
(1)9時30分～15時00分
2人 824円～824円

パート労働者 不問 03030-  994311

1人 800円～850円

パート労働者 不問 03030- 1000011

(1)8時00分～16時00分
1人 840円～840円

パート労働者 64歳以下 03030- 1002611

(1)10時00分～14時00分
1人 840円～840円

パート労働者 不問 03030- 1003911
変形（1ヶ月単位）

ＰＣスキル (1)9時30分～18時30分
1人 810円～1,000円 (2)9時30分～16時30分

パート労働者 不問 03030-  985011

2人 793円～800円

パート労働者 不問 03030-  989111

(1)9時00分～15時30分
1人 793円～793円

パート労働者 59歳以下 03030-  990211

(1)5時30分～9時30分
1人 800円～850円

パート労働者 不問 03030-  993011

(1)18時00分～21時00分
1人 793円～923円

パート労働者 不問 03030-  964811
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時00分～12時00分
1人 800円～800円

パート労働者 59歳以下 03030-  965211

2人 800円～800円

パート労働者 59歳以下 03030-  966511

(1)16時30分～22時30分
1人 1,000円～1,000円

パート労働者 59歳以下 03030-  967411

(1)17時00分～21時00分
2人 950円～950円

パート労働者 59歳以下 03030-  968011

(1)17時00分～21時00分
2人 950円～950円

パート労働者 59歳以下 03030-  969311

2人 950円～950円

パート労働者 59歳以下 03030-  970111

(1)10時30分～14時30分
2人 950円～950円

パート労働者 59歳以下 03030-  971711

(1)10時30分～14時30分
1人 1,000円～1,000円

パート労働者 59歳以下 03030-  972811
交替制あり
(1)8時30分～17時30分

3人 800円～862円 (2)12時30分～17時30分

パート労働者 不問 03030-  973211

1

事業所名
求人番号

給食車助手（新里） 新里地区の給食センターから宮古市内の学校への
給食の配送と回収業務を行います。
・給食車へ給食コンテナの積み込み、清掃等
・各学校へ指定の場所への運搬
・給食はコンテナ台車運搬

岩手県宮古市田老字新田平
１６－１３

東日本交通株式会社
宮古営業所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

（3月22日時点の内容です）

３月１５日　から　　３月２２日　までに受理した求人です。＜次回発行日は４月１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

農産係 農産部門での果物・野菜の商品づくりを行いま
す。
・規格に合わせて、果物や野菜の計量
・カット作業、袋詰め、パック詰め
・品質、温度管理、値段ラベル貼り

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

洗い場兼調理補助 洗い場業務
・調理器具、食器、お膳等の洗浄と片付け等
　洗浄は、食洗機・手洗い両方で対応。
調理補助業務
・簡単な仕出し等の盛り付け等

岩手県宮古市磯鶏沖１０－
１

ふく留

雇用期間の定めなし
又は9時00分～13時30分
の間の3時間程度

岩手県宮古市

事務 店舗内事務室において下記の業務に従事していた
だきます。
・パソコンを使用し伝票入力（専用ソフトへの数
字・文字入力）
・そのほか伝票整理

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

パソコン基本操作
（ワード・エクセル）

ができること

パソコン（ワード・エ
クセル）基本操作がで

きる方
清掃員 事務所や個人宅の清掃業務全般に従事します。

・台所、浴室、トイレ、フローリング等
・１日に複数の現場を回る場合もあり
＊作業内容は依頼主により異なるので、現場指導
を受けて習得して　いただきます

岩手県宮古市実田一丁目６
番６号

有限会社　メンテナ
ンス宮古

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4時間以上
岩手県宮古市

パソコンインストラクター
補助／宮古校

当社「キャトル宮古校」にて、下記業務を行って
いただきます。

・ワード・エクセル・パワーポイントなどのパソ
コンの操作説明

岩手県宮古市栄町３－３５
キャトル宮古４階

ＹＥＳネットワーク
三陸　株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

朝食係 食事処において、宿泊したお客様の朝食業務を
行っていただきます
・調理補助（汁物等の温め等）
・お客さま案内、注文配膳、片付け
・館内清掃、その他付随する業務

岩手県下閉伊郡山田町川向
町６－４９

天翔水産株式会社
うみねこ温泉　湯
らっくす

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

パソコン操作（ワー
ド、エクセル）

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


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

弁当作り兼配達スタッフ
（王将）

店舗内での弁当作りと、配達業務に従事していた
だきます。
・冷凍食品の解凍、加熱作業
・ご飯や惣菜の盛付け
・配達先ごとの弁当仕分け作業

岩手県宮古市大通４丁目４
－２０　２Ｆ

株式会社　マルセイ
ユ　大阪王将宮古店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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
　　　　　
　　　　　　

