
交替制あり
(1)11時30分～13時30分

1人 835円～835円 (2)11時45分～13時45分
(3)11時45分～14時00分

パート労働者 不問 03030- 1452021
交替制あり
(1)8時00分～14時30分

2人 821円～830円

パート労働者 不問 04010-24351021

(1)8時00分～14時30分
2人 821円～850円

パート労働者 不問 04010-24353821
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

5人 821円～821円

パート労働者 59歳以下 03010- 9242821
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- 9005621
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- 9007121
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- 9009721
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- 9010521
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- 9031021
交替制あり

2人 1,000円～1,000円

パート労働者 18歳以上 03010- 8929521
普通自動車免許ＡＴ

(1)11時00分～14時00分
1人 1,000円～1,000円

パート労働者 59歳以下 03030- 1444021
普通自動車免許ＡＴ 変形（1年単位）

2人 855円～855円

パート労働者 不問 03030- 1434121

(1)6時00分～8時00分
2人 830円～830円 (2)16時00分～19時00分

パート労働者 64歳以下 03030- 1437821
普通自動車免許ＡＴ

1人 830円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 1442921

(1)9時00分～17時00分
2人 850円～850円 (2)9時00分～12時00分

パート労働者 59歳以下 03030- 1426121
普通自動車免許ＡＴ

1人 850円～850円

パート労働者 59歳以下 03030- 1427021

(1)7時30分～10時30分
1人 830円～830円

パート労働者 不問 03030- 1429821
変形（1ヶ月単位）
(1)16時45分～8時45分

2人 1,090円～1,090円

パート労働者 18歳以上 03030- 1430421

1

介護員夜間専従／清寿荘 介護老人ホーム清寿荘にて、以下の業務を行って
いただきます。
・施設入所者（定員５０名）の居室巡回業務
・食事などの介助業務
＊職員２名体制での業務となります

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

介護職員初任者研修修
了者

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
月以上）

岩手県宮古市

事務 事務業務全般を担当します。　　　　　　
・伝票入力、集計、帳簿記入
・メール送受信、画像処理
・ネット販売の受注管理
・電話、来客応対

岩手県下閉伊郡山田町中央
町７－６

有限会社　木村商店

雇用期間の定めなし
又は9時00分～17時00分
の間の4時間程度

岩手県下閉伊郡山田町
ワード・エクセル基本

操作

加工・販売 豊間根工場で商品の加工と販売を行っていただき
ます。
・主にイカの塩辛、魚の干物、押し寿し等の加工
・店頭（工場内店舗）での販売、レジ操作、パッ
キング、包装等

岩手県下閉伊郡山田町中央
町７－６

有限会社　木村商店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

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。
・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
出用務

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4時間以上

岩手県宮古市

パソコン基本操作
（ワード・エクセル）

ができる方

世話人／ひまわり 下記の業務に従事していただきます。
・食事の調理や片付け（平日は朝食と夕食、土日
祝はプラス昼食）
・日報の記入（チェック式の簡易的なもの・簡単
な状況記入）

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

道路関連用製品に関連する
業務

道路センターポールの簡易加工、受入、出荷、診
断検査、他関連する業務を行います。
＊初心者でも指導のもと習得可。
＊詳細は工場見学にて説明します。
○勤務開始２０２２年６月１日から。

岩手県宮古市大字津軽石１
９－１８

株式会社　宮古マラ
ンツ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時00分～17時00分

の間の5時間程度
岩手県宮古市

放送業務（パート） 当社において下記の放送業務全般を行っていただ
きます。
・ＦＭラジオ放送でのアナウンス、ミキサー操
作、取材活動
・パソコンを使用しての原稿・資料・パンフレッ

岩手県宮古市栄町４番地
三陸鉄道本社１階

宮古エフエム放送
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ユニオン山田／ホールス
タッフ・カウンタースタッ
フ

パチンコ店のホール・カウンターでの接客対応で
す。
・出玉の上げ下ろしや交換、景品交換などの一般
業務
・その他付随する業務や指示された業務をお願い

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） 又は16時00分～0時30分

の間の6時間程度
岩手県下閉伊郡山田町

パソコン基本操作、ワー
ド・エクセルができる方

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

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

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　のいずれか以上

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

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

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ために必要な生活支援
・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　られた内容を時

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4時間程度
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　のいずれか以上

ホームヘルパー２級、
介護職員初任者研修修
了者　のいずれか以上

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

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5時間程度
岩手県宮古市

菌床の管理と菌床しいたけ
栽培（穴沢工場）

（株）ミナカワ穴沢工場において、菌床の管理と
菌床しいたけの栽培や収穫作業を担当して頂きま
す。合わせて品質管理等も行っていただきます。

ホダの移動、袋取り、浸水作業、品質管理、運搬

岩手県盛岡市向中野２丁目
１９番３８号【求人票郵送
先指定あり】

株式会社　ミナカワ
菌類栽培部

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

岩手県下閉伊郡岩泉町

ホームヘルパー２級、
介護職員初任者研修修
了者　のいずれか以上

学校給食センターでの調理
補助

学校給食センター内での調理補助のお仕事です。
土日、祝日と春夏冬の長期お休みがありますでの
ご家族との時間を大切にしながら働ける職場で
す。


宮城県仙台市宮城野区榴岡
３丁目４番１号
アゼリアヒルズ１３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
月以上）

