
(1)7時00分～12時00分
1人 947円～947円

パート労働者 不問 02020- 2499331

1人 855円～900円

パート労働者 不問 03030-  599431

(1)9時00分～16時30分
1人 1,327円～1,530円 (2)9時30分～17時00分

パート労働者 不問 03030-  601731

(1)8時30分～15時15分
1人 855円～855円

パート労働者 不問 03030-  602331
交替制あり
(1)9時00分～14時00分

1人 855円～855円

パート労働者 不問 03030-  603631
普通自動車免許一種

1人 854円～900円

パート労働者 59歳以下 03030-  605131

歯科衛生士
1人 1,000円～1,300円

パート労働者 不問 03030-  608231

(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 13080-16731531
交替制あり
(1)7時30分～15時30分

1人 860円～910円 (2)7時30分～11時00分
(3)7時30分～16時15分

パート労働者 不問 03010- 4471631

(1)17時00分～23時00分
2人 880円～1,500円

パート労働者 20歳以上 03030-  580531

(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-  586131

(1)9時00分～16時30分
1人 1,123円～1,317円 (2)9時30分～17時00分

パート労働者 不問 03030-  589231
交替制あり
(1)8時00分～13時00分

1人 855円～860円 (2)8時15分～17時15分
(3)12時00分～17時15分

パート労働者 不問 03030-  591331

1

レジ・接客対応・商品陳
列・清掃

主に下記の業務に従事していただきます。
・販売業務（レジ・接客対応）
・現場業務（商品陳列・清掃）

岩手県宮古市田老二丁目５
番１号

たろう産直組合　産
直とれたろう

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

労災・労働保険調査員 労災保険業務全般（一般的な調査や受付・指導及
び相談を含む。）及び労働保険に関する受付・指
導及び相談、事務補助など）

岩手県宮古市緑ヶ丘５－２
９

宮古労働基準監督署

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市
ワード、エクセルの基

本的な操作

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。

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
月未満）

岩手県宮古市

ホール・調理補助／のらく
ら

ホールにおいて接客業務及び厨房内において調理
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

《急募》物品搬送業務 契約医療機関でのお仕事です
【物品搬送業務】
病院内の薬品搬送のお仕事
病棟や外来から依頼のあった薬品オーダーを受
け、薬品のセットを作ります。その後、薬剤師さ

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
月未満）

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

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

ガソリンスタンドスタッフ 当社のガソリンスタンド各給油所いずれかに勤務
・お客さまへの接客応対、給油、洗車等のサービ
ス業務
・その他、軽作業等
＊本人の適性や勤務状況により正社員登用の可能

岩手県宮古市大通３－６－
３５

中屋石油　株式会社

雇用期間の定めなし
又は8時00分～18時00分
の間の5時間程度

岩手県宮古市

クリンクルー（大通り） 請負先である宿泊施設の客室清掃（ベッドメイキ
ングを含む）及び共用部分のフロア、トイレ清掃
を行います。
＊初めの３日間は指導を受けながら業務を覚えて
頂きますので、初めての方でも安心してご応募く

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） 又は9時15分～14時15分

の間の5時間程度
岩手県宮古市

下膳・食器洗浄業務（８時
３０分～）

・５名での立ち仕事です。
・毎日およそ２００食分の使用済み食器等を洗浄
します。
・洗浄には白衣、手袋、白長靴を着用し食器洗浄
機を使用します。

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

石綿届出等点検指導員（非
常勤職員）

宮古労働基準監督署で下記業務を行っていただき
ます。
・石綿除去作業等に係る計画届及び作業届の点検
又は指導。
・石綿作業従事労働者等に係る健康診断結果報告

岩手県宮古市緑ヶ丘５－２
９

宮古労働基準監督署

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

ホール兼調理補助 ・調理補助（食材の準備、簡単な調理、盛り付け
等）
・食器洗浄、ホール（注文、配膳）
・レジ、店舗内外の清掃など
○食堂全般の業務に従事していただきます。親切

