
普通自動車免許一種
(1)21時30分～8時00分

1人 825円～825円 (2)22時00分～8時30分

パート労働者 18歳以上 03030- 2059921

(1)8時00分～12時00分
1人 1,636円～1,909円

パート労働者 59歳以下 03030- 2060721
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～12時30分
1人 821円～1,200円

パート労働者 不問 03030- 2052721

(1)16時00分～21時00分
1人 850円～1,200円

パート労働者 不問 03030- 2055521

(1)8時30分～17時00分
2人 920円～920円

パート労働者 不問 03030- 2042121

(1)8時30分～12時30分
2人 1,000円～1,300円 (2)15時00分～18時00分

パート労働者 不問 ワード・エクセル操作 03030- 2048421

(1)8時30分～12時30分
2人 1,000円～1,300円 (2)15時00分～18時00分

パート労働者 不問 ワード・エクセル操作 03030- 2049321

(1)18時00分～23時00分
1人 821円～821円

パート労働者 不問 03030- 2023421
普通自動車免許ＡＴ

1人 1,200円～1,500円

パート労働者 64歳以下 03030- 2025621

1人 850円～950円

パート労働者 不問 03030- 2032321

1人 850円～900円

パート労働者 不問 03030- 2033621

(1)17時00分～23時00分
2人 850円～1,500円

パート労働者 20歳以上 03030- 2041921

(1)14時00分～19時30分
1人 850円～1,000円

パート労働者 不問 03010-13639121
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1)8時00分～13時00分
2人 900円～900円 (2)9時00分～13時00分

パート労働者 不問 03010-13667521
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1)8時00分～13時00分
2人 900円～900円 (2)9時00分～13時00分

パート労働者 不問 03010-13485621
交替制あり

3人 900円～900円

パート労働者 不問 04011- 1875121
交替制あり

3人 880円～930円

パート労働者 不問 03030- 2004821

(1)9時00分～15時00分
1人 850円～900円

パート労働者 不問 03030- 2007421

1

ハンバーガーの製造及び販
売

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） 又は6時00分～0時00分の

間の3時間以上
岩手県宮古市

電子部品組立（パート） 下記業務を担当していただきます。
【組　　　立】手作業で、部品を決められた場所
に差し込む
【チェッカー】部品を機械にセット
その他付随する業務

岩手県下閉伊郡山田町船越
９－４０－６

株式会社　エムアン
ドエム

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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
最初は簡単なテーブルの片づけからお願いしま
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

レンタカーバックヤード業
務短時間パート（宮古駅東
店）

レンタカーバックヤード業務全般
・洗車業務
・日常点検業務
・配回送業務
・給油作業

岩手県盛岡市名須川町９－
５

株式会社　トヨタレ
ンタリース岩手

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は13時00分～19時00分

の間の5時間程度
岩手県宮古市

レンタカーフロント短時間
パート（宮古駅東店）

・レンタカーフロント業務（接客）
・洗車業務　
・日常点検業務
・配回送業務
・出発時＆返却時対応

岩手県盛岡市名須川町９－
５

株式会社　トヨタレ
ンタリース岩手

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は13時00分～19時00分

の間の5時間程度
岩手県宮古市

調理員（宮古市） 請負先事業所において責任者の指示のもと
　入院患者様への食事提供業務

　調理、盛付、食事洗浄など
　厨房内業務全般

岩手県盛岡市大通３丁目３
番１０号　七十七日生盛岡
ビル　９階

日清医療食品　株式
会社　北東北支店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

ホール・調理補助 ホールにおいて接客業務及び厨房内において調理
の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

レストランフロアー ゴルフ場のレストランにおいて、下記業務を行い
ます。
・ご利用のお客様の注文、配膳、片付け
・清掃等
○フロアースタッフは他３名おります。

岩手県宮古市崎山第４地割
８６－３

株式会社　宮古カン
トリークラブ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は9時00分～16時00分

の間の5時間以上
岩手県宮古市

調理補助 ゴルフ場の調理場において、食材の仕込み、調理
（ゆでる、炒める等）盛付等を行います。メ
ニューは定食、麺類、おつまみなどになっており
ます。他に５名のスタッフがおります。
※土日祝勤務の求人です。

