
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり
(1)8時15分～16時30分

2人 1,100円～1,100円 (2)16時15分～0時30分

パート労働者 18歳～59歳 03010- 9997221
交替制あり

1人 890円～890円

パート労働者 不問 03010-10205321
交替制あり

1人 890円～890円

パート労働者 不問 03010-10206621
交替制あり

1人 890円～890円

パート労働者 不問 03010-10208121
普通自動車免許ＡＴ

1人 850円～850円

パート労働者 不問 03010- 9909621

(1)7時30分～15時30分
1人 870円～870円

パート労働者 不問 03030- 1502421

(1)8時30分～16時30分
1人 869円～896円

パート労働者 不問 03030- 1504621

1人 850円～900円

パート労働者 64歳以下 03030- 1507021
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)6時30分～13時30分
2人 923円～923円 (2)12時30分～19時30分

パート労働者 不問 03030- 1508721

(1)8時30分～17時00分
2人 920円～920円

パート労働者 不問 03030- 1510421

(1)8時30分～17時00分
2人 920円～920円

パート労働者 不問 03030- 1511321

1人 821円～831円

パート労働者 60歳以下 03030- 1513921

(1)10時00分～15時00分
1人 821円～821円

パート労働者 不問 03030- 1515021

(1)17時00分～21時00分
1人 821円～821円

パート労働者 不問 03030- 1516721
普通自動車免許ＡＴ

1人 1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 1519521
変形（1ヶ月単位）
(1)10時00分～12時30分

1人 824円～830円

パート労働者 不問 03030- 1523121
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)5時00分～12時00分
1人 850円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 1527221
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1)6時00分～8時00分
1人 923円～923円 (2)16時30分～19時30分

パート労働者 不問 03030- 1530921

1

グループホーム世話人（非
常勤）２

比較的軽い、知的・精神障がいのある利用者が暮
らす一軒家のグループホームで、家事を中心とし
た自立支援業務を行っていただきます。１ヶ所の
グループホームに利用者４～５名が日中は作業所
などに通いながら共同で生活している福祉施設で

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第４
地割１－１１

社会福祉法人若竹会
自立支援センターウ
イリー

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

調理補助／５時～ 龍泉洞温泉ホテルの厨房において、調理師の指示
のもと、下記業務に従事していただきます
・料理の下ごしらえ、盛付、後片付け等
※町内の店舗へ食材の仕入れに行っていただくこ
ともあります（社用車使用）

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

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

施設清掃員（大浴場） 龍泉洞温泉ホテルの大浴場、炭風呂の清掃業務に
従事していただきます。
・浴槽内、排水溝、洗い場の清掃
・サウナ内の拭き掃除
・マット交換　等

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

訪問介護員 ・オムツ交換、そうじ、調理
・食事介助、入浴介助、通院介助　など
＊自家用車を使用していただきます。（手当等配
慮あり）
＊支援の必要な利用者（要支援・要介護）の自宅

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第３地割３番地８

有限会社　すずらん
介護事業所

雇用期間の定めなし
又は8時00分～17時30分
の間の4時間以上

岩手県下閉伊郡山田町

厨房及びホール（宮古店）
１７時～

宝介宮古店での業務となります。
・接客業務（席へのご案内、注文の受付、配膳、
下膳）
・厨房で盛り付けなどの調理補助
・店内の清掃、食器・調理器の洗い物、その他付

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

厨房及びホール（宮古店）
１０時～

宝介宮古店での業務となります。
・接客業務（席へのご案内、注文の受付、配膳、
下膳）
・厨房で盛り付けなどの調理補助
・店内の清掃、食器・調理器の洗い物、その他付

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

接客係 やまびこ館において下記の業務に従事していただ
きます。
・売店では会計レジ、商品袋詰めや引渡し、商品
陳列等
・ファストフードコーナーでは注文受け、簡単な

岩手県宮古市川内第８地割
２

株式会社　川井産業
振興公社

雇用期間の定めなし
又は8時30分～17時30分
の間の4時間以上

岩手県宮古市

コネクタ製品検査・試験 携帯電話やスマートフォン等、モバイル機器、パ
ソコン、自動車用電子機器などに幅広く使用され
ているコネクターの製造をしています。
・コネクタ製品の検査、試験業務
・顕微鏡や測定機を使用して製品の測定、データ

