
(1)5時00分～11時00分
1人 850円～870円 (2)6時00分～12時00分

パート労働者 64歳以下 03030- 1771321

1人 825円～825円

パート労働者 不問 03030- 1772621

(1)8時30分～12時30分
1人 1,200円～1,200円

パート労働者 不問 03030- 1774121
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1)8時40分～17時30分
2人 831円～831円 (2)11時30分～20時20分

パート労働者 59歳以下 01230-10253821

(1)14時00分～18時30分
1人 850円～850円

パート労働者 不問 03030- 1768721
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～15時45分
1人 821円～821円

パート労働者 64歳以下 03030- 1751821
交替制あり
(1)17時00分～20時00分

1人 975円～975円

パート労働者 不問 03030- 1753521
変形（1ヶ月単位）

ＰＣスキル (1)9時30分～18時30分
1人 821円～900円 (2)9時30分～16時30分

パート労働者 不問 03030- 1756621

(1)23時00分～8時00分
1人 821円～821円

パート労働者 18歳以上 03030- 1757921

(1)15時00分～22時00分
1人 821円～821円

パート労働者 不問 03030- 1758121

(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- 1731921

(1)15時30分～20時30分
1人 890円～890円 (2)16時30分～20時30分

パート労働者 不問 03030- 1738421

(1)8時00分～13時00分
1人 821円～821円 (2)8時30分～13時30分

(3)9時00分～14時00分

パート労働者 不問 03030- 1740121

(1)5時30分～9時30分
1人 821円～850円

パート労働者 不問 03030- 1719721

(1)8時30分～17時15分
1人 904円～1,031円 (2)8時30分～14時15分

パート労働者 不問 03030- 1721421
普通自動車免許ＡＴ

(1)7時00分～10時30分
1人 821円～821円

パート労働者 不問 03030- 1727721
交替制あり

1人 1,000円～1,000円

パート労働者 18歳以上 03010-11540021

(1)7時00分～15時00分
1人 850円～850円

パート労働者 59歳以下 03010-11596621

1

事業所名
求人番号

調理員 調理課に配属となリます。
・宿泊者や団体の方への食事、レストラン、宴会
で提供する食事の　調理、盛り付けがおもな仕事
になります。
・調理業務は５～６名でおこなっております。

岩手県宮古市田老字向新田
１４８

株式会社　グリーン
ピア三陸みやこ

雇用期間の定めなし
又は13時00分～21時00分
の間の6時間程度

岩手県宮古市

（5月23日時点の内容です）

５月１６日　から　　５月２３日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は６月２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

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

看護師、准看護師
のいずれか

製品加工 下記の業務に従事していただきます。
・魚フライの加工（パン粉をつける等）
・切り身や製品のパック詰め
・シール貼り
・慣れてきたら箱詰めの作業があります。

岩手県宮古市千徳第１３地
割３２－１５

丸友しまか　有限会
社

雇用期間の定めなし
又は8時00分～17時00分
の間の5時間程度

岩手県宮古市

電子機器の組立作業員／
５．７５時間勤務

・ビス締め、カラオケ機器、オーディオ製品、セ
ンサーの組立作業を行って頂きます。（全て手作
業）
また、複数工程があるうちの一工程を担い作業を
行います。

岩手県宮古市大字津軽石第
１９地割１８

有限会社　宮町電子

雇用期間の定めなし
又は8時00分～17時00分
の間の5時間程度

岩手県宮古市

看護業務／デイサービスセ
ンター

デイサービス利用者に対して看護全般に従事して
いただきます。
・バイタルチェック
・服薬管理
・デイサービスで対処できる処理を始めとした健

岩手県宮古市千徳町５番３
７号

株式会社ＪＡ　ライ
フサポート宮古介護
センター

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時30分～13時30分

の間の4時間程度
岩手県宮古市

指導員／花輪学童の家 学童の家において、下記業務を行います。
・児童（小学校低学年）の指導、安全管理等
・児童と一緒に運動、遊び、学習の見守り等



岩手県宮古市赤前第３地割
１４－１１

社会福祉法人　慈愛
会　学童の家

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は7時30分～18時30分

の間の8時間程度
岩手県宮古市

販売員（岩手県下閉伊郡岩
泉町）７Ｈ３０

ホームセンターにおいて、商品販売・陳列・発
注・配達業務、本部への諸届（伝票の発送等）を
行っていただきます。　　　　　　　

＊未経験の方でも丁寧に指導致しますので安心し

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

パソコンインストラクター
／宮古校

当社「宮古校」にて、下記業務を行っていただき
ます。
・ワード・エクセル・パワーポイントなどのパソ
コンの操作説明
・生徒さんの操作フォロー

岩手県宮古市五月町１ー１ ＹＥＳネットワーク
三陸　株式会社

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）基本操作がで

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（紳士服コナ
カ宮古店）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は10時00分～20時00分

