
(1)9時00分～12時00分
1人 855円～855円

パート労働者 不問 03030- 3552821

2人 1,100円～1,100円

パート労働者 64歳以下 03030- 3556321
交替制あり
(1)5時30分～14時00分

1人 854円～854円 (2)9時00分～15時30分

パート労働者 不問 03030- 3558921

(1)7時00分～12時30分
2人 900円～1,100円 (2)13時00分～18時30分

パート労働者 不問 03030- 3538521

(1)7時45分～9時00分
1人 860円～860円 (2)13時45分～15時00分

パート労働者 不問 03030- 3540921

(1)6時00分～9時00分
1人 860円～860円

パート労働者 不問 03030- 3545221

(1)17時00分～22時00分
1人 860円～860円

パート労働者 不問 03030- 3546521

(1)22時00分～6時00分
1人 1,100円～1,100円

パート労働者 18歳以上 03030- 3551721

(1)13時00分～16時00分
1人 900円～1,000円 (2)8時15分～16時00分

パート労働者 不問 03030- 3526721

1人 860円～860円

パート労働者 不問 03030- 3532921

(1)6時00分～9時00分
7人 950円～1,200円 (2)7時00分～10時00分

(3)13時00分～18時00分

パート労働者 不問 03030- 3534021

(1)10時00分～18時00分
3人 950円～950円

パート労働者 不問 03030- 3535721
交替制あり

2人 988円～988円

パート労働者 不問 03010-26198121

(1)9時00分～16時30分
1人 1,285円～1,385円

パート労働者 不問 03010-26199021
交替制あり

1人 1,000円～1,000円

パート労働者 18歳以上 03010-26234321
交替制あり

2人 950円～950円

パート労働者 不問 13040-31687922

(1)5時30分～10時00分
2人 855円～855円

パート労働者 不問 03030- 3503521

歯科衛生士
1人 1,000円～1,300円

パート労働者 不問 03030- 3507921

1

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

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

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

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のお仕
事です。
重たい玉運びはありません。
メダル運びや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します。

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

デイサービス看護スタッフ
（八木沢）

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

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

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、准看護師
のいずれか

受付事務／短期アルバイト 宮古営業所おいて、下記の業務に従事して頂きま
す。
・来店されたお客様の荷受け作業、代金収受
　　荷物の査定、配送先等の確認をし運賃表に基
づき料金精算（レジ作業）を行います。

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

仕分け作業員／短期アルバ
イト

宮古営業所おいて、下記の業務に従事して頂きま
す。
・到着した荷物の仕分け（エリア毎）
・トラックへの積み込み
・宅急便の伝票の情報入力（端末・スマホ・タブ

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

清掃作業員／河南 日常清掃作業に従事します。　　
・モップ掛け、ほうきや掃除機などを使用しての
清掃
・ゴミの回収作業　　　　
・トイレ、外まわりの清掃

岩手県宮古市藤の川１３－
２３

宮古環境管理株式会
社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は7時30分～12時30分

の間の4時間程度
岩手県宮古市

看護助手・補助 当クリニックにおいて、看護助手業務を担当して
いただきます。
・診察材料の準備、整理
・看護師の仕事の補助
・その他付随する業務

岩手県宮古市保久田４－７ 佐藤雅夫クリニック

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

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６番２２号

株式会社貫洞商事
（セブンイレブン山
田町中央店）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

販売員／セブンイレブン山
田町中央店　１７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６番２２号

株式会社貫洞商事
（セブンイレブン山
田町中央店）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

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。
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６番２２号

株式会社貫洞商事
（セブンイレブン山
田町中央店）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

送迎バス添乗員 送迎バスの添乗員に従事します。
・送迎コースの園児を確認し乗車
・バス内での見守り
・園到着後のバス内清掃、消毒作業等
園バスはハイエース。２台あり市内をコース別に

岩手県宮古市西町３丁目３
－２６

学校法人　岩手キリ
スト教学園　認定こ
ども園　宮古ひかり

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

保育補助 ０歳から５歳児の保育補助業務を担当していただ
きます。
・食事のお世話　　
・遊びの見守り
・お着替え・トイレ等の補助

岩手県宮古市西町３丁目３
－２６

学校法人　岩手キリ
スト教学園　認定こ
ども園　宮古ひかり

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

幼稚園教諭免許（専
修・１種・２種）、保
育士、子育て支援員

のいずれか

駅構内そば店従業員（宮古
駅）

　宮古駅構内「宮古駅そば店」において、以下の
業務を行っていただきます。
・そば店での簡単な調理・販売業務及び店舗清掃
等
・その他関連する業務及び指示された業務

岩手県宮古市舘合町５－２ 有限会社　小笠原製
麺所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

商品企画、販売／パティス
リー／６ｈ

宮古駅前にある小さなケーキ屋さん、お店の正面
には当店のキャラクター、ヤギのイボンヌちゃん
がお出迎え。
店内にはケーキやお菓子以外にも可愛い雑貨や文
具などイボンヌでいっぱいです。

