
交替制あり
(1)9時00分～14時00分

1人 830円～830円

パート労働者 不問 03030- 2003011

(1)9時00分～17時00分
1人 830円～830円

パート労働者 不問 03030- 2005611
交替制あり

1人 900円～900円

パート労働者 不問 04011- 1882511
普通自動車免許ＡＴ

(1)7時00分～11時00分
1人 850円～850円

パート労働者 不問 03030- 1987511

(1)13時00分～17時00分
1人 800円～800円

パート労働者 64歳以下 03030- 1988411

(1)18時00分～22時00分
1人 793円～793円

パート労働者 不問 03030- 1989011

10人 905円～1,129円

パート労働者 不問 03030- 1990911

(1)10時00分～15時00分
2人 800円～800円

パート労働者 不問 03030- 1994211
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～16時00分

1人 800円～800円

パート労働者 64歳以下 03030- 1975111
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1)6時00分～8時00分
1人 923円～923円 (2)16時30分～19時30分

パート労働者 不問 03030- 1965611

(1)6時00分～10時00分
2人 1,050円～1,100円

パート労働者 不問 03030- 1969811

(1)9時00分～16時00分
1人 851円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 1970411
看護師

(1)9時00分～18時00分
1人 1,000円～1,100円

パート労働者 不問 03030- 1971011
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1)8時30分～10時30分
1人 850円～850円 (2)15時00分～16時00分

パート労働者 64歳以下 03030- 1972311
交替制あり
(1)9時30分～14時00分

1人 793円～793円 (2)9時30分～15時00分
(3)9時30分～17時00分

パート労働者 不問 03010-12514711

(1)13時00分～17時30分
1人 850円～850円

有期雇用派遣パート 不問 03010-12434711

1

事業所名
求人番号

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日間は先輩から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

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） 又は9時15分～14時15分

の間の5時間程度
岩手県宮古市

（6月21日時点の内容です）

６月１４日　から　　６月２１日　までに受理した求人です。＜次回発行日は７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

（宮古店）飲食店での接
客・調理

和食レストラン『まるまつ』での接客又は料理を
行います

　接客・・お客様のご案内、ご注文や提供作業を
行います

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

サービス係（レジ担当・９
時～）

レジ接客業務全般に従事していただきます。
・バーコード読込み、レジスター操作、商品代金
の精算（自動精算　機を使用）
・組合員カードの読込み、レジ袋の確認、配布、
エコバックへの商　品袋詰めなど

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

清掃作業員／赤前 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

配達係 食材の配達業務。
幼稚園や保育所、介護施設などへ、予め配達先毎
に準備された食材を軽ワゴン車（ＡＴ車）を使っ
て配達します。


岩手県宮古市小山田二丁目
２－１

いわて生活協同組合
宮古ショッピングセ
ンター　マリンコー
プＤＯＲＡ雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
岩手県宮古市

スクールサポートスタッフ
（会計年度任用職員）

教員の負担軽減を図る支援業務
〇教材等の印刷や物品等の準備
〇教材・資材の整理、保管
〇宿題等の提出物の受け取り・確認
〇小テスト等の採点

岩手県宮古市五月町１－２
０　宮古地区合同庁舎内

宮古教育事務所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時00分～16時30分

の間の7時間程度
岩手県宮古市　他

販売員 店内での販売業務全般を行っていただきます。
・接客・レジ業務
・商品品出し、陳列、検品、補充
・フード調理、販売
・店舗内外の清掃

岩手県宮古市鍬ヶ崎上町４
０１番３０

ローソン宮古鍬ヶ崎
上町店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

惣菜部門 惣菜部門において調理業務に従事していただきま
す。
・お弁当やおにぎり、日替わりのおかずなど
・調理後は盛り付け、パック詰め、値段付け、品
出し

岩手県宮古市栄町３－３５ 有限会社　ミナック
（宮ビル）

雇用期間の定めなし

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９名で分担
・ユニフォーム貸与

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

グループホーム世話人（非
常勤）２

比較的軽い、知的・精神障がいのある利用者が暮
らす一軒家のグループホームで、家事を中心とし
た自立支援業務を行っていただきます。１ヶ所の
グループホームに利用者４～５名が日中は作業所
などに通いながら共同で生活している福祉施設で

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第４
地割１－１１

社会福祉法人若竹会
自立支援センターウ
イリー

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

介護職 通所リハビリテーションにおいて、介護業務全般
を担当します。
・利用者の方の入浴、食事、排泄等の身体介護



岩手県下閉伊郡山田町飯岡
第９地割２３－１

医療法人　晃生会
介護老人保健施設
さくら山

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

レストランサービス／朝食 当浄土ヶ浜パークホテルに宿泊されたお客様への
朝食対応に従事していただきます。
・レストラン朝食準備およびサービス・後片付け
・上記に付随する業務


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

施設整備員 当福祉施設において、下記の業務に従事していた
だきます。
・入居者の通院送迎
・短期利用者の送迎
・環境整備

岩手県宮古市西ヶ丘４丁目
５３－８

社会福祉法人　恵心
会　特別養護老人
ホーム　慈苑

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師 当院において、医師の指示のもと下記の業務を
行っていただきます
・患者さんの介助、器具洗浄、ネブライザーの使
用説明、院内清掃
・聴力検査

岩手県宮古市西町二丁目２
－３

岩間耳鼻咽喉科医院

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

電子部品の袋詰め・発送
午後から勤務（宮古市）

派遣先の事業所において

　・電子部品の袋詰めや箱詰め
　・箱作り
　・ラベル印刷などの簡単なパソコン操作

岩手県盛岡市向中野３丁目
１８番２０号　２Ｆ　アク
エリアスビル

株式会社　エムアン
ドエム　盛岡営業所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

ラーメンショップ調理ス
タッフ（宮古店）

・ラーメンショップ（麺屋源三）内での調理、洗
い場及び接客業務を行っていただきます。
・券売機を使っていますので、レジ業務はありま
せん。
・その他付随する業務および指示された業務を

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）

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６月２４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
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