
交替制あり
(1)8時30分～16時30分

2人 1,270円～1,370円 (2)10時00分～12時00分

パート労働者 不問 03010-11324721
交替制あり

1人 870円～1,000円

パート労働者 59歳以下 03010-11169321

(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- 1686121
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時30分～14時30分
1人 860円～860円

パート労働者 不問 03030- 1689821

(1)6時00分～9時00分
1人 850円～850円

パート労働者 不問 03030- 1690421

(1)9時00分～13時00分
1人 850円～850円

パート労働者 不問 03030- 1691321

(1)13時00分～17時00分
1人 850円～850円

パート労働者 不問 03030- 1692621

(1)22時00分～2時00分
1人 850円～850円

パート労働者 18歳以上 03030- 1693921

(1)22時00分～6時00分
1人 850円～850円

パート労働者 18歳以上 03030- 1694121

(1)8時00分～13時00分
1人 821円～850円

パート労働者 不問 03030- 1695021

(1)16時00分～21時00分
1人 1,000円～1,200円

パート労働者 不問 03030- 1696721

(1)9時00分～15時45分
2人 821円～821円

パート労働者 64歳以下 03030- 1662721

1人 1,300円～1,300円

パート労働者 不問 03030- 1671821

(1)9時00分～16時00分
1人 851円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 1672221
普通自動車免許ＡＴ 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
2人 900円～950円 (2)12時00分～21時00分

パート労働者 不問 03030- 1673521
変形（1年単位）

1人 821円～821円

パート労働者 59歳以下 03030- 1679021
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時00分～10時00分
1人 904円～904円 (2)15時30分～17時30分

パート労働者 不問 03030- 1680221
交替制あり

2人 900円～900円

パート労働者 不問 13040-52128221
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（5月13日時点の内容です）

５月６日　から　　５月１３日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は５月２６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

事務員（宮古駅前校） 下記の事務業務を担当していただきます
・お客様の問合せによる電話対応
・月謝管理、給与管理
・一般事務補助（パソコン入力業務）
・そのほか付随する業務

岩手県盛岡市開運橋通５－
６　第五菱和ビル２Ｆ

株式会社　ＫＡＴＥ
ＫＹＯ秋田・岩手

雇用期間の定めなし
又は13時00分～19時00分
の間の5時間程度

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

デイサービス看護スタッフ
（宮古）

デイサービスにおける看護業務
・バイタルチェック
・配薬
・処方薬の塗布
・緊急時の対応

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）

岩手県宮古市

看護師、准看護師
のいずれか

水産加工員 びはん水産加工場において、魚の加工・製造業務
に従事していただきます。
・山田魚市場で水揚げされた鮮魚を調理し、塩
辛・新巻・いくら・　塩うに等の水産加工品の製
造を担当します。

岩手県下閉伊郡山田町中央
町５番地６

株式会社　びはん
コーポレーション

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／セブンイレブン山
田町中央店　９時～

・店内販売（接客・レジ業務）
・商品陳列、商品補充
・発注、フード調理、店内外清掃
アルバイトや副業希望の方も歓迎します。
初めての方でも丁寧に指導いたします。

岩手県下閉伊郡山田町中央
町５番地６

株式会社　びはんセ
ンター

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

販売員／セブンイレブン山
田町中央店　６時～

・店内販売（接客・レジ業務）
・商品陳列、商品補充
・発注、フード調理、店内外清掃
　　　　　　
アルバイトや副業希望の方も歓迎します。

岩手県下閉伊郡山田町中央
町５番地６

株式会社　びはんセ
ンター

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

販売員／セブンイレブン山
田町中央店　２２時～２時

・店内販売（接客・レジ業務）
・商品陳列、商品補充
・発注、フード調理、店内外清掃
アルバイトや副業希望の方も歓迎します。
初めての方でも丁寧に指導いたします。

岩手県下閉伊郡山田町中央
町５番地６

株式会社　びはんセ
ンター

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

販売員／セブンイレブン山
田町中央店　１３時～

・店内販売（接客・レジ業務）
・商品陳列、商品補充
・発注、フード調理、店内外清掃
アルバイトや副業希望の方も歓迎します。
初めての方でも丁寧に指導いたします。

岩手県下閉伊郡山田町中央
町５番地６

株式会社　びはんセ
ンター

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

清掃スタッフ 宿泊・日帰り温泉施設「うみねこ温泉　湯らっく
す」において、清掃業務を行います。
・大浴場の清掃（午前８時頃よりブラシを使用し
ての清掃）
・客室の清掃（午前１０時頃よりシーツ・布団カ