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8時30分～19時30分
の間の6時間程度

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

クリンクルー（崎鍬ヶ崎１
８地割）

請負先の宿泊施設において次の業務に従事してい
ただきます。
・大浴場、脱衣室の清掃
・共用部のトイレ清掃
・ホール、廊下等の掃除機がけ

岩手県宮古市長町１丁目９
－１７

リアス環境管理　株
式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

（11月11日時点の内容です）

１１月７日　から　１１月１１日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は１１月２４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１１月１７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
歯科衛生士 (1)9時15分～18時45分

1人 1,100円～1,400円 (2)8時45分～13時30分

パート労働者 不問 03030- 3510221

準中型自動車免許 (1)17時00分～21時00分
3人 1,500円～1,500円

パート労働者 不問 03030- 3511521

(1)5時30分～9時30分
1人 900円～900円

パート労働者 不問 03030- 3512421

(1)7時00分～16時00分
3人 870円～870円

パート労働者 不問 03030- 3515921

(1)10時00分～19時00分
2人 1,100円～1,300円

パート労働者 不問 03030- 3518721

(1)16時00分～18時30分
2人 860円～960円

パート労働者 64歳以下 03030- 3521321

(1)21時00分～8時00分
4人 860円～860円

パート労働者 64歳以下 03030- 3522621

(1)6時00分～10時30分
2人 854円～1,000円 (2)15時00分～19時00分

パート労働者 不問 13080-90814621
交替制あり

1人 1,000円～1,150円

パート労働者 不問 34010-52409521
交替制あり

1人 910円～970円

パート労働者 64歳以下 03010-25993121

(1)8時00分～12時00分
1人 875円～875円

パート労働者 不問 03030- 3485621

(1)3時00分～7時00分
1人 1,000円～1,500円 (2)13時00分～17時00分

パート労働者 18歳以上 03030- 3486921
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

2人 854円～854円

パート労働者 64歳以下 03030- 3490521

(1)6時00分～10時00分
1人 860円～860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- 3502221

2

歯科衛生士 ２０２３年１月に新規開業予定の歯科医院で、
オープニングスタッフを広く募集しています。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、その他院内業務に従事い
ただきます。院長は、首都圏で長年経験を積んで

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

ドライバー／パート 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
の仕分け、端末操作方法、お客様との接し方など

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

販売員（短期） ＊接客（採寸やコーディネート提案）や陳列、レ
ジ（お会計、ラッピング）などのお仕事をお願い
します。
＊スマートフォンを使った接客もあります。
＊ファッション知識が無くても、フォーロー体制

岩手県宮古市宮町４－４－
１１

青山商事株式会社
（洋服の青山　宮古
店）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

水産加工員 当工場において下記の業務を行っていただきま
す。
・イカ加工
・切身加工
・干物加工

岩手県下閉伊郡山田町船越
第６地割５２番地２６

有限会社　金澤水産

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

夜間支援専門員／ひまわり 下記の業務に従事していただきます。
・施設内における夜間帯の定期的な巡回
・入居者様の体調不良等の際に対応
・１名体制での業務
○他にサービス管理責任者・世話人・生活支援員

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

世話人／ひまわり 下記の業務に従事していただきます。
・食事の調理や片付け（平日は朝食と夕食、土日
祝はプラス昼食）
・日報の記入（チェック式の簡易的なもの・簡単
な状況記入）

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

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

調理補助【ふれあい荘】 ◎シルバー施設内での食事提供業務
　料理の盛付、配膳、下膳、洗浄などの業務で
す。
※慣れない仕事が多いかもしれませんが、未経験
からスタートしているスタッフも多いので安心し

東京都新宿区西新宿３－２
０－２　東京オペラシティ
タワー１７階

株式会社　グリ－ン
ヘルスケアサ－ビス

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

水産加工員 下記の業務に従事していただきます。
・水産物全般の箱詰め作業や一次加工作業、加工
品の袋詰め等
運転免許所持の方には、相談の上、車での配達も
お願いする場合があります。（軽トラックを使

岩手県下閉伊郡山田町船越
第１２地割２５

ヤマダイ山崎

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

仏壇・仏具店での事務職／
パート（合掌堂宮古店）

＼＼人気の事務職大募集／／
仏壇・仏具・墓石を販売する合掌堂にてお客様の
大切なお買い物のサポートをお願い致します。
－お仕事の内容－
・入金管理等の事務精算、パソコン入力

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
パソコンがある程度使

える方
又は9時00分～17時00分
の間の5時間程度

岩手県宮古市

販売員（ドラ店） お菓子、ケーキ、パン等の販売
・来店したお客様応対、レジ、品出し
・箱詰め、ラッピング
・店内の清掃
＊長期間勤務できる方を希望します。

岩手県宮古市実田一丁目５
－１７

株式会社　日進堂
（ドーネル）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

散布助手 冬季間、凍結防止剤の道路散布助手業務に従事し
ます。
・散布剤の積込みなど補助業務
・エリアは宮古市内～区界地区まで
○雇用期間は１２月から翌年３月中旬頃までとな

岩手県宮古市小山田４丁目
７番６号

富士運送　有限会社

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