岩手県宮古市田老二丁目５
－１　道の駅敷地内

善助屋食堂

雇用期間の定めなし
又は8時30分～16時30分
の間の4時間程度

岩手県宮古市

ワード、エクセルの基本的
な操作ができること

事業所名
求人番号

デリカ【ファル磯鶏店】
７：００～１２：００

惣菜加工販売業務全般
・寿司、弁当の製造
・揚げ物、焼き物などの製造
・パック作業及び値付け
・商品の品出し及び陳列

青森県八戸市大字長苗代字
前田８３－１

株式会社　ユニバー
ス

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

（2月10日時点の内容です）

２月６日　から　　２月１０日　までに受理した求人です。　＜次回発行日は２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

◎ 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５年２月１６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

2人 950円～950円

パート労働者 不問 13040-24357431
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時00分

1人 860円～960円

パート労働者 不問 03021-  301531
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時00分

1人 860円～960円

パート労働者 不問 03021-  303731

(1)9時00分～15時30分
1人 854円～854円

パート労働者 59歳以下 03030-  568931

(1)9時00分～16時30分
1人 1,702円～1,902円 (2)9時30分～17時00分

パート労働者 不問 03030-  569131

(1)23時00分～8時00分
1人 854円～854円

パート労働者 18歳以上 03030-  570831

(1)15時00分～22時00分
1人 854円～854円

パート労働者 不問 03030-  571231
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～16時30分
1人 930円～930円

パート労働者 59歳以下 メール、ブログ更新操 03030-  557731
交替制あり
(1)8時30分～17時30分

1人 1,000円～1,200円

パート労働者 不問 03030-  561831
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～17時00分
1人 930円～1,147円

パート労働者 不問 03030-  538231

(1)8時30分～17時00分
1人 868円～868円

パート労働者 64歳以下 文字入力ができること 03030-  550931
変形（1ヶ月単位）
(1)9時45分～13時15分

1人 1,070円～1,240円 (2)9時45分～19時15分
(3)13時00分～19時15分

パート労働者 59歳以下 03030-  552031

(1)9時00分～15時00分
1人 900円～1,200円 (2)10時00分～16時00分

電話応対 (3)12時00分～18時00分

パート労働者 64歳以下 パソコン基本操作 03030-  554231

(1)16時00分～22時00分
2人 900円～900円

パート労働者 不問 03030-  555531

(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-  556431
交替制あり

1人 1,000円～1,000円

パート労働者 18歳以上 03010- 3807331
交替制あり

1人 870円～1,000円

パート労働者 59歳以下 03010- 3877031

2

加工業務 社内での製品加工業務
・電線をコネクターに挿入する作業
・電線の指定された箇所にテープを巻く作業
・電線切断作業など
＊専用の器具を使った作業も一部ありますが、大

岩手県宮古市田鎖９－２５ 有限会社　ユーエム
アイ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ベーカリー販売員（山田イ
ンター店　社保加入）

山田インター店インストアベーカリー部門配属と
なり、
　（１）パンの加工・調理
　（２）商品陳列・整頓
　（３）接客（お客様からの注文、予約の承りな

岩手県遠野市松崎町白岩１
３－８－１２

株式会社　キクコウ
ストア

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（磯鶏石崎店）２３
時～８時

ローソン宮古磯鶏石崎店での業務となります。
・接客
・レジ打ち
・商品袋詰め
・電話対応

岩手県宮古市大字根市第２
地割字中割目六番四

ローソン宮古根市店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

労働時間管理適正化指導員
（非常勤職員）

宮古労働基準監督署で下記業務を行っていただき
ます。
・長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害
防止についての指導、助言、相談、資料の収集及
び分析業務に関すること。

