
普通自動車免許ＡＴ
(1)8時00分～12時00分

1人 850円～900円 (2)12時00分～17時00分

パート労働者 18歳以上 03030- 1802321
普通自動車免許ＡＴ

1人 900円～1,100円

パート労働者 不問 03030- 1803621
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1)8時00分～10時00分
2人 1,000円～1,000円 (2)15時00分～17時00分

パート労働者 64歳以下 03030- 1804921
普通自動車免許ＡＴ

(1)0時00分～9時00分
1人 850円～900円

パート労働者 18歳以上 03030- 1805121
交替制あり
(1)8時30分～17時15分

1人 864円～1,266円 (2)16時30分～1時15分
(3)0時30分～9時15分

パート労働者 不問 入力程度ができれば尚可 03030- 1799621

(1)7時00分～12時00分
1人 830円～900円

パート労働者 不問 03030- 1800521

(1)9時00分～14時00分
1人 850円～950円

パート労働者 不問 03030- 1801421

(1)8時30分～13時30分
1人 830円～830円

パート労働者 不問 03030- 1790921

(1)8時00分～15時00分
1人 821円～821円

パート労働者 不問 03030- 1791121

(1)9時00分～12時00分
1人 830円～830円

パート労働者 不問 03030- 1792021

(1)9時00分～16時00分
1人 821円～821円

パート労働者 不問 03030- 1794821
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～16時00分
1人 900円～900円

パート労働者 不問 03010-12160421

(1)6時00分～10時30分
4人 850円～850円 (2)15時00分～19時00分

パート労働者 不問 13080-39760621

(1)8時30分～17時00分
1人 920円～920円

パート労働者 不問 03030- 1789421

(1)8時15分～17時00分
2人 1,045円～1,045円

パート労働者 不問 03030- 1776721

(1)9時00分～15時00分
1人 970円～970円

パート労働者 不問 03030- 1777821

(1)10時00分～15時00分
1人 830円～830円

パート労働者 不問 03030- 1779521

(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- 1784021
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ホール・調理補助／のらく
ら

ホールにおいて接客業務及び厨房内において調理
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

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

ピッキング作業 当社は病院や老人ホーム施設、外食産業などの業
務用（冷凍食品、水産原料、常温加工品等）の食
品卸業を行っております。
・荷物の入出庫作業
・ピッキング作業

岩手県宮古市小山田四丁目
１－５

株式会社　モリレイ
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

労務職／非常勤隊員 山田分屯基地における基地環境整備（草刈り）


○雇用期間中の勤務日数はおよそ４０日程度。状
況により変更となる場合あり。

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根東山国有林９林班か小班

航空自衛隊　第３７
警戒隊

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

事務職 携帯電話やスマートフォンで使用される電子部品
（コネクタ）製造に関する事務処理を行っていた
だきます。
・取引先企業に対する送り状などの各種伝票処理
・専用ソフトへの数字入力

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

調理補助【ふれあい荘】 ◎シルバー施設内での食事提供業務
　料理の盛付、配膳、下膳、洗浄などの業務で
す。
※慣れない仕事が多いかもしれませんが、未経験
からスタートしているスタッフも多いので安心し

東京都新宿区西新宿３－２
０－２　東京オペラシティ
タワー１７階

株式会社　グリ－ン
ヘルスケアサ－ビス

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

ユニオン山田／一般事務 ユニオン山田の事務全般のお仕事です。

・一般事務、電話対応、来客対応、買い出しなど
の外出用務（社用車使用）
・パソコンでのデータ作成

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）

岩手県下閉伊郡山田町

電子部品の組立、検査、生
産管理

電子部品の組立・検査作業の業務となります。
・コネクタの組立・外観検査
・ハーネス品の組立・外観検査
・拡大鏡作業
・その他、指示された業務及び付随する業務

岩手県宮古市田の神二丁目
５－２１

宮古アドバン

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ワード、エクセル、
メール

クリンクルー（崎鍬ヶ崎１
８地割）

請負先の宿泊施設において次の業務に従事してい
ただきます。
・大浴場、脱衣室の清掃
・共用部のトイレ清掃
・ホール、廊下等の掃除機がけ

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）

岩手県宮古市

クリンクルー（崎鍬ヶ崎） 建物清掃全般を行います。
・共有スペースフロアー、トイレ、廊下、玄関等
掃除
・掃き、拭き掃除、ゴミ箱内回収
・備品の交換

岩手県宮古市田の神二丁目
３番１１号

株式会社　サンズ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

受付事務／みらい接骨院 接骨院での受付業務を担当していただきます。
●受付、診療補助
●会計事務、書類整理
●予約対応
●院内・外清掃

岩手県宮古市大通４丁目５
番１号

株式会社　みなとや
薬局

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

保育補助 ０歳から２歳までのお子さんを５名あずかり、午
前８時３０分から夕方まで保育をしています。
（４名体制）
・食事、排泄の介助
・安全に配慮しながら子供と遊ぶ

岩手県宮古市上鼻ニ丁目５
－１３

家庭的保育ルーム
つくしんぼ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ
基本操作ができること

保育補助 ０歳から５歳児の保育補助業務を担当していただ
きます。
・食事のお世話　　
・遊びの見守り
・お着替え・トイレ等の補助

岩手県宮古市西町３丁目３
－２６

学校法人　岩手キリ
スト教学園　認定こ
ども園　宮古ひかり

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

看護補助（会計年度任用職
員）

当院内において看護補助業務を行います。
・入院病棟、外来での診療介助、患者搬送、備品
補充等
・パソコン入力など事務補助
・その他指示された業務

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第１
地割１１番地２６

岩手県立　宮古病院

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時30分～17時15分

の間の2時間以上
岩手県宮古市

幼稚園教諭免許（専
修・１種・２種）、保
育士、子育て支援員

のいずれか

ホテル清掃スタッフ／深夜
帯

清掃業務全般に従事していただきます。
・１～２名体制の勤務
・客室清掃、敷地内の清掃作業
・その他、フロント業務（電話応対等）もお願い
します。

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第１地割２１４番地２

有限会社　Ｒ（ホテ
ルＲ）

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

運転手（送迎人員） 当社が運営するデイサービス（利用者１８名程
度）における運転業務（利用者様の送迎）に従事
していただきます。

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

岩手県宮古市

一般事務／産休代替 当社事務所において、東北電力へのパソコンによ
る申請の他、書類の作成、整理等をしていただき
ます。
＊産休代替求人です。
＊雇用期間は令和５年９月２０日頃までですが、

岩手県宮古市南町１５－１
５

株式会社　村山電機
商会

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時間以上
岩手県宮古市

事業所名
求人番号

ホテル清掃スタッフ 清掃業務全般に従事していただきます。
・１～２名体制の勤務
・客室清掃、敷地内の清掃作業
・その他、フロント業務（電話応対等）もお願い
します。

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第１地割２１４番地２

有限会社　Ｒ（ホテ
ルＲ）

雇用期間の定めなし
又は16時00分～23時59分
の間の3時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

パソコン操作（ワード、エ
クセル等）が出来る方

（5月30日時点の内容です）

５月２４日　から　　５月３０日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は６月９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２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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～募 集 期 間 終 了～

～募 集 期 間 終 了～


