
普通自動車免許二種 交替制あり
(1)20時00分～ 3時00分

1,000円～1,000円 (2)21時00分～ 4時00分

パート労働者 18歳以上 03030- 4117881

(1) 9時30分～16時00分
880円～900円

パート労働者 不問 03030- 4118281

(1) 9時30分～16時00分
880円～900円 (2) 9時00分～15時30分

(3) 9時00分～16時30分

パート労働者 不問 03030- 4119181

(1) 8時00分～13時00分
800円～800円 (2)10時00分～15時00分

パート労働者 不問 03030- 4122581

(1)13時00分～17時00分
780円～780円 (2)10時00分～14時00分

パート労働者 不問 03030- 4123481

(1)16時00分～21時00分
800円～800円

パート労働者 不問 03030- 4109781

(1)17時30分～23時00分
900円～900円

パート労働者 18歳以上 03030- 4116781
普通自動車免許一種

(1) 9時00分～15時30分
800円～800円 (2) 9時00分～12時00分

パート労働者 64歳以下 03030- 4104381

(1)12時30分～20時00分
765円～800円 (2)15時30分～20時00分

パート労働者 不問 03030- 4105681
普通自動車免許ＡＴ

900円～900円

パート労働者 59歳以下 03030- 4107581

(1) 9時00分～16時00分
892円～892円

パート労働者 不問 03030- 4093581

(1) 9時00分～14時00分
765円～800円 (2)15時00分～19時30分

パート労働者 不問 03030- 4097281

1,500円～2,400円

パート労働者 不問 03010-28664881

(1) 8時00分～14時00分
770円～800円 (2)16時00分～22時00分

パート労働者 不問 03020- 2358281

(1) 8時00分～14時00分
770円～800円 (2)16時00分～22時00分

パート労働者 不問 03020- 2359181

1

コンビニエンススタッフ
（山田町織笠店）パート

1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、

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

コンビニエンススタッフ
（宮古本町店）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、

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

岩手県宮古市

家庭教師（宮古市）

3人

小学生・中学生・高校生・浪人生への学習指導　
　１日２時間の指導
　小学生は主に国語・算数
　中学生・高校生・浪人生は数学・英語が中心と
なります。

岩手県盛岡市上田２丁目
２０－２０　サンヴィ
レッジ上田　２０１

学生家庭教師会
盛岡

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は16時00分～22時00分
の間の2時間程度

岩手県宮古市

販売員・チェッカー

2人

スーパーマーケット玉木屋においてレジチェッ
カー係を担当していただきます。
・接客、レジ業務
・商品の品出し
・店舗内の清掃作業など　

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

岩手県宮古市

被災者再建支援員

1人

住宅再建に係る各種支援金・補助金の申請業務等
に従事
・申請漏れの点検作業
・申請勧奨
・住宅再建意向の確認と相談支援

岩手県下閉伊郡山田町八
幡町３－２０

山田町役場

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

パソコン操作（ワード・
エクセル）ができる方 岩手県下閉伊郡山田町

建設機械洗車スタッフ

1人

建設機械の入出庫及び清掃業務を担当していただ
きます。
・取り扱う建設機械の倉庫内における入出庫管理
業務
・洗車場におけるレンタル商品や建設機械等の清

岩手県下閉伊郡岩泉町袰
綿字浦場２０－３

株式会社ワキタ
岩泉営業所

雇用期間の定めなし

又は 8時30分～17時30分
の間の7時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

販売員

1人

ベビー、子供用品の販売に関する仕事です。
・レジ作業、接客、電話応対
・荷受け、荷出し作業
・商品整理、商品陳列
・店内の清掃（床のモップ掛けやトイレ清掃）

岩手県宮古市南町１２番
２０号

株式会社　西松屋
チェーン

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

職業指導員

1人

知的障がい者や身体障がい者、精神障がい者であ
る利用者への指導業務に従事
・各家庭へのチラシ配り、リサイクル回収
（１日１００件前後の家庭をワゴン車で一緒に周
ります）

岩手県下閉伊郡山田町山
田１６－９－１０

社会福祉法人やま
だ共生会やまだ共
生作業所雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

ホール係

1人

・ホールでの接客
・会計業務
・洗い場での食器洗浄
・お客様退席後の片付け
・簡単なドリンク等作成、提供

岩手県下閉伊郡山田町川
向町７－１５

三陸沖縄居酒屋
しおさい

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

厨房及びホール（宮古店）
１６時～

1人

宝介宮古店での業務となります。
・接客業務（席へのご案内、注文の受付、配膳、
下膳）
・厨房で盛り付けなどの調理補助
・店内の清掃、食器・調理器の洗い物、その他付

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

クリンクルー（磯鶏沖）

1人

請負先の館内外の清掃全般に従事していただきま
す。
・男女トイレ掃除
・玄関掃除
・フロアーの掃除（モップ掛け）

岩手県宮古市長町１丁目
９－１７

リアス環境管理
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

サービススタッフ

1人

山田町にある宿泊兼日帰り温泉施設「うみねこ温
泉湯らっくす」において、管内清掃業務を行って
いただきます。
・浴槽の清掃（午前８時頃よりブラシを使用して
の清掃）

岩手県下閉伊郡山田町川
向町１０－５

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

岩手県下閉伊郡山田町

データ入力・一般事務／個
人課税部門

7人

当税務署の個人課税部門において、税金の申告及
び納付関係を中心とした事務を担当していただき
ます。
・主な担当業務は、各種書類整理等の一般事務、
・申告書等のデータ入力

岩手県宮古市小山田一丁
目１－１　宮古合同庁舎

宮古税務署

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

パソコン操作（ワー
ド、エクセル等の一般
的な入力等ができる程

度）
高校卒業程度の知識を

有する方

データ入力・一般事務／管
理運営・徴収部門

10人

当税務署の管理運営・徴収部門において、税金の
申告・納付関係を中心とした事務を担当していた
だきます。
・主な担当業務は、各種書類整理等の一般事務
・申告書等のデータ入力、その他指示された業務

岩手県宮古市小山田一丁
目１－１　宮古合同庁舎

宮古税務署

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

パソコン操作（ワー
ド、エクセル等の一般
的な入力等ができる程

度）
高校卒業程度の知識を

有する方

事業所名
求人番号

運転手（運転代行）

1人

運転代行業務全般に従事していただきます
・お客様の自動車を代行運転して、お客様指定の
駐車場または車庫まで自動車を届ける業務および
随伴車の運転業務
・業務日誌の記録、随伴車の洗車及び清掃

岩手県宮古市磯鶏沖１０
－７（現所在地：宮古市
実田１丁目４－３３）

株式会社元気交通

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

     （11月26日時点の内容です）

　　１１月２０日　から　１１月２６日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は　１２月６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。 

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 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。 

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 パートタイム 

平成３０年１１月２９日発


