
(1)9時00分～15時30分
1人 821円～821円

パート労働者 59歳以下 03030- 3833311

(1)8時00分～17時00分
2人 1,400円～1,750円 (2)21時00分～6時00分

パート労働者 18歳以上 03030- 3835911
美容師 交替制あり

2人 美容業務経験 1,000円～1,500円

パート労働者 59歳以下 03030- 3840011
交替制あり

3人 900円～900円

パート労働者 不問 04011- 3916911
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～12時30分
1人 825円～825円 (2)8時30分～12時00分

パート労働者 不問 基本的なＰＣ操作 03010-25137311
交替制あり
(1)9時00分～16時30分

1人 821円～821円 (2)9時00分～16時00分

パート労働者 不問 03010-24972711

(1)8時00分～14時00分
1人 821円～821円

パート労働者 64歳以下 ＰＣスキル…文字入力 03030- 3830511
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～12時00分
1人 821円～861円

パート労働者 64歳以下 03030- 3831411
普通自動車免許一種

(1)9時00分～16時00分
1人 1,100円～1,100円

パート労働者 不問 03030- 3813811
普通自動車免許ＡＴ

介護福祉士
1人 1,200円～1,500円

パート労働者 64歳以下 03030- 3823411
普通自動車免許ＡＴ

1人 850円～1,000円

パート労働者 64歳以下 エクセル基本操作 03030- 3825311
普通自動車免許ＡＴ

1人 821円～950円

パート労働者 59歳以下 03030- 3803111

(1)17時00分～23時00分
1人 821円～821円

パート労働者 18歳以上 03030- 3805811
交替制あり
(1)8時00分～12時30分

1人 850円～850円 (2)14時00分～17時00分

パート労働者 64歳以下 03030- 3807511
交替制あり
(1)6時00分～9時00分

1人 880円～930円

パート労働者 不問 03030- 3808411
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～15時00分
1人 900円～900円

パート労働者 59歳以下 03060- 6525711
交替制あり
(1)8時00分～15時00分

5人 850円～850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 13040-11079812
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事業所名
求人番号

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

（12月10日時点の内容です）

１２月６日　から　１２月１０日　までに受理した求人です。＜次回発行日は１２月２３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

美容師 美容業務全般を行っていただきます。
カット、カラー、パーマ、メイクアップ等
その他、電話応対、店舗清掃、器具、用具の洗浄
など
付帯業務もあります。

岩手県宮古市大通２丁目２
－４

ドゥ・ヒートライズ
クリエイティブ　株
式会社

雇用期間の定めなし
又は9時00分～18時00分
の間の4時間以上

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。
・各種電話工事や建設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

一般事務（宮古市） 当社、宮古支店において下記の業務を行っていた
だきます。

＊一般事務（電話対応、経理等）


岩手県盛岡市上堂四丁目５
－１

株式会社　スズケン
岩手

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

【急募】まるまつ宮古店で
の接客

和風レストラン『まるまつ宮古店』で接客の業務
をお願いします。

＊お客様のご案内、オーダー、配膳、レジなど


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

事務員（大通） 主に事務業務を担当します。
・日々の仕分け、売上げをＰＣ操作入力、請求書
発行、受注管理、　電話対応など一般的な事務業
務


岩手県宮古市大通３丁目６
－４５

株式会社　佐々由

雇用期間の定めなし
又は8時00分～15時00分
の間の5時間程度

岩手県宮古市

清掃員（岩泉町） 請負先事業所である「ふれんどりー岩泉」におい
て建物内の掃き拭き等の清掃業務を行っていただ
きます。

・建物内の清掃

岩手県盛岡市上ノ橋町８－
８

第一商事　株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

一般事務経験（経理経
験は無くても可）

給食配送業務 給食車（１．５ｔ）の運転配送業務に従事してい
ただきます。
・給食センターから各学校への給食の運搬（岩泉
町内）
・給食の積み下ろし、コンテナの清掃、雑務等

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字鼠入川６６

中央第一総合　有限
会社

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／宮古 当施設内デイサービスでの介護業務全般を行いま
す。
・送迎
・レクレーション
・昼食時やおやつ時の介助、入浴介助、排泄介助

岩手県宮古市向町２番３４
号

有限会社　介護施設
あお空

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般事務 総務部門での事務業務全般に従事していただきま
す。
・電話及び来客対応
・パソコンを使用しての書類作成
・伝票整理・管理・保管

岩手県宮古市川井第６地割
３５

株式会社　ウッティ
かわい

雇用期間の定めなし
又は8時00分～17時15分
の間の6時間以上

岩手県宮古市

訪問介護 市内に住む利用者様のご家庭を訪問して介護サー
ビスを提供していただきます。
・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
・訪問記録を日誌に記入（会社に１週間に１回提

岩手県宮古市新町２－６ 介護サービス　株式
会社

雇用期間の定めなし
又は8時00分～17時30分
の間の4時間程度

岩手県宮古市

販売員（磯鶏石崎店）１７
時～２３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

一般事務 ・一般事務業務
　タイムカードの整理、帳簿記帳等
・電話応対
・原材料（原皮）の入荷、出荷管理
・仕上製品の出荷管理

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字合の山１２－２

アイファー株式会社

雇用期間の定めなし
又は8時00分～16時00分
の間の5時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町
パソコン操作（ワード・エ

クセル・メール）

ハンバーガーの製造及び販
売／６時～

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

保育・学童補助員 重茂児童館での保育や学童業務に従事していただ
きます。
・日中活動における保育全般
・園内の清掃、環境整備など付帯する業務


岩手県宮古市西町１丁目２
番１３号

特定非営利活動法人
ふれあいステーショ
ン・あい

雇用期間の定めなし

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

営業アシスタント（宮古支
店）

新規営業所設立につき、アシスタント募集中で
す。
営業の現場で働くスタッフの後方支援をお願いし
ます。


岩手県奥州市水沢山崎町
２ー２

株式会社　陽だまり
工房

雇用期間の定めなし
又は9時00分～17時00分
の間の5時間程度

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１２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
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