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

岩手県宮古市

調理兼ホール（王将）１６
時３０分～２２時３０分

○中華料理店での調理業務全般を行っていただき
ます。
・食材の仕込み、調理、盛り付け
・食器洗い、厨房内の清掃
・その他付随する業務

岩手県宮古市大通４丁目４
－２０　２Ｆ

株式会社　マルセイ
ユ　大阪王将宮古店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

清掃作業員（王将） 中華料理店での清掃業務を行っていただきます。
・店舗内の床磨きやテーブルふき
・厨房内の後片付け作業、トイレ掃除、ゴミの回
収作業等


岩手県宮古市大通４丁目４
－２０　２Ｆ

株式会社　マルセイ
ユ　大阪王将宮古店

雇用期間の定めなし
又は9時00分～12時00分
の間の2時間程度

岩手県宮古市

ホール係（王将）１７：０
０～２１：００

中華料理店でのホールにおいて接客業務を行って
いただきます。
・注文取り、配ぜん、食器下げ、レジ業務等のお
客様対応
・清掃等の店内雑務

岩手県宮古市大通４丁目４
－２０　２Ｆ

株式会社　マルセイ
ユ　大阪王将宮古店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理（王将）／１７：００
～２１：００

中華料理店での調理業務全般及びホールにおいて
接客業務を行っていただきます。
〇調理業務
・食材の仕込み、調理、盛り付け、食器洗い、清
掃など

岩手県宮古市大通４丁目４
－２０　２Ｆ

株式会社　マルセイ
ユ　大阪王将宮古店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理兼ホール（王将）１０
時３０分～１４時３０分

中華料理店での調理業務全般及びホールにおいて
接客業務を行っていただきます。
〇調理業務
・食材の仕込み、調理、盛り付け、食器洗い、清
掃など

岩手県宮古市大通４丁目４
－２０　２Ｆ

株式会社　マルセイ
ユ　大阪王将宮古店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ホール係（王将）１６時３
０分～

中華料理店でのホールにおいて接客業務を行って
いただきます。
・注文取り、配ぜん、食器下げ、レジ業務等のお
客様対応
・清掃等の店内雑務

岩手県宮古市大通４丁目４
－２０　２Ｆ

株式会社　マルセイ
ユ　大阪王将宮古店

雇用期間の定めなし
又は16時30分～21時30分
の間の2時間以上

岩手県宮古市

プール昼間監視員 体育部門に属し、岩泉町Ｂ＆Ｇ海洋センターの
プール昼間監視員業務に携わっていただきます。
・プールサイドでの利用者の監視
・プールの水質、水温、塩素、室温の計測と日誌
記入

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字松橋２１－１

特定非営利活動法人
岩泉地域活動推進セ
ンター

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

調理（王将）１０時３０分
～１４時３０分

中華料理店での調理業務全般を行っていただきま
す。
・食材の仕込み、調理、盛り付け
・食器洗い、厨房内の清掃
・その他付随する業務

岩手県宮古市大通４丁目４
－２０　２Ｆ

株式会社　マルセイ
ユ　大阪王将宮古店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

◎ 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３年３月２５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)17時15分～21時15分
2人 800円～862円

パート労働者 不問 03030-  974511

2人 800円～800円

パート労働者 18歳以上 03030-  976011

2人 1,000円～1,000円

パート労働者 18歳以上 03030-  980711
交替制あり
(1)7時30分～15時30分

1人 810円～909円 (2)8時30分～16時30分
(3)11時15分～19時15分

パート労働者 不問 03030-  961911

(1)18時00分～21時00分
1人 900円～1,000円

パート労働者 64歳以下 03030-  962111

(1)9時00分～16時00分
1人 800円～800円

パート労働者 59歳以下 03030-  954111

(1)11時00分～18時00分
1人 810円～810円 (2)15時00分～19時00分

パート労働者 不問 03030-  957211

(1)13時30分～18時00分
1人 850円～900円 (2)8時30分～17時30分

パート労働者 不問 03030-  959411
交替制あり
(1)6時00分～9時00分

2人 880円～930円 (2)21時00分～2時00分

パート労働者 18歳以上 03030-  940511

(1)8時00分～10時00分
1人 800円～900円

パート労働者 64歳以下 03030-  944611

(1)13時00分～15時30分
1人 800円～900円

パート労働者 64歳以下 03030-  945911

(1)8時30分～18時00分
1人 1,000円～1,300円 (2)8時30分～12時30分

パート労働者 64歳以下 03030-  947711

(1)9時30分～15時30分
2人 900円～1,100円

パート労働者 不問 03030-  952611

1人 810円～820円

パート労働者 不問 03030-  953911

2

製品加工／２ 下記の業務に従事していただきます。
・魚フライの加工（パン粉をつける等）
・切り身や製品のパック詰め
・シール貼り
・慣れてきたら箱詰めの作業があります。

