
交替制あり

1人 821円～821円

パート労働者 不問 03030- 2745021

(1)18時30分～22時30分
1人 931円～931円

パート労働者 18歳以上 03030- 2748221

(1)9時00分～13時00分
1人 831円～831円

パート労働者 不問 03030- 2749521

(1)8時00分～12時00分
1人 831円～831円 (2)8時30分～12時30分

パート労働者 不問 03030- 2750321

(1)14時30分～18時30分
1人 831円～931円

パート労働者 不問 03030- 2751621

(1)5時30分～9時30分
1人 900円～900円

パート労働者 不問 03030- 2732421
交替制あり

歯科衛生士 (1)9時30分～18時30分
1人 1,100円～1,400円 (2)9時00分～13時00分

パート労働者 不問 03030- 2734621
交替制あり
(1)9時30分～18時30分

2人 900円～1,000円 (2)9時00分～13時00分

パート労働者 不問 03030- 2735921

(1)8時00分～17時30分
1人 821円～821円

パート労働者 不問 03030- 2736121

4人 1,100円～1,100円

パート労働者 64歳以下 03030- 2728121

(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- 2730221
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時00分～12時30分
1人 830円～830円

パート労働者 不問 03030- 2731521
普通自動車免許ＡＴ

1人 860円～860円

パート労働者 不問 03030- 2722221

(1)17時00分～21時00分
3人 950円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 2718621

1人 1,200円～1,500円

パート労働者 不問 03030- 2719921
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～16時00分
1人 調理経験 880円～880円

パート労働者 59歳以下 03030- 2720721
交替制あり
(1)9時30分～15時00分

2人 830円～850円

パート労働者 59歳以下 03010-19483021
交替制あり
(1)9時30分～14時00分

2人 830円～850円 (2)10時30分～15時00分

パート労働者 59歳以下 03010-19494221

1

事業所名
求人番号

ゴルフ練習場受付 屋内ゴルフ練習場での業務となります。
・受付、接客、清掃、電話対応など
・パソコン入力作業
＊子育て中の方歓迎。子供同伴出勤可。
＊ゴルフ未経験者大歓迎。

岩手県宮古市板屋４丁目４
番７号

株式会社　スケルプ
ランナー

雇用期間の定めなし
又は10時00分～21時00分
の間の3時間程度

岩手県宮古市

（8月29日時点の内容です）

８月２３日　から　　８月２９日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は９月８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

パソコン操作（ワー
ド、エクセル）

販売員（１日４時間／９：
００～）

医薬品、化粧品、雑貨等を取り扱う店舗にて販売
に係る業務を行っていただきます。
・レジ打ち
・接客
・品出し

岩手県宮古市磯鶏石崎２－
１２

株式会社　ツルハド
ラッグ　磯鶏店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員（１日４時間／１
８：３０～）

医薬品、化粧品、雑貨等を取り扱う店舗にて販売
に係る業務を行っていただきます。
・レジ打ち
・接客
・品出し

岩手県宮古市磯鶏石崎２－
１２

株式会社　ツルハド
ラッグ　磯鶏店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員（１日４時間／１４
時３０分～）

医薬品、化粧品、雑貨等を取り扱う店舗にて販売
に係る業務を行っていただきます。
・レジ打ち
・接客
・品出し

岩手県宮古市磯鶏石崎２－
１２

株式会社　ツルハド
ラッグ　磯鶏店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員（１日４時間／８：
００または８：３０～）

医薬品、化粧品、雑貨等を取り扱う店舗にて販売
に係る業務を行っていただきます。
・接客
・品出し
・清掃等

岩手県宮古市磯鶏石崎２－
１２

株式会社　ツルハド
ラッグ　磯鶏店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

歯科衛生士 ２０２３年１月に新規開業予定の歯科医院です。
２０２２年１２月からオープニングスタッフとし
て務めていただける方を広く募集しています（時
期応相談）。本ポジションでは、当院における診
療補助、歯科予防処置、歯科保健指導、その他院

岩手県宮古市向町４－４ 宮古うみねこ歯科ク
リニック

雇用期間の定めなし

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

菌床椎茸の栽培等／アルバ
イト

菌床椎茸の栽培、集出荷にかかる作業に従事して
いただきます。
・収穫、箱詰め、パック詰め、箱作り
・菌床の製造、培養にかかる作業
※経験のない方には丁寧に指導いたしますので、

岩手県下閉伊郡岩泉町浅内
字下栗畑６８－１１

株式会社　岩泉きの
こ産業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

歯科助手 ２０２３年１月に新規開業予定の歯科医院です。
２０２２年１２月からオープニングスタッフとし
て勤めていただける方を広く募集しています（時
期応相談）。本ポジションでは、患者様の受付・
会計・電話の対応、院内の清掃、診療スペースに

岩手県宮古市向町４－４ 宮古うみねこ歯科ク
リニック

雇用期間の定めなし
又は9時00分～18時30分
の間の4時間程度

岩手県宮古市

ＰＣを使った業務が多
くなるポジションのた
め、タイピングに抵抗
がないことが必須。

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

菓子製造の補助業務 しあわせ牧場の牛乳やヤギミルクを使用した、菓
子類の製造・包装などの軽作業です。
宮古駅前の「パティスリー　レ・ド・シェーブ
ル」「ＰＯＳＴ　ＢＡＫＥＲＹ」のほか、県内外
の様々なお店で販売されている、焼き菓子製造の

