実田１丁目８
－１２

株式会社　宮古日産

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

加工員 当工場において下記の業務を行っていただきま
す。
・すし種の加工となります。（ホタテ、甘エビ
等）
　＊ホタテは、貝柱だけの状態になったものを手

岩手県宮古市蟇目第２地割
字柴野８２－２

株式会社　川秀　蟇
目工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ホールスタッフ（大戸屋宮
古店）

・お客様のご案内
・注文伺い
・料理提供とサービス
・会計
・後片付け

岩手県宮古市鴨崎町１－５
８

アンドーコーポレー
ション　有限会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は10時00分～21時00分

の間の3時間以上
岩手県宮古市

パソコン（ワード・エ
クセル）の基本操作が

出来る方

ホールスタッフ・牛角／１
０時～

おしゃれで家庭的な雰囲気の焼肉店「牛角宮古
店」でのお仕事です
・お客様をお席にご案内
・ご注文をお伺い（ハンディ操作）
・ドリンク作り、料理配膳

岩手県宮古市鴨崎町１－５
８

アンドーコーポレー
ション　有限会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は10時00分～15時00分

の間の3時間以上
岩手県宮古市

販売員（磯鶏石崎店）５時
～８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

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

事務職 携帯電話やスマートフォンで使用される電子部品
（コネクタ）製造に関する事務処理を行っていた
だきます。
・取引先企業に対する送り状などの各種伝票処理
・専用ソフトへの数字入力

岩手県宮古市赤前第２地割
２１番地２

東北ヒロセ電機　株
式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

ホームヘルパー 市内の利用者様のご家庭を訪問し、下記の業務に
従事
・食事、入浴、排せつの介助
・炊事、掃除、洗濯などの日常生活の手助けなど
＊サービス提供時は、施設の車両（ＡＴ軽自動

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第４
地割１－２０

社会福祉法人　若竹
会　サンホームみや
こ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は7時00分～18時00分

の間の4時間程度
岩手県宮古市

介護職員初任者研修修
了者、ホームヘルパー
２級　のいずれか

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

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

事務員（大通） 主に事務業務を担当します。
・日々の仕分け、売上げをＰＣ操作入力、請求書
発行、受注管理、　電話対応など一般的な事務業
務


岩手県宮古市大通３丁目６
－４５

株式会社　佐々由

雇用期間の定めなし
又は8時00分～15時00分
の間の5時間程度

岩手県宮古市

一般事務経験（経理経
験は無くても可）

介護職／特別養護老人ホー
ム　１

特別養護老人ホーム利用者への介護サービス提供
・朝食または夕食の配膳及び介助
・起床する際の声掛けや食堂までの移動介助
・トイレ誘導、洗濯物の配布
・食器洗い（担当ユニット内のコップや茶わん類

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第４
地割１－２０

社会福祉法人　若竹
会　サンホームみや
こ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

ホテル清掃スタッフ 清掃業務全般に従事していただきます。
・１～２名体制の勤務
・客室清掃、敷地内の清掃作業
・その他、フロント業務（電話応対等）もお願い
します。

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第１地割２１４番地２

有限会社　Ｒ（ホテ
ルＲ）

雇用期間の定めなし
又は16時00分～23時59分
の間の3時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

介護職員初任者研修修
了者、ホームヘルパー
２級　のいずれか

縫製 当工場において下記の業務に従事していただきま
す。
　毛皮の縫製作業
　・裁断
　・ミシン

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字合の山１２－２

アイファー株式会社

雇用期間の定めなし
又は8時00分～17時00分
の間の6時間以上

岩手県下閉伊郡岩泉町

看護師 当社デイサービスにおいて、利用者１８名程度の
健康管理業務に従事します。
・利用者のバイタルチェックや処置、配薬、内服
確認、処方薬の塗　布
・栄養管理、食事介助

岩手県宮古市田鎖３－８ 株式会社　みやこ

雇用期間の定めなし
又は8時00分～17時00分
の間の4時間以上

岩手県宮古市

看護師、准看護師
のいずれか

訪問介護 市内に住む利用者様のご家庭を訪問し、以下の業
務を行っていただきます。訪問件数は１日５～６
件です。
・食事、入浴、排泄の介助
・炊事、掃除、洗濯といった日常生活の手助け等

岩手県宮古市田鎖３－８ 株式会社　みやこ

雇用期間の定めなし
又は6時00分～19時00分
の間の1時間以上

岩手県宮古市

介護員【夜勤専従】 ◇グループホーム（２ユニット）１８名の入居者
の方々の介護業務
　全般に従事していただきます。

＊食事、入浴、排泄、散歩、施設内での活動等の

秋田県能代市浅内字中山９
２番地

株式会社　ラ・サ
ルーテ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

介護員 ◇グループホーム（２ユニット）１８名の入居者
の方々の介護業務
　全般に従事していただきます。

＊食事、入浴、排泄、散歩、施設内での活動等の

秋田県能代市浅内字中山９
２番地

株式会社　ラ・サ
ルーテ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 又は8時00分～18時30分

の間の4時間以上
岩手県下閉伊郡岩泉町

販売員／魚菜市場店 魚菜市場店において、下記の業務に従事していた
だきます。
・鮮魚、水産食品の販売、商品のパック詰め
・接客応対、会計、伝票の記入、清掃
・その他店内の業務全般

岩手県宮古市藤原１丁目３
番４号

有限会社　三上商店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

惣菜販売員（６Ｈ） 山田インター店惣菜部門に配属となります。
・商品のパッケージ・値付け等の業務
・商品の陳列や補充等
・その他指示された業務など


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）

岩手県下閉伊郡山田町

◎ 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４月７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)17時30分～8時30分
1人 821円～821円

パート労働者 18歳以上 03030- 1172721

2

宿直員 施設内での宿直業務
・施設内における施錠・解錠の確認
・夜間および早朝時間帯の電話取次
・建物内の電気、ガス、水道等の確認
・災害時の関係者への連絡等

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第４
地割１－２０

社会福祉法人　若竹
会　サンホームみや
こ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市


