
普通自動車免許一種
(1)13時30分～21時30分

1人 1,187円～1,187円

パート労働者 不問 03030- 2945301
普通自動車免許ＡＴ

1人 900円～900円

パート労働者 64歳以下 03030- 2948101

(1)7時00分～12時20分
1人 793円～793円

パート労働者 不問 03030- 2950201

1人 892円～892円

パート労働者 不問 03030- 2953301

(1)16時00分～21時00分
1人 1,300円～1,300円 (2)17時00分～21時00分

(3)18時00分～21時00分

パート労働者 不問 03030- 2944001
普通自動車免許一種

(1)8時00分～12時00分
1人 800円～800円

パート労働者 不問 03030- 2934201
変形（1ヶ月単位）
(1)17時00分～22時00分

2人 850円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 2937301
変形（1ヶ月単位）
(1)19時30分～22時00分

1人 800円～800円

パート労働者 不問 03030- 2938601
普通自動車免許一種

1人 800円～800円

パート労働者 不問 04010-51616001

(1)8時00分～15時00分
1人 840円～840円 (2)10時00分～18時00分

(3)13時00分～18時00分

パート労働者 不問 03030- 2919501
交替制あり
(1)8時00分～16時00分

2人 794円～963円 (2)9時00分～17時00分

パート労働者 不問 03030- 2924701

(1)7時30分～12時00分
2人 820円～900円 (2)13時00分～17時30分

パート労働者 59歳以下 03030- 2927501

(1)10時00分～15時00分
1人 800円～800円

パート労働者 不問 03030- 2929301
交替制あり
(1)10時30分～17時30分

1人 860円～860円 (2)14時00分～21時00分

パート労働者 不問 03030- 2930101

(1)21時00分～3時00分
1人 800円～800円

パート労働者 18歳以上 03030- 2917801

1人 793円～793円

パート労働者 64歳以下 03030- 2918201
交替制あり

3人 1,000円～1,000円

パート労働者 18歳以上 03010-19783401

3人 1,000円～1,000円

パート労働者 18歳以上 03010-19785801

1

ホールスタッフ・カウン
タースタッフ（１６時～／
磯鶏店）

パチンコ店のホール・カウンターでの接客対応で
す。
　出玉の上げ下ろしや交換、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

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16時00分～0時00分

の間の5時間程度
岩手県宮古市

ホールスタッフ・カウン
タースタッフ（磯鶏店）

パチンコ店のホール・カウンターでの接客対応で
す。
　出玉の上げ下ろしや交換、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

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30分～0時00分の

間の5時間程度
岩手県宮古市

縫製作業員（ミシン工）及
びアイロン工

高級婦人服フルアイテムの縫製・アイロン作業を
行います。
・工業用ミシンを使用して縫製、ボタン付け及び
検査業務
・衣類のパーツの仕上がった部分的なところのア

岩手県下閉伊郡山田町飯岡
８－７－３

有限会社　サン
ファッション

雇用期間の定めなし
又は8時00分～17時00分
の間の6時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

カラオケ店スタッフ カラオケＢＯＳＣＯにおいて、下記の業務に従事
して頂きます。
・カラオケルームへ料理や飲み物などをお持ちし
たり、ルーム内の
　片付け、清掃等

岩手県宮古市末広町７－２
８

株式会社アドシステ
ム　カラオケＢＯＳ
ＣＯ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 岩手県宮古市

勝馬投票券の発売 テレトラック宮古において次の業務を行っていた
だきます。
・勝馬投票券の発売業務
・対面販売（ガラス越し）と自動発券機の操作
・つり銭の準備、補充

岩手県宮古市大通り４丁目
３番１３号

岩手県競馬組合　宮
古場外勝馬投票券発
売所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 岩手県宮古市

客室清掃係 客室清掃及び客室のセット業務となります。
・お客様がチェックアウトされた後の客室、トイ
レ等清掃、アメニ
　ティ類補充
・部屋数６７部屋を１０名で分担