の間の4時間以上
岩手県宮古市

販売員（宮古根市店）１５
時～２２時

ローソン宮古根市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

販売員（磯鶏石崎店）２３
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

販売員 店内で販売業務を行います。
・商品品出し
・接客、レジ操作
・包装
・清掃など

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

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

朝食スタッフ 宿泊・日帰り入浴施設「うみねこ温泉湯らっく
す」において、宿泊したお客様の朝食業務を行い
ます。
・調理補助（汁物等の温め等）
・お客さま案内、配膳、片付け

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

パソコン操作（ワード・エ
クセル）ができること

販売員 本社店舗において、パン・ケーキ・和菓子類の販
売業務を行っていただきます。
・接客、レジ操作、包装、陳列等
・他２～３名販売員がおります
・配達業務は予定しておりません

岩手県宮古市保久田２－２
０

有限会社　西野屋

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

配達員 農産物、海産物、林産物、食料品、調味料、種
苗、種実、花、植木等の配達業務をを行っていた
だきます。
・配達先は事業所など（８～１６件程度）
・軽バン使用（マニュアル車）

岩手県宮古市上鼻２丁目６
－１

株式会社　彩果青果
（産直いちば）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

教育研究所所員／学校教育
課（会計年度任用職員）

教育研究所運営に係る事務を担当していただきま
す。
・パソコンを使用し書類作成、データ入力など
・所長の指示による事務補助
・電話及び来客対応

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
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

清掃（山田町） 請負先事業所であるキクコーストア山田インター
店において、下記作業を行っていただきます。
・店舗内の床掃き拭き清掃
・トイレ、洗面所清掃
・ゴミ箱処理

岩手県盛岡市向中野２－１
－２２

株式会社　オイラー
盛岡支店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

ユニオン宮古／ホールカウ
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8時00分～0時30分の

間の6時間程度
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５月２６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
(1)10時00分～17時00分

1人 840円～840円

パート労働者 不問 12080- 8869721
交替制あり

1人 831円～931円

パート労働者 59歳以下 01240- 9330521

(1)12時00分～19時00分
1人 926円～926円

パート労働者 不問 02020- 6867121

3人 850円～850円

パート労働者 不問 03030- 1699521

1人 1,100円～1,200円

パート労働者 不問 03030- 1700021

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

(3)18時00分～21時00分

パート労働者 不問 03030- 1703221

(1)6時00分～10時00分
1人 850円～850円 (2)6時00分～9時30分

(3)6時00分～9時00分

パート労働者 不問 03030- 1704521

(1)13時00分～17時00分
5人 847円～847円

パート労働者 不問 03030- 1705421

(1)17時00分～22時00分
1人 821円～821円

パート労働者 不問 03030- 1706321

(1)8時00分～14時00分
2人 821円～821円

パート労働者 不問 03030- 1707621

(1)5時30分～10時00分
2人 850円～850円

パート労働者 不問 03030- 1708921
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～15時00分
1人 830円～830円

パート労働者 不問 03030- 1709121
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時00分～17時00分
2人 1,050円～1,050円

パート労働者 64歳以下 03030- 1715621
普通自動車免許ＡＴ

2人 900円～900円

パート労働者 64歳以下 03030- 1716921
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時00分～17時00分
1人 950円～950円 (2)8時30分～17時30分

パート労働者 64歳以下 03030- 1718021

2

介護職員（８時間勤務） 利用者様の介護を行っていただきます。
・主に調理、食事介助、トイレ介助等
・送迎業務
・その他付随する業務


岩手県宮古市田鎖３－８ 株式会社　みやこ

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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員／昭和の家（４時
間以上）