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

販売員／セブンイレブン山
田町中央店　２２時～６時

・店内販売（接客・レジ業務）
・商品陳列、商品補充
・発注、フード調理、店内外清掃
アルバイトや副業希望の方も歓迎します。
初めての方でも丁寧に指導いたします。

岩手県下閉伊郡山田町中央
町５番地６

株式会社　びはんセ
ンター

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

ハーネス（電線）加工 ・電線を剥ぎ、工具を使用してのピンの圧着
・圧着後コネクタへの挿入、組立
＊細かな部品もありますが拡大鏡などの使用は無
く、目視による主に座位での作業となります。
＊作業習得のための研修を行いますので、未経験

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

岩手県宮古市

調理スタッフ 宿泊・日帰り入浴施設「うみねこ温泉湯らっく
す」において、仕入を含む調理業務全般を行いま
す。
・宿泊するお客様に対しての夕食提供等


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

介護職 通所リハビリテーションにおいて、介護業務全般
を担当します。
・利用者の方の入浴、食事、排泄等の身体介護

＊介護経験３年以上あれば尚可

岩手県下閉伊郡山田町飯岡
第９地割２３－１

医療法人　晃生会
介護老人保健施設
さくら山

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

看護師 介護施設・通所リハビリテーションの利用者及び
入所利用者への看護業務全般を行います。
・入所利用者（現在７５名ぐらい）
・バイタルチェック、服薬管理、健康管理、医療
処置

岩手県下閉伊郡山田町飯岡
第９地割２３－１

医療法人　晃生会
介護老人保健施設
さくら山

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時00分～17時30分

の間の3時間以上
岩手県下閉伊郡山田町

看護師、准看護師
のいずれか

仕上兼二次加硫係 オイルシールの仕上げ加工業務全般を行います。
・機械や手作業での仕上げ加工作業となります。

※オイルシール…各種機械等に使用される部品
○初めての方からの応募歓迎します。

岩手県下閉伊郡岩泉町小本
字内の沢２―２

有限会社　岩泉ゴム
工業

雇用期間の定めなし
又は8時00分～17時20分
の間の4時間以上

岩手県下閉伊郡岩泉町

ガソリンスタンド販売員 ・接客、洗車等の際の車両誘導、窓拭き、ゴミ捨
て
・給油業務、洗車の補助業務

○勤務日は週１日からでも相談可能です。

岩手県宮古市築地２丁目１
－４

株式会社　菊長商店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

運転手兼介助員 ・デイサービスにおける利用者の送迎業務、乗降
介助など
送迎には、リフト付き車両を使用し、介護職員が
添乗します。
現在、１日平均２５名の利用者があり、送迎エリ

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

接客・調理／１０６号宮古
店

牛丼のすき家での接客、調理、販売、清掃業務で
す。
・接客（お客様のご案内、オーダーとり、料理提
供、食器の片付け）・調理（料理の簡単な仕込
み、盛り付け、洗い物）

東京都港区港南二丁目１８
番１号　ＪＲ品川イースト
ビル５階

株式会社　すき家

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 又は9時00分～8時59分の

間の2時間以上
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５月１９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



交替制あり
(1)6時00分～11時00分

1人 1,100円～1,100円 (2)14時00分～19時00分
(3)16時00分～21時00分

パート労働者 不問 03030- 1651921

(1)9時30分～14時00分
2人 850円～900円

パート労働者 不問 03030- 1652121

美容師 (1)9時30分～17時00分
1人 850円～1,300円 (2)9時30分～13時00分

パート労働者 不問 03030- 1635621

(1)8時00分～12時00分
1人 830円～830円

パート労働者 59歳以下 03030- 1641421

(1)8時30分～16時30分
1人 821円～821円

パート労働者 不問 03030- 1648821
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時00分～17時00分
1人 830円～830円

パート労働者 64歳以下 03030- 1606821

(1)8時00分～12時00分
1人 1,636円～1,909円

パート労働者 不問 03030- 1607221
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～17時15分
1人 896円～1,084円

パート労働者 不問 03030- 1617421
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 830円～930円 (2)9時30分～18時30分

(3)16時30分～8時30分

パート労働者 64歳以下 03030- 1625421
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～15時00分
1人 821円～850円

パート労働者 69歳以下 03030- 1628921
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時00分

1人 870円～870円

パート労働者 不問 03030- 1633421

(1)5時00分～11時00分
1人 1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 1550821

