
(1)23時00分～0時00分
1人 960円～960円

パート労働者 18歳以上 03010-29367821

(1)9時00分～13時00分
1人 860円～890円 (2)9時00分～18時00分

(3)9時00分～15時00分

パート労働者 59歳以下 03010-28992021
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～17時30分
1人 900円～900円

パート労働者 40歳以下 03030- 3872921
交替制あり
(1)14時00分～18時00分

1人 854円～854円 (2)10時00分～14時00分

パート労働者 不問 03030- 3841821
交替制あり
(1)8時00分～16時00分

1人 950円～950円 (2)12時30分～20時30分

パート労働者 不問 03030- 3846621

(1)13時00分～18時30分
1人 860円～950円

パート労働者 不問 03030- 3848121

(1)8時00分～17時00分
2人 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 03030- 3852421

(1)6時45分～14時00分
1人 855円～855円

パート労働者 不問 03030- 3853321

(1)16時00分～0時00分
1人 900円～1,000円

パート労働者 20歳以上 03030- 3855921

(1)17時00分～23時00分
2人 854円～1,500円

パート労働者 20歳以上 03030- 3857021

(1)9時00分～13時00分
1人 860円～860円 (2)9時00分～18時00分

パート労働者 59歳以下 03030- 3839921
交替制あり
(1)16時00分～9時00分

3人 1,000円～1,000円 (2)22時00分～7時00分

パート労働者 不問 03030- 3827521

(1)17時00分～22時00分
2人 954円～954円

パート労働者 不問 03030- 3828421
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販売員／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

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字太田１８－１

株式会社　ツルハド
ラッグ　岩泉店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

介護職員初任者研修修
了者

受付事務 さかもと眼科クリニック内において、
・来院患者様の受付
・診療室への誘導、介助
・電話対応
・レジを使用しての会計精算をお願いする場合も

岩手県宮古市向町４番４１
号

さかもと眼科クリ
ニック

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職／特別養護老人ホー
ム／夜勤専従

特別養護老人ホーム利用者への介護サービス提供
・朝夕の食事介助
・離床、臥床介助
・トイレ誘導、定時のオムツ交換、体交、巡視
・洗濯物の配布、コール対応など

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）

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

ホール係兼調理補助 当店において下記の業務に従事していただきま
す。
【ホール係】
　・お客様のご案内、注文取り
　・接客、配膳（料理・ドリンク等）

岩手県宮古市末広町３－３ 山小屋

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

幼稚園保育補助 認定こども園宮古泉幼稚園での勤務となります。
～預かり保育の担当補助をして頂きます～
預かり保育園児数は１００名程度で、８名の職員
が担当しています。
・通常保育終了後の預かり保育利用園児の担当で

岩手県宮古市上鼻２－６－
６

学校法人　宮古泉学
園

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

クリンクルー（宮町） 弊社請負先館内の清掃業務全般に従事していただ
きます。
・掃除機、モップ、ほうき、タオル等を用いま
す。
・トイレ掃除、ホール掃清掃、執務室の清掃、ご

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
月未満）

岩手県宮古市

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

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

内勤スタッフ 内勤スタッフとして以下の業務に従事
・店舗に持ち込まれた荷物の受け取り、内容確
認、サイズ計測、伝票の記入、料金精算
・伝票の整理、電話応対、その他付随する所内業
務

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字三本松５４－１０

ヤマト運輸株式会社
岩手岩泉営業所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

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～15時00分
の間の4時間程度

岩手県宮古市

社労士事務所スタッフ ・お客さまから依頼がある労働保険（雇用保険、
労災保険）社会保険等の各種　申請書類の作成、
提出、相談業務等。・顧客先事業所の人事労務管
理（ワード・エクセルへのデータ入力）、給与計
算業務・当事務所の経理事務・顧客先等への書類

岩手県宮古市太田一丁目４
番６６号

社会保険労務士　久
保事務所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市
ワード・エクセル等での文

書作成ができること

パソコン操作（ワー
ド、エクセル）

一般事務及び調剤助手（ク
ローバー薬局飯岡店）

調剤薬局（クローバー薬局飯岡店）において、一
般事務及び調剤助手業務に従事して頂きます。
・レセプトコンピューター操作
・薬局受付
・調剤助手

岩手県岩手郡雫石町南畑３
１地割９２－１６

有限会社　タカ・
コーポレーション

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

事業所名
求人番号

ユニオン山田／清掃スタッ
フ（２３：００～）

＊パチンコホールの清掃業務全般をお願いしま
す。
（当店の閉店後業務としての作業です）
・ホール床の掃き拭き清掃
・パチンコ台ガラスの清掃、灰皿清掃

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
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）

（12月19日時点の内容です）

１２月１２日　から　１２月１９日　までに受理した求人です。　＜次回発行日は１月５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１２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



普通自動車免許ＡＴ

3人 1,200円～1,700円

パート労働者 不問 03030- 3829321

(1)17時30分～8時30分
1人 854円～854円

パート労働者 18歳以上 03030- 3832721

1人 860円～860円

パート労働者 不問 03030- 3834221
交替制あり
(1)8時00分～15時00分

5人 860円～860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 13040-48559622
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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
月未満） 又は7時30分～12時30分

の間の4時間程度
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。慣れてきたらハンバーガーのお肉を

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

市内に住む利用者様のご家庭を訪問し、家事及び
身体介護のサービスを提供します。
・食事、入浴、排せつの介助
・炊事、掃除、洗濯といった日常生活の手助け等
（自家用車を使用して頂きます※任意保険加入必

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7時00分～18時00分

の間の1時間以上
岩手県宮古市

介護職員初任者研修修
了者、ホームヘルパー
２級　のいずれか

ホームヘルパー（地域ヘル
パー）

宿直員 施設内での宿直業務
・施設内における施錠・解錠の確認
・夜間および早朝時間帯の電話取次
・建物内の電気、ガス、水道等の確認
・災害時の関係者への連絡等

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）

岩手県宮古市