新規開所する小規模デイサービスにおける利用者
様の介護を行っていただきます。
・主に調理、食事介助、トイレ介助等
・送迎業務
・その他付随する業務

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

生活相談員／昭和の家 新規開所する小規模デイサービスにおける相談業
務全般に従事していただきます。利用者・家族・
関係機関との相談業務、連絡調整全般、送迎対
応、その他利用者の介護業務を行っていただきま
す。

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

岩手県宮古市

事務職 主に下記の業務を行います。
・お客様からの問い合わせメールや電話対応
・パソコンを使っての案内文書等の資料作成、請
求書、領収書の作　成などを行います。
・郵便物等の発送・授受、講習会等の会場手配

岩手県宮古市実田１丁目４
番３７号

ＳＢＳフレイトサー
ビス　株式会社　宮
古営業所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） ワード・エクセル基本

操作
岩手県宮古市

ホテル朝食係 ホテル宮古ヒルズステーション店において、朝食
係に従事していただきます。
・宿泊したお客様の朝食作り、盛付け、配膳
・後片付け、清掃
・買い物

岩手県宮古市和見町５－１ ブリーズベイオペ
レーション６号　株
式会社　（ホテル宮
古ヒルズステーショ
ン店）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員（保久田店）８時～ ローソン保久田店での業務となります。
・レジ
・品出し
・清掃
・まちかど厨房での調理

岩手県宮古市保久田８－１
６

ローソン宮古保久田
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員（保久田店）１７時
～

ローソン保久田店での業務となります。
・レジ
・品出し
・清掃
・まちかど厨房での調理

岩手県宮古市保久田８－１
６

ローソン宮古保久田
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

電子部品製造に関わる軽作
業／実田工場（午後）

電子部品の袋詰めや箱詰め等、製造に関連した作
業を行って頂きます。
・シーラー作業（ハンド機械操作）もあります。
・手先を使い、立ち作業です。
※未経験者応募可

岩手県宮古市板屋３－１１
－１５

株式会社　エム・ア
イ・エス東北工場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

レストラン係／午前 レストラン係として下記の業務に従事します。
・レストランご利用のお客様のバイキング朝食の
配膳、片付け
・大広間の会場準備、配膳、接客及び片付け等を
行います

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

レストラン係／午後 レストラン係として下記の業務に従事します。
・レストランご利用のお客様のバイキング夕食の
配膳、片付け
・宴会がある際は、宴会会場準備、接客及び片付
け等を行います

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

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
看護師、准看護師

のいずれか
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

農作業員（収穫・箱詰め
等）

当園の畑においてブロッコリー栽培に係わる作業
です。
・畑からのブロッコリーの収穫、コンテナ積み込
み
・ブロッコリーの箱詰めやパック詰めなど

岩手県宮古市西ヶ丘４丁目
１０－４

よしはま農園

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 又は6時00分～11時00分

の間の2時間以上
岩手県宮古市

営業アシスタントスタッフ
（宮古店）

◆営業・接客・販売経験者が活躍◆◆子育て中の
方歓迎◆
ユニットハウス展示場に来店またはお電話でお問
合せいただく
様々な業種の経営者からファミリーまで幅広い方

千葉県柏市新十余二５ 三協フロンテア　株
式会社
　
＊＊＊

ＰＣでの文字入力や
メール操作など（事
務・アンケート収集等
の業務に必要なため）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

グローサリー【ファル磯鶏
店】　１２：００～１９：
００

日配販売業務全般
・品出し及び陳列
・端末を使用しての商品管理及び発注業務
・その他付随する業務
※日配・・・牛乳・パン・豆腐など

青森県八戸市大字長苗代字
前田８３－１

株式会社　ユニバー
ス

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

調剤事務員【ツルハドラッ
グ宮古中央店】

ツルハドラッグにて、調剤事務全般を担当してい
ただきます。
「調剤事務はじめて」という方も「パート・アル
バイトはじめて」という方も、丁寧な研修をご用
意しているのでご安心を。

北海道札幌市東区北２４条
東２０丁目１番２１号

株式会社　ツルハ
（ツルハドラッグ）

雇用期間の定めなし ＰＣ操作：未経験から
でもすぐに慣れていた
だけるお仕事です◎

又は9時00分～18時00分
の間の6時間程度

岩手県宮古市