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

金型、機械設計アシスタン
ト

携帯電話やスマートフォン等、モバイル機器、パ
ソコン、自動車用電子機器などに幅広く使用され
ているコネクターの製造をしています。
・コネクタ製品用の金型、機械部品のトレース・
サンプル測定及び　部品調達業務

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

パソコン（ワード・エ
クセル）の基本操作が

出来る方

パソコン（ワード・エ
クセル）の基本操作が

出来る方

生活支援員 生活支援に係る業務全般となります。
・当施設利用者の日中活動（軽作業）や通院、買
い物（２～３名）
　の付き添いなど
・食事、入浴、排泄、着替え等の介助

岩手県宮古市崎山第５地割
９４

社会福祉法人　若竹
会　わかたけ学園

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

事務職員 事務全般を行っていただきます。
・給与計算、会計処理、利用料請求、各種申請手
続き等
・補助的に介護業務を行う場合もあります
○勤務時間や日数のご希望があれば、お気軽にご

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字中家２０－１０

有限会社　なかむら
（デイサービスセン
ターやすらぎ）

雇用期間の定めなし
又は8時30分～17時30分
の間の4時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町
パソコン操作（ワード・エ

クセル）ができる方

事務補助員／デジタル推進
課（会計年度任用職員）

宮古市役所デジタル推進課に勤務となります。
・マイナポイント申込支援事務
・デジタル相談対応業務
・その他付随する業務等

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

グロサリー部門／７Ｈ 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。
・主に加工食品、日配などの品出し
・その他、上記に付随する業務および指示された
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

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作ができること

配達および精肉加工（宮古
事業所）

主に飲食店やホテル、給食施設等に食肉を主体と
した食品等を配達していただきます。
配達に伴う精肉加工作業もあります。
配達には軽トラ、１ＢＯＸ車を使用。
配達エリアは宮古市内が中心です。

岩手県八幡平市大更２１－
５２－１

株式会社　肉の横沢

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7時間以上
岩手県宮古市

ドラッグストアでの販売
（登録販売者）【岩泉地
域】

・医薬品販売に関する業務（接客、商品管理、在
庫管理等）
・商品管理（発注、陳列、補充、整理）
・レジ業務
・店内外の清掃

岩手県盛岡市盛岡駅西通２
丁目９番１号　
マリオス６Ｆ

株式会社　薬王堂

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時00分～22時15分

の間の7時間程度
岩手県下閉伊郡岩泉町

登録販売者（一般医薬
品）

ドラッグストアでの販売
（登録販売者）【山田地
域】

・医薬品販売に関する業務（接客、商品管理、在
庫管理等）
・商品管理（発注、陳列、補充、整理）
・レジ業務
・店内外の清掃

岩手県盛岡市盛岡駅西通２
丁目９番１号　
マリオス６Ｆ

株式会社　薬王堂

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時00分～22時15分

の間の7時間程度
岩手県下閉伊郡山田町　他

ドラッグストアでの販売
（登録販売者）【宮古地
域】

・医薬品販売に関する業務（接客、商品管理、在
庫管理等）
・商品管理（発注、陳列、補充、整理）
・レジ業務
・店内外の清掃

岩手県盛岡市盛岡駅西通２
丁目９番１号　
マリオス６Ｆ

株式会社　薬王堂

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時00分～22時15分

の間の7時間程度
岩手県宮古市

登録販売者（一般医薬
品）

登録販売者（一般医薬
品）

事業所名
求人番号

パチンコ店スタッフ（クエ
スト宮古）

「クエスト宮古」において、下記の業務を行って
いただきます。
・ホール内での接客やカウンターでの景品交換、
パチンコ台・スロット台の簡単なメンテナンス、
店内清掃など。

岩手県盛岡市神明町４－２
０

株式会社　新栄

雇用期間の定めなし
又は8時15分～0時30分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

（5月2日時点の内容です）

４月２６日　から　　５月２日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は５月１９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５月１２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人 821円～821円

