
交替制あり
(1) 7時00分～12時00分

780円～780円 (2)13時00分～18時00分
(3)17時00分～21時00分

パート労働者 不問 03010-17045571
交替制あり

1,000円～1,133円

パート労働者 不問 03010-16871971

720円～760円

パート労働者 不問 03030- 3063471
普通自動車免許一種

（通勤用）
1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 3069071

730円～800円

パート労働者 59歳以下 03030- 3049871

720円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 3052371
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～16時00分
750円～750円

パート労働者 不問 03030- 3044371
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～16時45分
985円～985円

パート労働者 不問 03030- 3036371

(1) 8時00分～14時00分
750円～800円 (2)16時00分～22時00分

パート労働者 不問 03020- 1621671

900円～1,150円

パート労働者 不問 10020-12712571
普通自動車免許一種

979円～1,144円

パート労働者 不問 03030- 3023871

716円～716円

パート労働者 不問 03030- 3025971

(1)23時00分～ 8時00分
730円～730円

パート労働者 18歳以上 03030- 3026171

(1) 8時30分～16時45分
1,526円～1,526円

普通自動車免許一種

パート労働者 不問 03030- 3028371

(1)17時00分～23時00分
800円～1,500円

パート労働者 18歳以上 03030- 3031871
普通自動車免許一種

(1) 9時00分～15時00分
750円～800円 (2)13時00分～18時00分

パート労働者 不問 03030- 3033971

1

     （7月14日時点の内容です）

　　７月１０日　から　７月１４日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　７月２７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
事業所名
求人番号

ドラッグストアでの販売
（岩手山田店）

2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。＊初心者でも大
歓迎です。丁寧に指導します。

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）

(4)13時00分～21時00分
岩手県下閉伊郡山田町

学習塾講師（宮古市）

2人

個別指導の学習塾での小・中・高校生への指導＊
１日１～２時間の短時間勤務でもＯＫですのでご
相談下さい。＊明光義塾は生徒が自ら考えを導き
出せるよう個別指導の授業を進めていくスタイル
の学習塾です。

岩手県盛岡市本宮３－３
４－８

株式会社　ＭＤＳ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は15時30分～21時30分の
間の3時間以上

岩手県宮古市

水産加工員

3人

イカ、鮭などの水産加工作業を行っていただきま
す。時期的に水揚げとなった魚を取り扱い、下処
理や箱詰め作業等を行います。経験がなくてもで
きる軽作業ですのでご応募ください。

岩手県宮古市藤原一丁目
５－９

有限会社　大井漁
業部　大印冷凍工
場雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）
又は 8時00分～17時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

指導員／赤前・津軽石・花
輪学童の家（短期）≪急募

3人

各学童の家において、児童（小学校低学年）の指
導、安全管理等を行います。児童と一緒に運動な
ども行います。児童数は１０名程度です。教員免
許、保育士資格お持ちの方は優遇します。就業時
間や勤務場所は相談可能です

岩手県宮古市赤前第３地
割１４－１１

社会福祉法人　慈
愛会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

又は 7時30分～18時30分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

加工及び販売

2人

豊間根工場で商品の加工と販売を行っていただき
ます。主にイカの塩辛・魚の干物・押し寿し等の
加工を行います。また店頭での販売（レジ・パッ
キング・包装等）、来客応対等もしていただきま
す。

岩手県下閉伊郡山田町中
央町７－６

有限会社　木村商
店

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

岩手県下閉伊郡山田町

エステティシャンアシスタ
ント

1人

アシスタントとしてエステティシャンの指導のも
と、脱毛、フェイシャルケア、エステ等の業務を
行っていただきます。その他、予約受付や電話対
応、会計、店舗内掃除等も行います。


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

配送担当≪急募≫

1人

マリンコープＤＯＲＡより市内いわて生協各店へ
の商品の配送業務をお願いします。マリンコープ
ＤＯＲＡ店内で商品の補充やリサイクル回収箱か
らの回収作業をして頂きます。ワゴン車での配送
となります。

