
普通自動車免許ＡＴ
危険物取扱者（乙種） (1)22時00分～ 7時00分

765円～850円

パート労働者 18歳以上 03030-  351991

(1) 9時00分～13時30分
780円～800円

パート労働者 不問 03030-  356591

(1) 6時00分～ 9時00分
800円～800円 (2)17時00分～20時00分

パート労働者 不問 03030-  357191
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～16時00分

雇用期間の定めなし 770円～770円

パート労働者 不問 03030-  341391
普通自動車免許ＡＴ

1,215円～1,215円

パート労働者 不問 03030-  344491

(1) 6時00分～10時00分
935円～935円

有期派遣パート 不問 03060-  736291
交替制あり
(1) 9時00分～16時00分

765円～765円 (2) 9時00分～16時30分

パート労働者 不問 03010- 2701691
交替制あり

雇用期間の定めなし 762円～830円

パート労働者 不問 03010- 2649991
交替制あり
(1) 7時30分～15時30分

830円～880円 (2) 7時30分～11時00分
(3) 7時30分～16時30分

パート労働者 不問 03010- 2659791

(1)17時00分～22時00分
873円～873円

パート労働者 不問 02020- 1704991
交替制あり

雇用期間の定めなし 900円～1,200円

パート労働者 不問 03010- 2971491

(1) 9時00分～15時00分
762円～762円

パート労働者 不問 03030-  408491

(1) 7時00分～12時00分
雇用期間の定めなし 850円～850円 (2)15時00分～19時00分

パート労働者 不問 03030-  418891

800円～900円

パート労働者 不問 03030-  421391
変形（１年単位）
(1) 9時00分～15時00分

800円～900円

パート労働者 不問 03030-  429191

900円～900円

パート労働者 不問 03030-  453091
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時15分
1,174円～1,174円

パート労働者 不問 03030-  466791
交替制あり
(1) 6時00分～ 9時00分

800円～800円 (2)22時00分～ 6時00分

パート労働者 18歳以上 03030-  470391
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-  481491

