
(1)10時00分～15時00分
800円～800円

パート労働者 不問 03030- 2239371
普通自動車免許一種

（通勤用）
720円～720円

パート労働者 不問 03030- 2240571

(1) 6時00分～11時00分
750円～750円

パート労働者 不問 03030- 2243871

(1)10時00分～16時00分
720円～720円 (2)11時00分～17時00分

パート労働者 59歳以下 03030- 2244271

(1) 8時30分～17時30分
普通自動車免許一種 1,200円～1,200円 (2) 8時00分～17時00分

(3) 9時00分～16時30分

パート労働者 64歳以下 03030- 2237171

(1) 8時30分～16時30分
800円～800円

パート労働者 59歳以下 03030- 2228971
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可）

720円～800円

パート労働者 不問 03030- 2229171

(1)10時00分～14時00分
720円～900円 (2)16時00分～20時00分

パート労働者 不問 03030- 2231571

(1) 9時00分～17時00分
800円～900円 (2)15時00分～19時00分

(3) 9時00分～13時00分
(4) 9時00分～19時00分

パート労働者 不問 03030- 2221371
普通自動車免許一種

（通勤用）
720円～750円

パート労働者 不問 03030- 2206671

720円～800円

パート労働者 不問 03030- 2207571

(1)23時00分～ 8時00分
716円～750円

パート労働者 18歳以上 03030- 2213371

(1)17時00分～23時00分
716円～750円

パート労働者 18歳以上 03030- 2214671

(1) 8時00分～13時00分
716円～750円

パート労働者 不問 03030- 2215571
交替制あり
(1) 7時30分～11時30分

800円～900円 (2)12時30分～16時30分

パート労働者 不問 03010-12834271

(1) 7時00分～12時00分
760円～760円

パート労働者 不問 03010-12839671

(1)13時30分～17時15分
720円～750円

パート労働者 不問 04010-33844571
1

（請）法務局証明書発行窓
口業務［宮古市］

1人

法務局内登記事項証明書等の発行業務・窓口受
付、証明書作成、交付・電話応対、印紙販売＊上
記就業場所では平成３２年９月３０日迄ですが、
更新の可能性あり（就業場所が変更になる場合が
あります）＊急募＊

宮城県仙台市青葉区立町
１－２　広瀬通東武ビル
８階

株式会社　東武

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

簡単なパソコン操作
又は 8時15分～17時30分の
間の4時間程度

岩手県宮古市

ドラッグストアでの販売
（宮古小山田店）

1人

・商品管理（発注、陳列、補充、整理）・レジ業
務・店内外の清掃・ＰＯＰ（値札）貼り等＊当社
は東北５県に店舗を展開する一部上場企業です。
＊販売未経験の方も大歓迎です。＊薬を販売でき
る資格取得のサポートあり。

岩手県紫波郡矢巾町大字
広宮沢第３地割２４２番
１

株式会社　薬王堂

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 7時00分～13時30分の
間の5時間

岩手県宮古市

清掃（山田町）

1人

「県立山田病院」において、院内の清掃業務を
行っていただきます。・共用部分（廊下、階段、
トイレ等）の清掃※女子トイレ清掃有・各室の清
掃・その他上記に付随する業務及び指示された業
務

岩手県盛岡市中央通３丁
目３番１号

協栄テックス　株
式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

コンビニ販売員（８：００
～）

1人

コンビニエンスストア店内での接客やレジ、納品
された商品の検品や陳列、補充、整理などの販売
業務全般をお願いします。接客の合間で店内の簡
単な清掃もしていただきます。＊土日祝日の勤務
可能な方を希望します。

岩手県宮古市大字崎鍬ヶ
崎４－２－１

ローソン県立宮古
病院前店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

コンビニ販売員（１７：０
０～）

2人

コンビニエンスストア店内での業務に従事してい
ただきます。接客、レジ業務や商品の陳列、補
充、整理などの簡単なお仕事をしていただきま
す。土日祝日の勤務が可能な方を希望いたしま
す。

岩手県宮古市大字崎鍬ヶ
崎４－２－１

ローソン県立宮古
病院前店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

コンビニ販売員（２３：０
０～）

1人

コンビニエンスストア店内での接客やレジ、納品
された商品の検品や陳列、補充、整理などの販売
業務全般をお願いします。接客の合間で店内の簡
単な清掃もしていただきます。（通常２人体制で
の業務となります）＊土日祝日の勤務可能な方を
希望します。

岩手県宮古市大字崎鍬ヶ
崎４－２－１

ローソン県立宮古
病院前店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員（青果）

1人

スーパーマーケット玉木屋青果部門において、
パック詰め、品出し及び陳列、陳列した商品の管
理、その他付随する業務を行っていただきます。
●バックヤードでの仕事が主になります。


