
普通自動車免許ＡＴ
(1)8時00分～17時00分

3人 1,000円～1,000円

パート労働者 18歳～64歳 03010-28666321
交替制あり
(1)17時15分～8時30分

3人 854円～1,048円 (2)8時30分～17時15分

パート労働者 18歳以上 03030- 3817721

1人 896円～1,084円

パート労働者 不問 03030- 3818821

(1)9時30分～16時00分
2人 1,156円～1,471円

パート労働者 不問 03030- 3821921
交替制あり

2人 900円～900円

パート労働者 不問 04011- 4278621

(1)8時30分～12時30分
1人 900円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 3801221
交替制あり
(1)8時30分～17時15分

40人 900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- 3811421

(1)7時30分～11時30分
1人 885円～1,087円

パート労働者 不問 03030- 3815121
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～1,000円

パート労働者 59歳以下 03030- 3796821

(1)8時30分～17時00分
1人 920円～920円

パート労働者 不問 03030- 3779821

(1)20時00分～0時00分
2人 1,000円～1,500円

パート労働者 20歳以上 03030- 3780421

(1)9時00分～13時00分
9人 970円～970円 (2)12時45分～16時45分

パート労働者 不問 パソコン操作 03030- 3782621

(1)9時30分～16時00分
1人 920円～920円

パート労働者 不問 パソコン操作 03030- 3783921

(1)9時30分～16時00分
7人 920円～920円

パート労働者 不問 パソコン操作 03030- 3784121
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一般事務補助・データ入力
事務補助

当税務署の個人課税部門に勤務　　　　　
【主な担当業務】
・各種書類整理等の一般事務補助
・申告書等のデータ入力補助
・その他指示された業務

岩手県宮古市小山田一丁目
１－１　宮古合同庁舎

宮古税務署

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

一般事務・データ入力事務
補助・受付補助

当税務署の個人課税部門に勤務
【主な担当業務】
・確定申告書作成会場でのスマートフォン操作補
助事務、パソコン操作補助事務
・各種書類整理等の一般事務補助・申告書等の

岩手県宮古市小山田一丁目
１－１　宮古合同庁舎

宮古税務署

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

高校卒業程度の知識を
有する方

高校卒業程度の知識を
有する方

カウンタースタッフ カウンター内で下記の接客業務に従事していただ
きます。
・ドリンクやおつまみ等の提供
・食器類の洗浄、後片付け等
・店内外の掃除業務

岩手県下閉伊郡山田町川向
町５－２３

スナック　Ｌｉｂｅ
ｒｔｙ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

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

パソコン（ワード・エ
クセル）の基本操作が

出来る方

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。
○就業時間については、本人の希望を考慮しま

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
又は8時00分～19時00分
の間の3時間以上

岩手県宮古市

作業手（会計年度任用職
員）

当院内において下記の業務を担当していただきま
す。
・主に医局内の環境整備
・院内各種備品の点検・交換・修繕作業
・清掃、片付け、書類整理等

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）

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

レジ部門販売員（４Ｈ）／
８：３０～

◎レジ部門配属となり、下記の業務に従事してい
ただきます。
・レジ清算（自動金銭機搭載レジ）
・レジ周りの消耗品補充やかご整理
・サービスカウンター業務（商品管理、宅配便受

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
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

当学院の寄宿舎（女子寮）において下記の業務を
行っていただきます。
・入舎学生の生活指導及び寄宿舎管理運営
・施設内及び施設周辺の見回り（朝、夜）
・施設内設備の作動点検

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第４
地割１番地１３

岩手県立宮古高等看
護学院

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

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

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

看護職／デイサービス
（パート）

・デイサービス利用者のバイタルチェック
・簡単な機能訓練
・看護業務
・健康相談等の補助
・添乗業務（送迎車の運転業務はありません）

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
月未満） 又は9時00分～16時00分

の間の4時間程度
岩手県宮古市

看護師、准看護師
のいずれか

（12月9日時点の内容です）

１２月５日　から　１２月９日　までに受理した求人です。　＜次回発行日は１２月２２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