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）

ワゴン車の運転経験者 岩手県宮古市

能力開発推進員（非常勤専
門職員）

1人

公共職業委託訓練にかかる業務全般を行います。
関連機関との打合せ、訓練受講者の就職に関して
の指導、パソコンを使用して書類作成等になりま
す。また宮古市、釜石市、遠野市の訓練校への出
張もあります。（自動車運転）

岩手県宮古市松山８地割
２９－３

岩手県立宮古高等
技術専門校

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

コンビニエンススタッフ
（山田町織笠店）パート

3人

＊売上情報を自動的に記録できるＰＯＳレジを使
用し、商品のバーコードを読み取って商品を販売
します。＊受入れ商品の検品、商品棚への品出
し、補充、陳列、商品の発注業務。＊簡単な
ファーストフーズの調理。＊宅配便の受付け、公

岩手県上閉伊郡大槌町小
鎚２７地割花輪田３番１

有限会社　たなか

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

パート／店舗スタッフ／宮
古店／３０１６　※急募

1人

主に次のような店舗内業務をお願いします。＊販
売業務（小物家電製品、理美容用品、調理家電な
ど）＊店内の各売り場でのレジ会計＊商品補充、
商品整理＊荷卸、倉庫整備、仕入れ伝票入力、そ
の他、店舗内の業務をお願いいたします。※土・

群馬県高崎市栄町１番１
号

株式会社　ヤマダ
電機

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は10時00分～21時00分の
間の7時間程度

岩手県宮古市

一般事務

1人

まちづくり事業。大川地域におけるまちづくり
（地域づくり）活動に係る一般事務業務を行いま
す。地域活動の企画・運営、自主防災の取組みに
係る支援活動、コミュニティタクシーの運営、そ
の他各種書類の作成、パソコンを使用してのデー

岩手県下閉伊郡岩泉町大
川字下町１１７番地４

おおかわむら地域
振興協議会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作できる方

又は 8時30分～17時30分の
間の6時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

調理員（田老店）

3人

おにぎり、お弁当、ファーストフードの調理をし
ていただきます。盛り付け、パッキング等もあり
ます。時間帯によって、ご飯を炊くなどの作業も
あります。食材の切り方や、レジ打ち業務はあり
ません。

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

又は 5時00分～14時00分の
間の3時間程度

岩手県宮古市

販売員（小本店）２３時～

1人

接客、レジ打ち、商品袋詰め、電話対応、品出
し、清掃、商品発注等、コンビニエンスストア内
の業務を行います。また、従業員への業務内容の
説明指導もしていただきます。深夜帯は２人体制
での業務です。深夜手当を別途支給いたします。

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

岩手県下閉伊郡岩泉町

介護保険相談員／介護保険
課（非常勤職員）

1人

宮古市役所介護保険課に勤務となります。介護
サービスの利用方法など、介護保険制度全般の各
種相談業務、その他付随する業務を担当していた
だきます。訪問の際には公用車使用となります。

岩手県宮古市新川町２－
１

宮古市役所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン（ワード・エクセ
ル）の操作ができる方

岩手県宮古市

社会福祉士、保健師ま
たは看護師（取得見込

み可）

ホール・調理補助

1人

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、レジ等を行います）厨房
内において調理の補助的作業（調理者の指示によ
り、野菜カットや調理の下ごしらえ、準備、盛付
け、飲み物作り、食器・調理器具の洗浄等を行い

岩手県宮古市大通１丁目
４ー１３　２Ｆ

大衆わいん酒場
のらくら

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売・撮影補助

1人

店内において写真プリントの受付、販売、スタジ
オ内外撮影補助、カメラ、写真用品販売を行いま
す。撮影機材の運搬や写真のお届け等、社用車に
て外出用務をお願いすることがあります。＊子供
が好きな方を歓迎します。

岩手県宮古市末広町７－
２８

有限会社　ヤマザ
キカメラ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

◎ 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７月２０日発行  