岩手県宮古市崎山第４地割
８６－３

株式会社　宮古カン
トリークラブ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時00分～15時00分

の間の5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

介護福祉士

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

受付・事務 当院において受付・事務に従事します。
・受付、電話対応
・会計業務、パソコン入力
・カルテ整理
・看護補助

岩手県宮古市西町二丁目２
－３

岩間耳鼻咽喉科医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

医療秘書 当院において、下記の業務を担当していただきま
す。
・医師や看護師の補佐
・医師のスケジュール管理
・来客、電話対応

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

コネクタ製品検査・試験 携帯電話やスマートフォン等、モバイル機器、パ
ソコン、自動車用電子機器などに幅広く使用され
ているコネクターの製造をしています。
・コネクタ製品の検査、試験業務
・顕微鏡や測定機を使用して製品の測定、データ

岩手県宮古市赤前第２地割
２１番地２

東北ヒロセ電機　株
式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

パソコン（ワード・エ
クセル）の基本操作が

出来る方

調理スタッフ 宿泊・日帰り入浴施設「うみねこ温泉湯らっく
す」において、宿泊するお客様に対して提供する
夕食調理業務を行っていただきます。
・提供前の事前準備
・夕食時間帯の提供業務

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
又は12時00分～18時00分
の間の3時間以上

岩手県下閉伊郡山田町

看護職員 おおよそ１５名のデイサービスの利用者の看護業
務全般（地容赦記録類作成、健康相談等）に従事
していただきます。
併せて介護（食事、入浴、排泄、レクリエーショ
ン等）、送迎業務もお願いします。

岩手県下閉伊郡山田町石峠
第２地割３５

特定非営利活動法人
石峠宅老所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

看護師、准看護師
のいずれか

工場の清掃員 ホクヨープライウット宮古工場内の清掃業務を
行っていただきます
・工場の休日に合わせて、ドライヤー、乾燥機等
における木くずの除去、清掃となります。
・月４日～５日程度で半日勤務となります

岩手県宮古市磯鶏２丁目４
－２３

株式会社　カクヒロ
陸運

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

夜警備 当ホテルにおいて夜間警等に従事します。
・館内の見回り巡視
・共用フロアー、ロビー、空き居室等１階から９
階の館内施錠確認
・厨房・宴会場などの火気点検

岩手県宮古市磯鶏一丁目１
－１８

有限会社　ホテル近
江屋

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

（6月13日時点の内容です）

６月６日　から　　６月１３日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は６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

◎ 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４年６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



(1)8時30分～17時00分
1人 920円～970円

パート労働者 不問 03030- 2008321

(1)20時00分～0時00分
2人 1,000円～1,500円

パート労働者 20歳以上 03030- 2009621
交替制あり
(1)6時30分～13時30分

1人 850円～850円 (2)9時00分～16時00分
(3)12時30分～19時30分

パート労働者 64歳以下 03030- 2020821
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 13040-61877621

(1)9時20分～15時00分
3人 900円～900円

パート労働者 不問 03030- 1967421

(1)9時00分～14時00分
3人 900円～900円 (2)13時00分～18時00分

パート労働者 不問 03030- 1968321
変形（1年単位）
(1)9時00分～15時00分

5人 821円～821円

パート労働者 不問 03030- 1973221
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1)9時00分～13時00分
2人 830円～830円 (2)12時00分～16時00分

パート労働者 不問 03030- 1975421

1人 850円～880円

パート労働者 不問 03030- 1978921

(1)9時00分～13時00分
3人 830円～830円 (2)13時00分～17時00分

パート労働者 不問 03030- 1979121

(1)17時00分～22時00分
1人 930円～930円

パート労働者 不問 03030- 1980821

(1)12時30分～20時30分
1人 900円～900円

パート労働者 不問 03030- 1982521
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- 1990521

(1)5時00分～10時00分
1人 825円～825円

パート労働者 不問 03030- 1992321
交替制あり
(1)17時15分～8時30分

1人 524円～588円

パート労働者 18歳以上 03030- 1995121

2

コネクタ製品検査及びオペ
レーター

携帯電話やスマートフォンなどのモバイル機器、
パソコン・自動車用電子機器などに幅広く使用さ
れているコネクタ製品に関する業務を行います。
・検査業務（顕微鏡や測定機を使用します）
・業務に慣れてきたら、コネクターを製造する機