岩手県宮古市緑ヶ丘５－２
９

宮古労働基準監督署

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） ワード、エクセルの基本的

な操作ができること。
岩手県宮古市

･企業における労務管理の経
験等､労働基準関係法令に関
する知識　・労使からの相談
に対応することができる接遇

能力

事務 現場に関わる書類作成と広報を担当します。
・現場調査の資料作成（エクセル等）
・撮影カメラから画像取り込み
・現場のスケジュール管理
・会社ブログ更新操作

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字合の山１４－１

株式会社　岩泉電工

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

販売員（宮古根市店）１５
時～２２時

ローソン宮古根市店での業務となります。
・接客
・レジ打ち
・商品袋詰め
・電話対応

岩手県宮古市大字根市第２
地割字中割目六番四

ローソン宮古根市店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

在職者訓練担当能力開発推
進員（会計年度任用職員）

岩手県立宮古高等技術専門校において、以下の業
務を担当していただきます。
・在職者等を対象とした職業能力開発（短期課
程）の企画、推進、情報提供及び相談援助
・学生及び修了生の就職を援助する無料職業紹介

岩手県宮古市松山８地割２
９－３

岩手県立宮古高等技
術専門校

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ワード・エクセル・
メール等パソコンの基
本操作ができること。

岩手県宮古市

看護職員 デイサービス利用者への看護業務全般を行いま
す。
・バイタルチェック
・健康管理
・服薬管理

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字中家２０－１０

有限会社　なかむら
（デイサービスセン
ターやすらぎ）

看護師、准看護師
のいずれか

雇用期間の定めなし
又は8時30分～17時30分
の間の4時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

事務／パート職員／土日休
日

葬祭全般にかかわる事務を行います。
・パソコンを使用しての発注業務
・電話対応
・出納業務

岩手県宮古市小山田３丁目
３番５号

いわて生活協同組合
葬祭事業部　セリオ
ホールみやこ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

予約管理スタッフ 浄土ヶ浜パークホテル内事務所において、予約管
理の業務をしていただきます。
・予約システムの入力
・電話応対
・予約に関する事務処理、書類整理等

岩手県宮古市日立浜町３２
－４

株式会社　みちのり
ホテルズ　浄土ヶ浜
パークホテル

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

店内スタッフ 商品入荷（検品）、陳列、売場管理からお客様へ
の接客、レジでの販売を行っていただきます。
「主な業務」
　・商品の検品作業
　・商品の陳列

岩手県宮古市根市第２地割
３５－３

ファッションセン
ターしまむら　宮古
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

夜間支援専門員／ひより 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

サービススタッフ／夕食 ホテル内のレストラン等において接客業務に従事
していただきます。
・夕食ビュッフェの配膳、片付けなど


岩手県宮古市日立浜町３２
－４

株式会社　みちのり
ホテルズ　浄土ヶ浜
パークホテル

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務員（宮古駅前校） 下記の事務業務を担当していただきます
・お客様の問合せによる電話対応
・月謝管理、給与管理
・一般事務補助（パソコン入力業務）
・そのほか付随する業務

岩手県盛岡市開運橋通５－
６　第五菱和ビル２Ｆ

株式会社　ＫＡＴＥ
ＫＹＯ秋田・岩手

雇用期間の定めなし
又は13時00分～18時00分
の間の5時間程度

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
月未満） 又は8時00分～0時30分の

間の6時間程度
岩手県宮古市

日配販売員（山田インター
店　社保加入）

山田インター店日配部門配属となり、
　（１）商品陳列・整頓
　（２）接客（お客様からの注文、予約の承りな
ど）
　（３）作業場の清掃・片づけ　など

岩手県遠野市松崎町白岩１
３－８－１２

株式会社　キクコウ
ストア

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

（１）接客（２）調理（３）金銭管理（４）事務
管理
（５）清掃作業などを行っていただくお仕事で
す。
※難しい仕事内容ではありません。未経験の方も

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

接客・調理／１０６号宮古
店