(1) 6時00分～10時00分
雇用期間の定めなし 800円～800円

パート労働者 不問 03030-  485591
1

医療事務（宮古市）

1人

請負先の医療機関にて以下の医事業務全般を行い
ます。
【物品搬送供給業務】
　診療に使う薬品のオーダーの指示を受け

岩手県盛岡市盛岡駅西通
２－９－１　マリオスビ
ル　１２Ｆ

株式会社　ニチイ
学館　盛岡支店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 岩手県宮古市

ホールスタッフ（スカイ
ルームパブロ宮古店）

2人

ファミリーレストランにおける接客業務
＜主な作業＞
　・お客様の席案内
　　（お客様とコミュニケーションをとりなが

岩手県盛岡市津志田１５
地割２７－４

株式会社　田畑産
業　パブロ

又は 9時00分～19時00分
の間の5時間

岩手県宮古市

清掃員（岩泉町）

1人

請負先事業所（ふれんどりー岩泉）において、施
設内の掃き拭き清掃業務。
・施設内、廊下、階段の清掃
・トイレ清掃（女子トイレ清掃あり）

岩手県盛岡市上ノ橋町８
－８

第一商事　株式会
社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 岩手県下閉伊郡岩泉町

レジ、接客（宮古市）

1人

・スーパー店内でのレジ、接客業務
・お買物商品のレジ打ち、包装業務
・お客様への店内案内
・その他、レジ接客業務全般

岩手県奥州市水沢字多賀
９０－３

株式会社　ＳＴＡ
ＧＥＵＰ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 岩手県宮古市

港湾管理専門員／宮古土木
センター

1人

・港湾巡回点検による藤原埠頭の一般利用者の安
全確保
・不適切使用の防止
・施設不具合への対応
・岸壁使用に係る事務

岩手県宮古市五月町１番
２０号　宮古地区合同庁
舎内

岩手県沿岸広域振
興局

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン入力（ワード・
エクセル）操作

又は 8時30分～17時15分
の間の5時間程度

岩手県宮古市

惣菜部門

1人

惣菜部門において調理業務に従事していただきま
す。
・お弁当やおにぎり、日替わりのおかずなど
・調理後は盛り付け、パック詰め、値段付け、品

岩手県宮古市栄町３－３
５

有限会社　ミナッ
ク（宮ビル）

岩手県宮古市

セルフガソリンスタンドス
タッフ

6人

新規店舗オープン（山田中央団地前に４月オープ
ン予定）に伴いセルフガソリンスタンドのスタッ
フを募集いたします。
・給油と代金清算の監視
・構内の清掃

岩手県下閉伊郡山田町中
央町５－６

尾半商事　有限会
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

販売員《急募》

1人

紳士服、婦人服、子供服、肌着、寝具等を総合的
に接客販売していただきます。
・その他、レジ作業
・商品の陳列、商品の整理、各売場の在庫管理
・店内の清掃等の業務

岩手県宮古市末広町２－
８

有限会社　高幸洋
品店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

セルフスタンド監視員（夜
勤）／河南給油所

1人

河南給油所において、セルフスタンド監視員の仕
事を行っていただきます。
・セルフサービス式ガソリンスタンドにおけるお
客様の給油　と代金精算の監視
・スタンド構内の清掃作業

岩手県宮古市茂市９－３
－６

株式会社　角登商
店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

     （2月1日時点の内容です）

　　１月２９日　から　２月１日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は　２月１４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

レジ【ファル磯鶏店】
１７時～２２時（５時間）

1人

レジ業務全般
・レジカウンターにおいての接客
・ＰＯＳシステムを利用してのレジ業務
・包装

青森県八戸市大字長苗代
字前田８３－１

株式会社　ユニ
バース

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 岩手県宮古市

建設業仮設足場工事の作業
員（宮古営業所）「建設」

5人

＊足場シート貼り等
＊社内での雑務、現場での写真撮り、採寸等
＊その他、上記に関連する業務


岩手県盛岡市津志田２７
地割３７番地１５

有限会社　新鋭

又は 8時00分～17時00分
の間の4時間

岩手県宮古市

加工従業員（パート）

3人

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

岩手県宮古市田老三丁目
２番１号

田老町漁業協同組
合（加工場）

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

ガソリンスタンド販売員

1人

ガソリンスタンド店におけるお客様への応対、
サービス
・車両の誘導、給油、洗車、窓ふき、会計
・その他付随する業務

岩手県宮古市根市２－３
３－２

株式会社丸光商事

岩手県宮古市

銀行事務

2人

岩手銀行岩泉支店における銀行事務
・銀行後方事務、その他付随する業務

＊担当業務、金融機関勤務経験等により時間給を

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字太田３５

株式会社　岩手銀
行　岩泉支店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 又は 9時00分～17時00分

の間の5時間程度
岩手県下閉伊郡岩泉町

木材加工

1人

マンションの建築内装工事で使用する造作材の生
産部所において、木材加工の業務に従事していた
だきます。
・機械への材料搬入
・化粧シート貼り作業

岩手県宮古市大字田鎖１
地割６番１

丸石商事株式会社
宮古工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

商品企画、販売

1人

宮古駅に新規オープンするケーキやクッキーなど
を販売するパティスリーで新商品を一緒に楽しく
作ったりご来店されるお客様に楽しく接客してい
ただく仕事です。
専門のパティシエがいますのでケーキやお菓子作

岩手県宮古市田老字小堀
内１９－１５

しあわせ乳業　株
式会社

雇用期間の定めなし

又は 9時00分～20時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

調査員／林務室

1人

宮古農林振興センター林務室の勤務となります。
・山に枯れているアカマツ（松くい虫被害木）や
ナラ（ナラ　枯れ被害木）が無いかの調査
・木材加工場を巡回し、アカマツ丸太の入荷状況
点検

岩手県宮古市五月町１番
２０号　宮古地区合同庁
舎内

岩手県沿岸広域振
興局

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン（エクセル）の
操作ができる方 岩手県宮古市

販売員／セブンイレブン山
田中央店　≪急募≫

2人

・店内販売（接客・レジ業務）
・商品陳列、商品補充
・発注、フード調理、店内外清掃

アルバイトや副業希望の方も歓迎します。

岩手県下閉伊郡山田町中
央町５一６

株式会社　びはん
センター

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

朝食スタッフ

1人

食堂で朝食を担当します。前日に朝食希望の人数
が分かります。
＊宿泊したお客様（１５～１６）の朝食配膳（お
膳）

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

岩手県下閉伊郡山田町

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

◎ 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 
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