岩手県宮古市

学校給食センターでの調理
業務

田老学校給食センターでの調理、食器洗浄のお仕
事

宮城県仙台市宮城野区榴岡
３丁目４番１号
アゼリアヒルズ１３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
月以上） 又は8時30分～15時00分

の間の5時間以上
岩手県宮古市

事業所名
求人番号

洗い場係 当店洗い場において、食器洗浄を行います。
・食洗機と手洗いがあります。
・お客様が退席した後の食器を下げる仕事もあり
ます。
・接客、会計業務は予定しておりません。

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第７
地割３２番地２５

野菜たっぷりタンメ
ンの店　大久保

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

（4月18日時点の内容です）

４月１１日　から　　４月１８日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は４月２８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４年４月２１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)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- 1393221

(1)16時00分～21時00分
1人 850円～850円

パート労働者 不問 03030- 1405521

(1)7時30分～15時30分
2人 830円～900円 (2)9時00分～17時00分

パート労働者 59歳以下 03030- 1407321

1人 850円～950円

パート労働者 不問 03030- 1414421

(1)9時00分～16時00分
2人 821円～821円 (2)9時00分～15時00分

パート労働者 不問 03030- 1417921
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～12時30分
1人 821円～1,000円 (2)9時30分～12時30分

パート労働者 64歳以下 03030- 1419021
交替制あり
(1)5時00分～13時00分

2人 821円～821円 (2)9時00分～17時00分
(3)11時00分～19時00分

パート労働者 不問 03030- 1421521

(1)13時00分～17時00分
1人 900円～900円

パート労働者 59歳以下 03030- 1368221

(1)16時30分～20時30分
1人 900円～900円

パート労働者 59歳以下 03030- 1369521

(1)8時00分～12時00分
1人 868円～868円

パート労働者 64歳以下 03030- 1370321

(1)17時00分～22時30分
2人 900円～900円

パート労働者 不問 03030- 1373121

(1)7時30分～12時30分
1人 870円～870円

パート労働者 不問 03030- 1374021

(1)13時00分～17時00分
1人 870円～870円

パート労働者 不問 03030- 1375721

(1)13時00分～17時00分
1人 880円～880円

パート労働者 不問 03030- 1376821

(1)16時00分～20時00分
1人 870円～870円

パート労働者 不問 03030- 1380921

(1)7時30分～10時30分
1人 870円～870円

パート労働者 不問 03030- 1381121

4人 870円～870円

パート労働者 不問 03030- 1382021

(1)9時00分～18時00分
2人 1,300円～1,300円 (2)10時00分～18時00分

パート労働者 18歳以上 03030- 1384821

3人 1,300円～1,300円

パート労働者 18歳～59歳 03030- 1385221

(1)5時30分～9時30分
1人 900円～900円

パート労働者 不問 03030- 1389621
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サービススタッフ／夕食 当ホテル内のお食事処において、以下の業務に従
事していただきます。
・宿泊するお客様に対しての食事の提供
・食材の準備
・簡単な調理

岩手県下閉伊郡山田町川向
町６－４９

天翔水産株式会社
うみねこ温泉　湯
らっくす

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

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

岩手県宮古市上鼻２丁目８
－７５

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

ふるさと納税運営スタッフ ふるさと納税運用業務（地域特産品のブランド
化）
・返礼品開発（事業者訪問）
・寄附者お問合せの管理
・役場関係者との調整

岩手県下閉伊郡山田町中央
町８番４号

山田プライド　株式
会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

パソコン操作（ワー
ド・エクセル・パワー

ポイント）
又は9時00分～18時00分
の間の4時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

惣菜部門／７：３０～、
９：００～

惣菜業務に従事していただきます。
・簡単な惣菜調理
・商品製作（寿司・弁当などの調理）
・商品の品出し及び陳列
・接客や店舗内の清掃作業など

岩手県宮古市板屋１丁目６
番６号

株式会社　玉木屋

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理員 デイサービスの利用者１５名程度の食事の調理業
務全般に従事していただきます。
・朝食の片付け、昼食の調理、その他食器洗浄、
配膳、清掃等
＊資格・経験は問いません

岩手県下閉伊郡山田町石峠
第２地割３５

特定非営利活動法人
石峠宅老所

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

電子部品の組立・ハンダ作
業・検査

電子部品の組立・ハンダ・検査作業の業務となり
ます。
・電子部品の組み立て
・ハンダ加工作業
・資材の入出庫

岩手県宮古市田の神二丁目
５－２１

宮古アドバン

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

店舗接客／鮮魚魚河岸／１
３：００～１７：００

新店舗として「鮮魚魚河岸」と「お食事処おいか
わ」がオープン致します。（令和４年５月予定）
○鮮魚魚河岸
　主として、清掃・鮮魚販売・包装・地方発送の
準備・毎日の精算　等を行っていただきます。