岩手県宮古市崎山第３地割
１１２－７０

グロースパートナー
ズ　株式会社

雇用期間の定めなし
又は9時00分～19時00分
の間の6時間程度

岩手県宮古市

事務員 ・タクシーや貸切バスの配車業務（電話受付、無
線配車、日報整理など）
・会計業務、給与計算、勤怠管理、銀行用務
・外出用務あり（集金や銀行用務）
　基本的に社用車。状況により自家用車使用（自

岩手県下閉伊郡山田町川向
町６－４１

マルヨタクシー　有
限会社

雇用期間の定めなし
又は8時30分～14時30分
の間の5時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

牛乳等宅配 お客様のところに牛乳等商品を宅配する仕事とな
ります。
・当店の軽冷蔵車を使用して商品配達
・集金業務
・エリアは山田町、宮古市

岩手県下閉伊郡山田町大沢
第４地割２０番２３５

貫洞冷菓店

雇用期間の定めなし
岩手県下閉伊郡山田町、

宮古市

エクセル・ワード・
メール操作

食品加工／短期 ・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）の包装作業
・調味液の包装作業　等
立ち仕事になります。
○未経験の方の応募歓迎します。

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

電子カルテ操作他、Ｅ
ＸＣＥＬ、ＷＯＲＤを
使用した一般的な作業

調理及び雑務 社内食堂において調理業務となります。
・従業員１５名程度の昼食調理
・食器洗浄、片付け
・献立作成
・１週間に１回程度食材買い出し（社用車、自家

岩手県宮古市藤原二丁目９
－７

伊手屋電機　有限会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

正・准看護師 患者さんのケアなど、看護師業務全般についてお
願いできる方を募集しています。
主な業務内容
・内視鏡等各種検査の準備、補助
・採血、注射、点滴

岩手県宮古市向町２－３０ ふじたファミリーク
リニック

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時30分～18時30分

の間の5時間程度
岩手県宮古市

飲食店の接客係 ファミリーレストラン（スカイルームパブロ県立
宮古病院店）での接客業務全般を行っていただき
ます。
・レジ業務
・お客様からの注文受付

岩手県盛岡市津志田１５地
割２７－４

株式会社　田畑産業
パブロ

雇用期間の定めなし
又は9時30分～15時00分
の間の4時間以上

岩手県宮古市

飲食店の調理 ファミリーレストラン（スカイルームパブロ県立
宮古病院店）での調理を行っていただきます。
・食材のきざみなどの仕込み（簡単なもの）
・デザート、パフェなどの調理
・スパゲティやピラフ、お弁当類の調理など

岩手県盛岡市津志田１５地
割２７－４

株式会社　田畑産業
パブロ

雇用期間の定めなし
又は9時30分～15時00分
の間の4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９月１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)9時00分～16時00分

1人 900円～900円

パート労働者 18歳以上 03010-19329021

(1)8時30分～17時15分
1人 830円～880円

有期雇用派遣パート 不問 03010-19246121
交替制あり
(1)9時00分～15時00分

1人 900円～990円 (2)11時00分～17時00分

パート労働者 64歳以下 03010-19290821
交替制あり
(1)8時00分～14時30分

2人 821円～830円 (2)8時30分～15時00分
(3)9時00分～15時30分

パート労働者 不問 04010-50415821
交替制あり

1人 1,000円～1,150円

パート労働者 不問 34010-38959121

2

ユニオン宮古／一般事務 ユニオン宮古の事務全般のお仕事です。
・一般事務、電話対応、来客対応、買い出しなど
の外出用務（社用車使用）
・パソコンでのデータ作成
・景品の仕入れ、在庫管理など

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） ワード、エクセル、

メール
岩手県宮古市

医療事務（宮古市田老） 契約医療機関にて医事業務全般を行います。
＜受付業務＞
受付窓口のお仕事
患者様のご案内や保険証、受給者証の確認をシス
テムで行います

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） ワード・エクセル入

力、操作経験のある方
岩手県宮古市

支店事務パート（宮古支
店）

○冠婚葬祭を営む当社の支店にて
・電話応対・書類の整理・現金の入金管理
・ご来店頂いたお客様へのお茶出しなどの接客
・パソコン作業　　などを行っていただきます☆
※特別なスキルは必要ありません！！

岩手県盛岡市津志田南３丁
目１４番６５号

株式会社　サンファ
ミリー　（愛グルー
プ）

雇用期間の定めなし

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）

岩手県宮古市

調理／宮古市／国立宮古海
上技術短期大学

国立宮古海上技術短期大学　寮食堂での調理業
務。
食堂メニューの簡単な調理・切込み・盛付・洗
浄・片付など。
約５人体制で行います。

広島県広島市中区舟入本町
１７－１

株式会社　ホーユー

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は6時30分～19時00分

の間の3時間以上
岩手県宮古市