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

惣菜部門 惣菜業務に従事していただきます。
・簡単な惣菜調理
・商品製作（調理）
・商品の品出し及び陳列
・接客や店舗内の清掃作業など

岩手県宮古市板屋１丁目６
番６号

株式会社　玉木屋

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

窓口業務（龍泉洞事務所）
会計年度任用職員

龍泉洞事務所の窓口業務をしていただきます。
・チケット販売、観光案内等
・事務所内での事務補助
・パソコン（ワード・エクセル）を使用
・文書作成・印刷・フォームへの入力

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字惣畑５９番５

岩泉町役場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡岩泉町

パソコン操作（ワード・エ
クセルを使って文書作成・
印刷・フォームへの入力が

できること）

グロサリ係＜ベルフ魚菜市
場＞

グロサリ部門での業務になります。
・食品やお菓子、飲料、雑貨等の商品を取り扱い
・商品の補充、陳列、発注
・その他清掃などの付帯業務


岩手県宮古市田の神２丁目
２－３０

いわて生活協同組合
ベルフ西町店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

レンタカースタッフ（アル
バイト）

・レンタカーの点検・洗車
・車両移動（近隣営業所間）
・お客様へレンタカーの案内

＊ユニフォーム貸与

宮城県仙台市青葉区本町１
丁目２－２０　ＫＤＸ仙台
ビル６階

ニッポンレンタカー
東北　株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時00分～19時00分

の間の4時間程度
岩手県宮古市

洗い場担当 当ホテルにおいて主に下記の業務に従事していた
だきます。
・食器の洗浄
・片付け
・清掃

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字府金４８

株式会社　岩泉総合
観光

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡岩泉町

飲食サービス係 龍泉洞温泉ホテルにおいて主に下記業務に従事し
ていただきます。
・宴会、夕食の会場準備
・給仕、配膳等
・後片付け

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字府金４８

株式会社　岩泉総合
観光

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡岩泉町

牛乳等宅配 お客様のところに牛乳等商品を宅配する仕事とな
ります。・
・当店の軽冷蔵車を使用して商品配達
・集金業務
・自動販売機商品の詰め込み作業

岩手県下閉伊郡山田町大沢
第４地割２０番２３５

貫洞冷菓店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町、宮古市

セールスドライバー 当社において下記の業務を行っていただきます。
・宅配便の集荷及び配達
・宮古市内を２ｔ車で運転しての集配業務
・その他付随する業務


岩手県宮古市長町２丁目１
－３２

ヤマト運輸　株式会
社　宮古支店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 岩手県宮古市

５トン限定準中型自動車免
許（Ｈ２９．３．１２以降

免許取得の方）以上

惣菜担当／豊間根店 びはんストア豊間根店において惣菜業務を担当し
ます。

・お弁当や揚げ物などの調理
・商品の品出し業務

岩手県下閉伊郡山田町中央
町５－６

びはん　株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時00分～13時00分

の間の5時間程度
岩手県下閉伊郡山田町

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

介護職員 利用者様の介護を行っていただきます。
・主に入浴・食事介助、トイレ介助、レクリエー
ション活動等
・送迎業務
・その他付随する業務

岩手県宮古市田鎖３－８ 株式会社　みやこ
ケアセンターみやこ

雇用期間の定めなし
又は8時00分～17時00分
の間の4時間以上

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

セールスドライバー（アン
カーキャスト）

宅配便の集荷及び配達
・宮古市内を主に軽自動車を使って集配業務を行
います。
・資格のある方には２ｔ車を運転していただく場
合があります。

岩手県宮古市長町２丁目１
－３２

ヤマト運輸　株式会
社　宮古支店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 岩手県宮古市

（10月26日時点の内容です）

１０月２０日　から　１０月２６日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は１１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２年１０月２９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