岩手県宮古市板屋３丁目２
－６

株式会社　ダイニン
グ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理員／青少年の家 「陸中海岸青少年の家」の食堂において、利用者
の朝食・昼食・夕食調理業務
・材料下準備、盛付、片付け、清掃など
・宿泊者や利用者の人数によりますが、約１００
食前後となります。

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

グロサリー／４時間 当店舗において下記業務を行っていただきます。
・食品、菓子、嗜好品の補充
・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

店舗接客／お食事処おいか
わ／１６：３０～２０：３
０

新店舗として「鮮魚魚河岸」と「お食事処おいか
わ」がオープン致します。（令和４年５月予定）
○お食事処おいかわ
　主に、お刺身・定食などの食事を提供します。
　御膳の準備・配膳・下膳、盛付け等の調理補

岩手県宮古市板屋３丁目２
－６

株式会社　ダイニン
グ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

青果部門／５Ｈ スーパーマーケットマルイチ宮古店において、下
記の業務に従事していただきます。
・野菜や果物のカット・パック詰め
・商品陳列、売場作り
・その他、指示された業務および付随する業務

岩手県宮古市舘合町７－７ 株式会社　マルイチ
スーパーマルイチ宮
古店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

レジ担当／５．５Ｈ スーパーマーケットマルイチ宮古店において、下
記の業務に従事していただきます。
・商品の会計
・清算業務
・接客業務

岩手県宮古市舘合町７－７ 株式会社　マルイチ
スーパーマルイチ宮
古店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

精肉部門／４Ｈ スーパーマーケットマルイチ宮古店において、下
記の業務に従事していただきます。
・鶏肉や加工品のパック詰め、品出し
・値札貼りと陳列、管理
・その他、指示された業務および付随する業務

岩手県宮古市舘合町７－７ 株式会社　マルイチ
スーパーマルイチ宮
古店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

青果部門／４Ｈ スーパーマーケットマルイチ宮古店において、下
記の業務に従事していただきます。
・野菜や果物のカット・パック詰め
・商品陳列、売場作り
・その他、指示された業務および付随する業務

岩手県宮古市舘合町７－７ 株式会社　マルイチ
スーパーマルイチ宮
古店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

清掃 スーパーマーケットマルイチ宮古店において、下
記の業務に従事していただきます。
・店内外の清掃
・リサイクルゴミの回収
・その他、上記に付随する業務および指示された

岩手県宮古市舘合町７－７ 株式会社　マルイチ
スーパーマルイチ宮
古店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

酒・業務スーパー部門／４
Ｈ

スーパーマーケットマルイチ宮古店において、下
記の業務に従事していただきます。
・商品の陳列、品出し、発注
・接客業務
・その他、指示された業務および付随する業務

岩手県宮古市舘合町７－７ 株式会社　マルイチ
スーパーマルイチ宮
古店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

警備員／駐車場 請負先において駐車場内の誘導業務等に従事して
いただきます。


＊６０歳以上の方の応募歓迎いたします！

岩手県宮古市実田１－２－
３

株式会社　トスネッ
ト北東北　宮古営業
所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

オープニングスタッフ【短
期パート】

スーパーマーケットマルイチ宮古店において、下
記の業務に従事していただきます。
・各部門の補助、カートの片付け、ポイントカー
ド受付等
＊雇用期間については、新店舗完成状況によりま

岩手県宮古市舘合町７－７ 株式会社　マルイチ
スーパーマルイチ宮
古店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 又は8時00分～19時00分

の間の4時間
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

岩手県宮古市長町２丁目１
－３２

ヤマト運輸　株式会
社　宮古営業所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

警備員 １．交通誘導警備：工事現場における歩行、車両
等の安全誘導
２．駐車場警備：店舗やイベント駐車場における
整理業務
３．雑踏警備：イベント等における安全確保、誘

岩手県宮古市実田１－２－
３

株式会社　トスネッ
ト北東北　宮古営業
所

雇用期間の定めなし
又は8時00分～17時00分
の間の8時間

岩手県宮古市



(1)7時00分～15時00分
2人 898円～898円 (2)8時00分～12時00分

パート労働者 64歳以下 03030- 1390021

(1)8時30分～16時30分
1人 888円～888円

パート労働者 64歳以下 03030- 1391721
交替制あり
(1)13時00分～22時00分

1人 1,000円～1,000円 (2)17時00分～22時00分
(3)15時00分～20時00分

パート労働者 不問 パソコン入力操作程度 03030- 1394521

(1)8時00分～13時30分
1人 1,000円～1,000円

パート労働者 不問 パソコン入力操作程度 03030- 1395421
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- 1398921

(1)9時10分～16時00分
1人 878円～878円

パート労働者 不問 03030- 1400121

3

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

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

フロントスタッフ（遅番） ホテルに関する業務全般を行っていただきます。
【主な業務内容】
○フロント業務（チェックイン、チェックアウ
ト）
○電話対応

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

フロントスタッフ（早番） ホテルに関する業務全般を行っていただきます。
【主な業務内容】
○フロント業務（チェックイン、チェックアウ
ト）
○電話対応

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

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　食品工房における調理補助
２　道の駅食堂における調理補助

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

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
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