
普通自動車免許一種
(1)21時30分～8時00分

1人 825円～825円 (2)22時00分～8時30分

パート労働者 18歳以上 03030- 3007021
交替制あり

3人 900円～900円

パート労働者 不問 04011- 3099621
交替制あり
(1)8時00分～15時00分

5人 850円～850円 (2)10時00分～15時00分
(3)17時00分～20時30分

パート労働者 不問 13040- 6884422

1人 880円～910円

パート労働者 不問 03030- 2997021
交通誘導警備業務検定１級
交通誘導警備業務検定２級 (1)8時00分～17時00分

2人 あれば尚可 1,000円～1,250円 (2)21時00分～6時00分

パート労働者 18歳以上 警備員経験あれば尚可 03030- 2969321
普通自動車免許一種 交替制あり

(1)8時30分～17時30分
1人 900円～1,000円 (2)9時00分～16時00分

(3)8時30分～15時30分

パート労働者 59歳以下 03030- 2971021

(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- 2973821

1人 821円～850円

パート労働者 不問 03030- 2975521
中型自動車免許

(1)7時00分～8時00分
1人 1,000円～1,000円 (2)17時30分～18時30分

パート労働者 不問 03030- 2976421
変形（1年単位）
(1)9時00分～15時00分

5人 821円～821円

パート労働者 不問 03030- 2982221

1人 850円～950円

パート労働者 不問 03030- 2988121

(1)9時00分～13時00分
3人 830円～830円 (2)13時00分～17時00分

パート労働者 不問 03030- 2992421

(1)17時00分～22時00分
1人 930円～930円

パート労働者 不問 03030- 2993321

(1)17時00分～23時00分
2人 850円～1,500円

パート労働者 20歳以上 03030- 2996121
交替制あり

1人 854円～880円

パート労働者 不問 03010-21337921

(1)16時00分～20時00分
2人 870円～870円 (2)17時00分～21時00分

パート労働者 64歳以下 03030- 2967521
普通自動車免許一種

(1)7時30分～11時30分
1人 850円～850円

パート労働者 不問 03030- 2968421

(1)5時00分～9時00分
2人 1,000円～1,000円

パート労働者 不問 04010-55019521

1

積載・仕分け（早朝） いわて生協の共同購入で配送する商品の仕分けと
車両への積み込み作業です。男女問わず活躍でき
ます。
※最重量物で約１２キロ程度です。（飲料ケー
ス）

宮城県仙台市若林区六丁の
目中町２３－３８　フクイ
事務所２階

株式会社　三協運輸
サービス　東北営業
所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

配達係及び品出し 食材の配達業務　＊幼稚園や保育所、介護施設な
どへ、予め配達先毎に準備された食材を配達　＊
軽ワゴン車（ＡＴ車）やキャラバンを使用　＊配
達は１日５～６件、主に宮古市内～新里地区～田
老地区　店舗業務　＊食品・菓子等の品出し

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雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
岩手県宮古市

ホール・調理補助 ホールにおいて接客業務及び厨房内において調理
の補助的作業を行っていただきます。
○ホールにおいて接客業務
・お客様のご案内、注文受け、配膳、後片付け、
レジ等

岩手県宮古市八木沢第４地
割９７－７

ビツクベル　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

コンビニエンスストアでの
就業経験があれば尚可

レジ担当／サービス部門 サービス部門でのレジ接客業務を行っていただき
ます。・バーコード読み込み、レジスター操作・
商品代金の精算（自動精算機を使用）・エコバッ
グへの商品袋詰めなど・レジ周りの清掃・その他
付随する業務◆土・日・祝、勤務できる方

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

販売員（宮古市） 請負先である三陸病院内の売店にて販売業務に従
事していただきます。・商品の販売　・接客　・
レジ　・商品品出し　・入荷チェック　・仕入
・院内配達あり　・その他、付随する業務　≪急
募≫

岩手県盛岡市上田字岩脇１
番地１４

東北フードサービス
株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は9時00分～16時00分

の間の5時間程度
岩手県宮古市

レジ・品出し／１７：００
～

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。
・レジ業務　・接客対応　・品出し　・店内清掃
等　・その他上記に附随する業務


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
月未満）

岩手県宮古市

レジ・品出し／９：００・
１３：００

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。
・レジ業務　・接客対応　・品出し　・店内清掃
等　・その他上記に附随する業務


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
月未満）

岩手県宮古市

調理補助 ゴルフ場の調理場において、食材の仕込み、調理
（ゆでる、炒める等）盛付等を行います。メ
ニューは定食、麺類、おつまみなどになっており
ます。他に５名のスタッフがおります。※土日祝
勤務の求人です。雇用期間は天候状況により前後