一般事務補助・データ入力
事務補助・受付補助

当税務署の管理運営・徴収部門に勤務
【主な担当業務】
・各種書類整理等の一般事務補助
・申告書等のデータ入力事務補助
・その他指示された業務

岩手県宮古市小山田一丁目
１－１　宮古合同庁舎

宮古税務署

高校卒業程度の知識を
有する方雇用期間の定めあり（４ヶ

月未満）
岩手県宮古市

事業所名
求人番号

交通誘導・イベント警備業
務（宮古営業所）

・一般道路での車両の誘導業務です。
・時々、イベントで駐車場の誘導等もあります。
・主な現場は宮古市近郊です。
・現場へは会社から社用車でまとまって行きま
す。

岩手県盛岡市上堂３丁目１
９－４

桜心警備保障　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

窓口対応事務員／総合窓口
課（会計年度任用職員）

宮古市役所総合窓口課に勤務となります。
・窓口申請対応受付業務
・総合窓口課業務補助　
・マイナンバーカード交付事務
・その他付随する業務

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
月未満） 又は8時30分～17時15分

の間の7時間
岩手県宮古市

寄宿舎管理人（会計年度任
用職員）

◎ 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１２月１５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)7時00分～12時00分
1人 854円～854円

パート労働者 不問 03030- 3788221
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- 3790321
変形（1年単位）

1人 890円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 3791621
変形（1年単位）

1人 890円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 3792921
交替制あり
(1)8時00分～13時00分

3人 854円～854円 (2)13時00分～18時00分
(3)17時00分～22時15分

パート労働者 不問 03010-28213321

(1)8時30分～17時00分
1人 900円～900円

パート労働者 不問 ＰＣ操作 13040-43742122
交替制あり

1人 880円～940円

パート労働者 18歳以上 03030- 3761821

2

きれいなまち推進員／生活
課（会計年度任用職員）

宮古市役所生活課きれいなまち推進室に勤務とな
ります。　　　　　　　　　　　
・不法投棄のパトロール、家庭ごみの分別指導等
の業務　　　　　
・その他付随する業務

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
月未満）

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

資材（材料準備補助業務） 工場屋内にて電子部品受入（軽量物）、仕訳、製
造工程前の予備加工をおこないます。従業員指導
のもと、作業を習得し業務範囲をひろげていただ
きます。

岩手県宮古市大字津軽石１
９－１８

株式会社　宮古マラ
ンツ

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時間程度
岩手県宮古市

製品組立 工場屋内にて電子部品組立、基板加工、業務、民
生、オーディオ機器組立をおこないます。未経験
でも指導のもと技術習得可能です。

岩手県宮古市大字津軽石１
９－１８

株式会社　宮古マラ
ンツ

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時間程度
岩手県宮古市

ドラッグストアでの販売
（岩手岩泉店）

・商品管理（発注、陳列、補充、整理）
・レジ業務
・店内外の清掃
・ＰＯＰ（値札）貼り　等
＊当社は東北６県に店舗を展開する一部上場企業

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）

岩手県下閉伊郡岩泉町

事務職（パート）／宮古 ＊電話対応（社内、取引先）
＊来客対応
＊レンタル機械の貸出時、返却時の伝票起票
＊社内オンラインシステムへの各種データ入力処
理（売掛・買掛業務）

東京都港区芝大門１－７－
７

株式会社　カナモト

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

ハンバーガーの製造及び販
売

当店において下記の業務に従事して頂きます。
・ハンバーガーの製造及び販売
・カウンター・ドライブスルーでの接客業務、レ
ジ打ち作業
・厨房でのハンバーガー等製造業務

岩手県宮古市宮町１丁目１
番３８

ヒロフーズ株式会社
マクドナルド　１０
６宮古店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は6時00分～2時00分の

間の3時間以上
岩手県宮古市

パン製造エ 有限会社相馬屋菓子店においてパン製造の業務を
行っていただきます。
・パンの成型、焼き上げ、加工
・袋詰め、箱詰め、ダンボール詰め
・調理器の洗浄、清掃

岩手県宮古市西町２丁目３
－２７

有限会社　相馬屋菓
子店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市