(1)12時30分～20時30分
1人 900円～900円

パート労働者 不問 03030- 1552521

(1)13時00分～17時00分
1人 821円～921円

パート労働者 不問 03030- 1561421

(1)20時00分～0時00分
3人 1,500円～1,500円

パート労働者 20歳～64歳 03030- 1564921

(1)9時00分～15時00分
2人 821円～821円

パート労働者 59歳以下 03030- 1567721

歯科衛生士
1人 1,000円～1,300円

パート労働者 不問 03030- 1571921
交替制あり
(1)8時30分～17時15分

1人 864円～1,266円 (2)16時30分～1時15分
(3)0時30分～9時15分

パート労働者 不問 入力程度ができれば尚可 03030- 1575821

保育士
3人 1,002円～1,180円

パート労働者 不問 03030- 1599021

大型自動車免許 (1)8時30分～16時30分
1人 大型特殊自動車免許 832円～936円

パート労働者 不問 03030- 1601621
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施設管理員兼運転技士（会
計年度任用職員）新里

宮古市新里総合事務所にて施設管理員兼運転技士
として勤務となります。
・庁舎管理
・施設内外の環境整備（庭園管理・除草作業）
・道路維持補修

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）

車両系建設機械（整
地・運搬・積込用及び
掘削用）運転技能者

岩手県宮古市

保育士／こども課（会計年
度任用職員）

宮古市内保育所（公立保育所、へき地保育所）１
０か所のいずれかでの勤務となります。
・園児の日中活動の保育や記録など
・園内清掃や備品消毒など
・担当クラスや児童数は、勤務する保育所によっ

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） 又は8時30分～17時15分

の間の6時間以上
岩手県宮古市

看護補助（会計年度任用職
員）

当院内において看護補助業務を行います。
・入院病棟、外来での診療介助、患者搬送、備品
補充等
・パソコン入力など事務補助
・その他指示された業務

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第１
地割１１番地２６

岩手県立　宮古病院

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時30分～17時15分

の間の2時間以上
岩手県宮古市

歯科衛生士（２） 院内において、歯科衛生士業務に従事していただ
きます。
・医師の補助
・口腔衛生指導、歯科予防処置
・診療器具の準備、片付け、消毒

岩手県宮古市宮町一丁目１
－４６

坂下歯科医院

雇用期間の定めなし
又は8時30分～18時30分
の間の2時間以上

岩手県宮古市

食品加工 ・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）の製造作業
・加工食品の包装作業
・調味液の包装作業　等
業務経験がない方からの応募も可能です。

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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ホールスタッフ／カフェ
バーヴァリリア

カウンターごしの接客（カウンター２０席）
お酒とチャームの提供
カラオケ準備
店内清掃等

岩手県宮古市大通２丁目２
－４

ドゥ・ヒートライズ
クリエイティブ　株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

水産加工員 ○魚の処理、製造
　工場内において、鮮魚、冷凍魚、加工品を製造
する業務

岩手県宮古市小山田４丁目
７－２０

株式会社　翔洋　宮
古冷凍倉庫

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

レジチェッカー・品出し
（１２時３０分～）

主に業務用の容量の多い食品などを取り扱ってい
るスーパーになります。
・商品の陳列、品出し、包装、レジ操作会計、接
客等を行います。
・初めての方でも指導しますのでご応募下さい。

岩手県下閉伊郡山田町大沢
第２地割４８番地４

株式会社　マルイチ
業務スーパー　山田
店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

朝食レストランキッチン・
ホールスタッフ

朝食（バイキング形式）レストランの担当です。
・調理、盛り付け
・ホール接客
・食材の発注、検品等の食材管理や衛生管理
４～５名体制を予定しております。

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

畜産販売員（７時間パート
ナー）

◎畜産部門配属となり、下記の業務に従事してい
ただきます。
１）食肉加工（食材加工・盛りつけ・パッケージ
作業等）
２）商品陳列・整頓

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

事務兼配達／仕出しいっぷ
く

仕出しいっぷくにて一般事務、経理事務や配送業
務に従事
【事務】
・パソコンを使用しての伝票作成、集金など
【配送】

岩手県下閉伊郡山田町船越
第６地割１３４－１

株式会社　いっぷく

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

介護員または介護補助員 介護業務全般に従事していただきます。
・食事・入浴・排泄の支援
・見守り、介助、レクリエーション
・病院受診時の同行等
・入居定員９名

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

災害時要支援者相談員／福
祉課（会計年度任用職員）

宮古市役所福祉課において、下記業務に従事して
いただきます。
・要支援者名簿登録業務
・個別支援計画策定業務　　　　　　　　　　　
・来客対応、電話対応

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） パソコン（ワード・エクセ

ル）操作のできる方
岩手県宮古市

工場の清掃員 ホクヨープライウット宮古工場内の清掃業務を
行っていただきます
・工場の休日に合わせて、ドライヤー、乾燥機等
における木くずの　除去、清掃となります。
・月４日～５日程度で半日勤務となります