岩手県宮古市崎山第４地割
８６－３

株式会社　宮古カン
トリークラブ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 又は8時00分～15時00分

の間の5時間以上
岩手県宮古市

加工従業員 当組合加工場において、以下の業務に従事してい
ただきます・塩蔵品、乾燥物の加工および製造作
業・わかめ、昆布の等級別選別作業・袋詰め、製
品出荷＊わかめ、昆布、ふのり、ひじき等の海藻
類を原料として製品の加工・製造作業を行います

岩手県宮古市田老字野原７
０番地

田老町漁業協同組合
（加工場）

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
岩手県宮古市

送迎車（マイクロバス）の
運転手

当工場において、下記の業務を行って頂きます。
○工場の操業日に合わせて、技能実習生（現在：
６名）の出社・退社に係る送迎（宿舎から戸草工
場・蟹岡工場まで）○その他付随する業務

岩手県宮古市川井第６地割
３５

株式会社　ウッティ
かわい

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

プラスチック製品製造用材
料の管理

スマートフォンやタブレットＰＣ、車などに使用
される電子部品用のプラスチック成形品を製造す
る材料の発注管理、在庫管理、入出庫管理を行っ
て頂きます。所属部署は営業支援課となります。
未経験の方でも、わかりやすく丁寧に指導します

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第９
地割３０番地

モルデック株式会社
宮古工場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 又は9時00分～17時00分

の間の7時間程度
岩手県宮古市

または、上記以上の
運転免許を有すること

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　・会場準備や配膳
等、力仕事も伴います

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

営業アシスタント 当社において下記の業務に従事していただきま
す。・営業のサポート、営業事務（電話、メール
対応、発注手続き、見積作成補助等）・経理業務
（伝票処理、会計ソフトへの入力）・総務業務
その他事務全般

岩手県宮古市根市第２地割
３３－２

株式会社丸光商事

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

メール送受信、
ワード、エクセル、
事務経験２年以上

警備員・交通誘導警備員
（アルバイト／宮古）

警備・交通誘導業務を行います。
・道路工事、電話工事に伴い道路において歩行者
や一般車両、工事車両が安全に通行できるように
誘導を行う　・イベント会場や駐車場、お祭り等
において人や車両の誘導

岩手県宮古市西ケ丘２丁目
１２番１号

トータルセキュリ
ティー　株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

販売／短期 浄土ヶ浜レストハウスの売店において、販売業務
に従事していただきます。・商品の販売（レジ対
応）・商品の発注、補充・接客業務　◆土日祝日
勤務できる方歓迎します。初心者でも先輩スタッ
フが指導いたしますので、ぜひご応募ください。

岩手県宮古市宮町一丁目１
番８０

一般社団法人　宮古
観光文化交流協会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 又は8時30分～16時30分

の間の4時間以上
岩手県宮古市

接客・販売／マリンコープ
宮古店

モスバーガー店舗での接客・販売業務
（ハンバーガー等の商品の製造・販売・接客・店
内清掃など）
最初はレジや商品の袋詰めなど、簡単なお仕事か
らスタート。

東京都品川区大崎２－１－
１
ＴｈｉｎｋＰａｒｋ　Ｔｏ
ｗｅｒ４階

株式会社　モススト
アカンパニー（モス
バーガー）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時00分～20時30分

の間の8時間程度
岩手県宮古市

まるまつ宮古店での接客調
理

まるまつ宮古店で接客または調理の業務をお願い
します。
接客・・・お客さんのご案内、オーダー、配膳、
レジなど　☆最初は簡単なテーブルの片付けなど
をお願いします。

宮城県富谷市成田９丁目２
－９

株式会社　カルラ

雇用期間の定めなし
又は10時00分～22時00分
の間の3時間以上

岩手県宮古市

夜警備 当ホテルにおいて夜間警等に従事します・館内の
見回り巡視・共用フロアー、ロビー、空き居室等
１階から９階の館内施錠確認・厨房・宴会場など
の火気点検・夕食の片付け、食器洗浄、朝食準備
※お客様の車の移動をお願いする場合があります

岩手県宮古市磯鶏一丁目１
－１８

有限会社　ホテル近
江屋

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

（9月16日時点の内容です）

９月１２日　から　　９月１６日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は９月２９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９月２２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)13時00分～16時00分
1人 1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 2962121

2

商品仕分け いわて生協宮古センターにて商品仕分け業務を
行っていただきます。・宅配商品等の仕分け作業
・その他、付随する業務及び指示された業務　※
１０ｋｇ位の重量物もあります。＊雇用形態：ア
ルバイト

岩手県宮古市田鎖第８地割
１２－１

いわて生活協同組合
宅配事業部　宮古セ
ンター

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市