岩手県宮古市千徳第１３地
割３２－１５

丸友しまか　有限会
社

雇用期間の定めなし
又は8時00分～17時00分
の間の5時間程度

岩手県宮古市

調理補助 当浄土ヶ浜パークホテルにおいて下記の業務に従
事していただきます。
・料理の盛り込み
・食器セッティング
・瓶詰めなど保存容器への食材等の充填作業

岩手県宮古市日立浜町３２
－４

株式会社　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

看護師又は准看護師 外科・内科を主体とした外来業務に従事していた
だきます。
・診察介助、採血、点滴、血圧測定等
・検査・電気治療の介助又は実施
・レントゲン撮影時の介助

看護師、准看護師
のいずれか

岩手県宮古市実田２丁目５
－１０

医療法人　おかだ外
科内科クリニック

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

清掃作業員／五月町 日常清掃作業に従事していただきます。
・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
・その他トイレ内の清掃

岩手県宮古市藤の川１３－
２３

宮古環境管理株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

清掃作業員／和見町 日常清掃作業に従事していただきます。
・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
・その他トイレ内の清掃

岩手県宮古市藤の川１３－
２３

宮古環境管理株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ハンバーガーの製造及び販
売／３ｈ～

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１－１－
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）

岩手県宮古市

指導員／ゆうやけ 放課後等デイサービス事業所で指導員業務に従事
していただきます
障がいのある児童、生徒（小学校１年～高校３年
生）約１０名の
遊び、学習等の生活指導、支援を行います。

岩手県宮古市保久田３－２
１

特定非営利活動法人
宮古地区いきいき
ワーキングセンター

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

販売員 靴の販売等業務全般に従事していただきます。
・店内での接客販売応対
・レジ業務
・商品の荷受け・品出し
・在庫整理・整頓、クリンリネス

岩手県宮古市小山田２丁目
２－１　マリンコ－プドラ
内　１Ｆ

株式会社　ジーフッ
ト　アスビーファム
宮古店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は11時00分～19時00分

の間の4時間以上
岩手県宮古市

電子機器の組立作業員／６
時間勤務

センサーの組立業務に従事していただきます。
・手作業でプラスチックケースに部品を取り付け
る作業
　簡単な作業から行っていただきますので、未経
験の方も安心して　ご応募下さい。

岩手県宮古市大字津軽石第
１９地割１８

有限会社　宮町電子

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

食器洗浄作業 請負先病院内での食器洗浄作業に従事
・食器洗浄機や手洗いによる食器の洗浄
・食器乾燥機での乾燥
・厨房の清掃、その他付随する業務


岩手県宮古市藤の川１３－
２３

宮古環境管理株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

宮古運動公園施設管理員／
生涯学習課（会計年度任用
職員）

宮古運動公園野球場または陸上競技場に勤務とな
ります。
・施設利用者に関する電話等受付、
・利用者の案内（張り紙等作成）
・管理及び施設の維持管理業務（除草等）

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
月以上）

岩手県宮古市

ホール兼調理補助（つぼ
八）

ホールにおいて接客業務及び厨房内において調理
補助業務を行っていただきます。
〇ホールにおいて接客業務
・注文取り、配ぜん、片付け、レジ業務等のお客
様対応等

岩手県宮古市近内第４地割
５２－３　ラフィネＡ１０
２

株式会社　マルセイ
ユ

雇用期間の定めなし
又は14時00分～0時00分
の間の3時間以上

岩手県宮古市

洗い場兼雑務（つぼ八） つぼ八宮古大通り店での洗い場兼雑務業務を行っ
ていただきます。
・調理器具や食器類の洗浄や店内清掃等
（食器やグラス等は、軽く手洗いした後、食器洗
浄機使用）

岩手県宮古市近内第４地割
５２－３　ラフィネＡ１０
２

株式会社　マルセイ
ユ

雇用期間の定めなし
又は16時00分～0時00分
の間の4時間程度

岩手県宮古市

プール夜間監視員 体育部門に属し、岩泉町Ｂ＆Ｇ海洋センターの
プール夜間監視員業務に携わっていただきます。
〈主な業務〉
・プールサイドでの利用者の監視
・プールの水質、水温、塩素、室温の計測と日誌

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字松橋２１－１

特定非営利活動法人
岩泉地域活動推進セ
ンター

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町