岩手県宮古市磯鶏２丁目４
－２３

株式会社　カクヒロ
陸運

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

生活支援員／ひまわり 下記の業務に従事していただきます。
・主に入居者様の買い物同行
・昼食の調理提供、後片付け
・その他生活サポート、見守り、声かけ・会話、
共同スペースの掃除など

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

水産加工員（鮭フレーク部
門）

・鮭フレークの製造加工作業
・鮭の捌き、身をほぐす作業、粉砕
・ビン詰めの各作業工程
手作業により、全工程を全員で行います。
＊初めての方にも丁寧に指導しますので経験がな

岩手県下閉伊郡山田町船越
第１１地割７－１４

有限会社　長根水産

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

惣菜係（８：００～） 惣菜担当業務全般を行います。
・惣菜の調理、パック詰め、商品の陳列・補充な
ど
・調理については、揚げ物担当、おかず担当など
業務を分担

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字中家３０番地

有限会社　松屋商店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

美容師（まつげエクステ、
アイリフト）

プライベートサロンです。お客様に、まつげエク
ステ、まつげパーマを施術します。
・カラーエクステ、ボリュームラッシュ、リフト
アップラッシュの　メニューがあります。
・最新技術、技法も勉強できます。

岩手県宮古市津軽石第５地
割８２番地１０

宮古市まつげエクス
テＳｕｎｆｌｏｗｅ
ｒ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

キッチンスタッフ（大戸屋
宮古店）

・調理
・食器や器具の洗浄
・仕込み
・厨房内の清掃
・その他付随する業務

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）

岩手県宮古市

グループホーム世話人（非
常勤）１

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、家事を含む生活支援業務を
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名が必要なサポートを受けながら共
同で生活する福祉施設です。主な仕事は以下のと

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



交替制あり
(1)10時00分～16時00分

2人 890円～890円 (2)15時00分～21時00分

パート労働者 不問 03010-10702421
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1)8時30分～12時00分
1人 1,716円～1,765円 (2)8時30分～15時30分

パート労働者 不問 03010-10750821
交替制あり

2人 958円～958円

パート労働者 不問 03010-10768821

(1)7時30分～10時00分
1人 850円～850円

パート労働者 不問 03070- 2792021
交替制あり

1人 900円～1,150円

パート労働者 不問 10020- 7173121

3

パート／店舗スタッフ／
テックランド宮古店／３０
１６

主に次のような店舗内業務をお願いします。
　＊販売業務（小物家電製品、理美容用品、調理
家電など）
　＊店内の各売り場でのレジ会計
　＊商品補充、商品整理

群馬県高崎市栄町１－１ 株式会社　ヤマダデ
ンキ

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6時間程度
岩手県宮古市

清掃員（日本年金機構　宮
古年金事務所）

事務所内の清掃業務を行っていただきます。
・建物内の床の掃き拭き（掃除機かけ、モップか
け等）
・共用部の清掃
・廊下の清掃

岩手県北上市本通り３丁目
３番２４号

太平ビルサービス
株式会社　南岩手営
業所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

デイサービスの介護員（八
木沢）

デイサービスにおける介護業務全般を行っていた
だきます。
・入浴介助
・給食・食事介助
・レクリエーションの企画・実行等

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あり（４ヶ

月以上） 又は8時00分～17時30分
の間の6時間程度

岩手県宮古市

看護師（宮古・山田地区） がん検診の巡回検診に関する業務
・子宮頸がんの医師補助、受診者介助・問診など
・その他、付随する業務及び指示された業務
宮古地区（宮古市）の検診会場にて、６／３０、
７／１、７／５の３日間勤務になります。（日々

岩手県紫波郡矢巾町医大通
２丁目１番６号

公益財団法人　岩手
県対がん協会

看護師、准看護師
のいずれか

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市、山田町

馬券発売機オペレーター
（テレトラック宮古）

テレトラック宮古において以下の業務を行ってい
ただきます。
・馬券発売機・払戻機の操作（現金セット・回
収）
・お客様対応

岩手県盛岡市新庄字上八木
田１０番

一般財団法人　岩手
県競馬振興公社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市
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