岩手県宮古市板屋１－６
－６

株式会社　玉木屋

雇用期間の定めなし

又は 9時00分～15時30分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

歯科助手

1人

歯科医師、歯科衛生士のアシスタントを行いま
す。指示を受けながら、器具の準備、後片付け、
消毒などの業務を行います。その他受付、予約管
理、電話対応、院内の清掃も行っていただきま
す。産休代替による募集。雇用期間は平成３０年
３月頃までの予定ですが、その後も勤務継続可能

岩手県宮古市保久田４－
２６

デンタルオフィス
松橋

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

水産加工員

2人

鮮魚のウロコ取り、魚フライの加工、切り身や製
品のパック詰め、シール貼り、箱詰め等の作業と
なります。機械等は使用せず、全て手作業・立ち
仕事となります。未経験の方も指導いたしますの
で、ご応募ください。

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

寿司の製造・宅配

2人

寿司の製造業務全般、配達・回収業務に従事して
いただきます。寿司はシャリの上に寿司ネタをの
せたり、のりを巻いたり等の仕事です。自動車免
許のある方は配達回収業務も行っていただきま
す。配達範囲は旧宮古市内で、アイパットを使用
し場所を確認しながら配達します。

岩手県宮古市末広町７－
２８

すし海道　宮古店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ガソリンスタンドスタッフ

1人

主な仕事の内容は当社のガソリンスタンド内（宮
古給油所（大通）、千徳給油所、黒森給油所のい
ずれか）でのお客さまへの接客応対、給油、洗車
等のサービス業務、軽作業等となります。＊本人
の適性や勤務状況により正社員登用の可能性あ
り。※正社員：月給制、退職金制度あり。

岩手県宮古市大通３－６
－３５

中屋石油　株式会
社

雇用期間の定めなし

又は 8時00分～18時00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
（８時３０分～）

1人

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なし

岩手県下閉伊郡山田町

生活相談員「介護」

1人

当社が運営する小規模デイサービス（利用者１５
人程度）における相談業務全般に従事していただ
きます。利用者・家族・関係機関との相談業務、
連絡調整全般、送迎対応、その他付随する業務を
行っていただきます。＊経験者は優遇

岩手県宮古市田鎖３－８ 株式会社　みやこ
ケアセンターみや
こ雇用期間の定めなし

又は 8時00分～17時00分の
間の6時間以上

岩手県宮古市

社会福祉主事または介
護支援専門員（必須）

商品管理、袋詰作業（工
場）

1人

工場（宮古市近内）の勤務になります。商品の発
注や管理業務、また商品（珍味や海草など）のビ
ン詰め・袋詰め作業などをしていただきます。長
期で勤めていただける方を希望します。


岩手県宮古市末広町７－
３０

有限会社　山口商
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

野菜栽培作業員

1人

野菜の収穫、袋詰め、草取り等の農作業。ホウレ
ンソウ、ミズナ、ブロッコリー、ニンジンなどを
扱っています。収穫、草取りは長時間しゃがんだ
状況での作業になります。＊雇用期間は６月１日
から１１月３０日を予定しています。

岩手県下閉伊郡山田町荒
川３地割８３番

いわき農園　岩城
創

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

事務補助

1人

展示墓石の清掃（１０墓石）、お客さま案内、事
務所内では請求書、見積書作成補助等を行いま
す。担当がおりますが、お客さまとの打合せ等で
不在が多くなりますので、その間は１名での仕事
となります。慣れてくれば給与計算も行っていた
だきます。電話対応、パソコン操作は予定してお

岩手県宮古市山口三丁目
１０－１９

株式会社　伊藤石
材

雇用期間の定めなし

又は 9時00分～15時00分の
間の4時間程度

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

ホール係　１０時～

1人

蛇の目本店（寿司店）にてホール係を募集しま
す。ご来店のお客様を席へ案内し注文を取り、料
理や飲み物を運びます。その他、レジ・電話応対
と後片付けや清掃等の作業があります。＊経験者
優遇・接客が好きな方歓迎します。★まかない付
です★

岩手県宮古市栄町２－８ 有限会社　蛇の目
本店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

     （5月29日時点の内容です）

　　５月２３日　から　５月２９日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　６月８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

◎ この求人情報は、発行日現在、有効中の求人を掲載しています。       ◎ 面接には、ハローワークの紹介状をご持参ください。 

◎ すでに、募集を締め切っている場合もありますので、ご注意ください。 

TEL 0193－63－8609 

ハローワーク 宮古 

宮古公共職業安定所 

◎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。 フルタイム ◎ この求人情報は、発行日現在、有効中の求人を掲載しています。       ◎ 面接には、ハローワークの紹介状をご持参ください。 

◎ すでに、募集を締め切っている場合もありますので、ご注意ください。 

TEL 0193－63－8609 

ハローワーク 宮古 

宮古公共職業安定所 

◎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。 パートタイム 

平成２９年６月１日発行  