パート労働者 59歳以下 03030- 1543221

準中型自動車免許 (1)13時00分～21時00分
3人 1,187円～1,187円

パート労働者 不問 03030- 1545421

2人 870円～870円

パート労働者 不問 03030- 1494721
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～16時30分
1人 821円～1,301円

パート労働者 不問 ワード、エクセル 03030- 1497521
普通自動車免許ＡＴ 変形（1年単位）

(1)8時30分～16時30分
3人 900円～1,200円 (2)9時00分～15時00分

(3)10時00分～16時30分

パート労働者 不問 03030- 1499321

(1)9時00分～14時00分
1人 821円～821円

パート労働者 不問 03030- 1500221

(1)8時00分～15時00分
1人 821円～821円

パート労働者 不問 03030- 1501521
普通自動車免許ＡＴ

1人 1,000円～1,400円

パート労働者 不問 03030- 1489221

(1)14時00分～21時00分
1人 900円～900円

パート労働者 不問 03030- 1492121

(1)17時15分～21時15分
1人 830円～830円

パート労働者 不問 03030- 1486021
交替制あり
(1)8時30分～17時30分

1人 830円～830円 (2)12時30分～17時30分

パート労働者 不問 03030- 1487721

2

道の駅業務／販売員・接客
係

【ＶｉＴＯ×ＩＷＡＩＺＵＭＩ】
・ジェラートやコーヒーの提供、接客、レジ等
【道の駅全般】
・接客、レジ、品出し、レストランのフロア係

岩手県下閉伊郡岩泉町乙茂
字乙茂９０－１

岩泉ホールディング
ス　株式会社

雇用期間の定めなし
又は8時30分～17時30分
の間の5時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

セールスドライバー（アン
カーキャスト）

宅配便の集荷及び配達
・宮古市内を２ｔ車を運転して集配業務を行いま
す。

＊社内規定に従い、初めは乗務見習いとして配達

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） 又は17時00分～21時00分

の間の4時間程度
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～22時00分

の間の4時間以上
岩手県宮古市

会計年度任用職員（運転
手）

公用車の運転業務及び公用車の管理業務に従事し
ます。
・公用車はＡＴ車となります
・公用車の点検
＊パソコンでの簡単な入力をお願いする場合があ

岩手県宮古市五月町１番２
０号

岩手県沿岸広域振興
局土木部宮古土木セ
ンター

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

事務員 ・資材・生産管理、品質管理に係る事務処理
・経理に関する事務処理
・電話応対及び工場運営に係る庶務等
・その他付随する業務


岩手県宮古市松山第６地割
４６

株式会社　ウェーブ
クレスト　宮古工場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

パソコン基本操作
（ワード・エクセル・
メール）が可能な方

岩手県宮古市

販売員（根市店）９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（根市店）／日曜日 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

訪問介護ヘルパー 要介護者の家庭を訪問し、家事・介護などケアプ
ランに合わせた介護サービスを提供する仕事で
す。
・就業時間は要介護者の要請に応じて決定いたし
ます。

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第９
地割３９番地２７

医療法人　仁泉会
介護老人保健施設ほ
ほえみの里

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5時間程度

岩手県宮古市

レジ担当／オール店 びはんストアオール店に勤務となります。
・レジチェッカー、接客業務を担当

＊雇用期間は１年毎の更新となります。（基準日
３月１６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

プール夜間監視員 体育部門に属し、岩泉町Ｂ＆Ｇ海洋センターの
プール夜間監視員業務に携わっていただきます。
〈主な業務〉
・プールサイドでの利用者の監視
・プールの水質、水温、塩素、室温の計測と日誌

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字松橋２１－１

特定非営利活動法人
岩泉地域活動推進セ
ンター

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

プール昼間監視員 体育部門に属し、岩泉町Ｂ＆Ｇ海洋センターの
プール昼間監視員業務に携わっていただきます。
＜主な業務＞
・プールサイドでの利用者の監視
・プールの水質、水温、塩素、室温の計測と日誌

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字松橋２１－１

特定非営利活動法人
岩泉地域活動推進セ
ンター

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

～募 集 期 間 終 了～