岩手県宮古市赤前第２地割
２１番地２

東北ヒロセ電機　株
式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

パソコン（ワード・エ
クセル）の基本操作が

出来る方
岩手県宮古市

調理員 ・ごはん、味噌汁、おかず等の調理
・その他配膳、片付け、食器洗浄（洗浄機使用）
・厨房内の清掃など
＊当社はクックチル調理法で調理を行っており、
真空状態の食材を　専用の機械で温め利用者の方

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
又は6時30分～19時00分
の間の6時間程度

岩手県宮古市

カウンタースタッフ カウンター内で下記の接客業務に従事していただ
きます。
・ドリンクやおつまみ等の提供
・食器類の洗浄、後片付け等
・店内外の掃除業務

岩手県下閉伊郡山田町川向
町５－２３

スナック　Ｌｉｂｅ
ｒｔｙ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

ハウスキーパー（客室清掃
員）

客室清掃として、以下の仕事を行っていただきま
す。
・お客様がチェックアウトされた後の客室清掃
・ベッドメイク
・バス・トイレ等の水回り清掃

岩手県宮古市藤の川１５番
地３８号

ルートインジャパン
株式会社　　ホテル
ルートイン宮古

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

加工従業員 当組合加工場において、以下の業務に従事してい
ただきます
・塩蔵品、乾燥物の加工および製造作業
・わかめ、昆布の等級別選別作業
・袋詰め、製品出荷

岩手県宮古市田老字野原７
０番地

田老町漁業協同組合
（加工場）

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5時間
岩手県宮古市

レジ・包装業務 当店舗において下記業務を行っていただきます。
・ギフトコーナーでのレジ、接客、包装作業等
・その他陳列等作業もあり
＊土・日・祝、勤務できる方歓迎します。
　　　★★★★★　急　募　★★★★★

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

月未満）
岩手県宮古市

調理補助 浄土ヶ浜レストハウスの厨房内において、調理補
助に従事していただきます。
・簡単な調理
・盛り付け
・皿洗い等

岩手県宮古市宮町一丁目１
番８０

一般社団法人　宮古
観光文化交流協会

雇用期間の定めなし
又は8時30分～16時30分
の間の4時間以上

岩手県宮古市

パンの販売員 自家製パン屋さんでの販売に関わる業務です。
＜主な業務＞
（基本は店舗内では一人体制）
・レジ
・パンの袋詰め

岩手県下閉伊郡山田町中央
町４－１３

山田湾ベーカリー
堂田　祐輔

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

レジ・品出し／１７：００
～

医薬品、化粧品、雑貨等を取り扱う店舗にて販売
に係る業務を行っていただきます。
・レジ業務
・接客対応
・品出し

岩手県宮古市上鼻２丁目８
－７５

株式会社　ツルハ
宮古千徳店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

レジ・品出し／９：００・
１３：００

医薬品、化粧品、雑貨等を取り扱う店舗にて販売
に係る業務を行っていただきます。
・レジ業務
・接客対応
・品出し

岩手県宮古市上鼻２丁目８
－７５

株式会社　ツルハ
宮古千徳店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

レジチェッカー・品出し
（１２時３０分～）

主に業務用の容量の多い食品などを取り扱ってい
るスーパーになります。
・商品の陳列、品出し、包装、レジ操作会計、接
客等を行います。
・初めての方でも指導しますのでご応募下さい。

岩手県下閉伊郡山田町大沢
第２地割４８番地４

株式会社　マルイチ
業務スーパー　山田
店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

守衛（夜間）／川井総合事
務所（会計年度任用職員）

川井総合事務所に勤務となります。（勤務は１名
体制）
・川井総合事務所庁舎の庁内巡視
・電話対応
・簡易な清掃

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

厨房補助 当ホテルにおいて以下の業務に従事していただき
ます。
・朝食の調理補助、簡単な調理、盛付、配膳、片
付け、食器洗浄　＊食器洗浄は機械洗浄となりま
すが、洗浄機に入れる前の予洗いや　食器の拭き

岩手県宮古市磯鶏一丁目１
－１８

有限会社　ホテル近
江屋

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市


