
(1)13時00分～18時00分
762円～762円 (2)17時00分～21時00分

パート労働者 不問 03010-14946591
交替制あり

780円～850円

パート労働者 不問 03010-14755391
交替制あり
(1) 6時00分～10時00分

770円～800円 (2)20時00分～ 0時00分

パート労働者 不問 03020- 1207291
交替制あり
(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- 1208591
介護職員初任者研修
普通自動車免許ＡＴ
ホームヘルパー２級 1,100円～1,700円

パート労働者 不問 03030- 2216791

(1)17時00分～21時30分
856円～856円

パート労働者 不問 03030- 2217891

(1) 9時00分～15時30分
826円～826円

パート労働者 不問 03030- 2218291
変形（１年単位）

1,000円～1,200円

パート労働者 不問 03030- 2207491
変形（１年単位）

800円～900円

パート労働者 不問 03030- 2208791

(1)13時30分～18時30分
762円～800円 (2) 7時30分～18時30分

パート労働者 不問 03030- 2209891

(1) 8時30分～14時00分
765円～765円

パート労働者 不問 03030- 2210191

(1)14時30分～19時30分
800円～800円

パート労働者 不問 03030- 2191191
変形（１年単位）
(1) 8時00分～16時00分

800円～900円

パート労働者 不問 03030- 2192091
変形（１年単位）
(1) 8時00分～12時10分

800円～900円

パート労働者 不問 03030- 2193391
変形（１年単位）
(1)13時30分～18時30分

892円～953円

パート労働者 不問 03030- 2194691

(1)15時00分～19時00分
800円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 2197791

860円～860円

パート労働者 不問 03030- 2198891

(1)16時00分～21時00分
845円～845円

パート労働者 不問 03030- 2206991

1

ガソリンスタンド販売員／
１６時～

1人

ガソリンスタンドにおいて、下記の業務に従事し
ていただきます。

・車両誘導、窓拭き、ゴミ捨て
・給油業務、洗車の補助業務

岩手県宮古市築地２丁目
１－４

株式会社　菊長商
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

     （6月14日時点の内容です）

　　６月１０日　から　６月１４日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は　６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
（薬王堂岩手山田店）

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


岩手県紫波郡矢巾町大字
広宮沢第３地割４２６番
地

株式会社　薬王堂

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

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
ら）

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

雇用期間の定めなし

又は 9時00分～19時00分の
間の5時間

岩手県宮古市

コンビニエンススタッフ
（宮古本町店）パート

2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

コンビニエンススタッフ
（山田町織笠店）パート

2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

ホームヘルパー（地域ヘル
パー）「介護」

1人

市内に住む利用者様のご家庭を訪問します（訪問
件数は１日５～６件です）。以下の業務を行って
いただきます。
・食事、入浴、排泄の介助や炊事
・掃除、洗濯といった日常生活の手助け等

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 6時00分～19時00分の
間の1時間以上

岩手県宮古市

管理人（時間雇用職員）

1人

宮古市田老公民館に勤務となり、管理人業務をし
ていただきます。
・施設の夜間管理
・田老野球場の鍵の貸し出し及び回収
・利用者の受付業務

岩手県宮古市宮町一丁目
１－３０

宮古市役所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

生活支援員（非常勤）

1人

当センター内にある通所施設において、利用者
（障がいをお持ちの方）の日中活動に係る支援を
行います。
・造形活動、軽運動、創作活動等
おおよそ１５名ほどが通所されており、スタッフ

岩手県宮古市緑ヶ丘２番
３号

社会福祉法人若竹会
宮古圏域障害者支援
センター　はあとふ
るセンターみやこ

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（１）

6人

サンマの箱詰め業務に従事していただきます。
・力仕事あり（１５キロくらいの荷物の持ち運
び）
・ほか上記に付随する業務


岩手県宮古市藤原二丁目
５番１１

株式会社　佐々幸

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

水産加工員（２）

3人

サンマの箱詰め業務に従事していただきます。
・ほか上記に付随する業務

＊魚をさばく作業はありません。立ち仕事となり
ます。

岩手県宮古市藤原二丁目
５番１１

株式会社　佐々幸

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

学童の家補助員／宮古養護
学童の家

1人

宮古養護学童の家において、障がいのある小学校
１年生から高校３年生までの遊び・学習・生活の
指導を行っていただきます。
・約２０名の生徒に６名から７名での業務
＊放課後児童支援員の資格があれば尚可

岩手県宮古市保久田３－
２１

特定非営利活動法
人　宮古地区いき
いきワーキングセ
ンター

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

清掃員

2人

当ホテル客室（和室・和洋室）４１部屋の清掃を
８名で担当します。
・客室清掃業務全般
・布団敷き、上げ
・ベットメイキングなど付随する業務を担当

岩手県宮古市磯鶏一丁目
１－１８

有限会社ホテル近
江屋

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

販売員・チェッカー

1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

惣菜販売員（７Ｈ）

1人

山田インター店惣菜部門に配属となります。
・商品のパッケージ・値付け等の業務
・商品の陳列や補充等
・その他指示された業務など


岩手県下閉伊郡山田町山
田５－４１－１

株式会社　キクコ
ウストア　山田イ
ンター店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

惣菜販売員（短時間）

1人

山田インター店惣菜部門に配属となります。
・商品のパッケージ・値付け等の業務
・商品の陳列や補充等
・その他指示された業務など


岩手県下閉伊郡山田町山
田５－４１－１

株式会社　キクコ
ウストア　山田イ
ンター店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は 8時00分～17時10分の
間の4時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

放課後児童支援員（非常勤
職員）

1人

町内の放課後児童クラブにおいて、児童支援員と
して勤務していただきます。
・小学校の放課後と土曜日を含む学校休校日に児
童を預か　　り、安心と安全を確保しながら、児
童が遊び勉強し成長す　る環境づくりを行う業務

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
月以上）

又は 8時00分～18時30分の
間の9時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

保育士補助「保育」

1人

保育園において、下記業務を行います。
・園児の補助（１歳～６歳までのクラスの補助）
・担任の補助
担当クラスは現段階では未定です。
就業場所はご相談に応じます。

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
月以上）

岩手県宮古市

レジ担当／豊間根店

1人

びはんストア豊間根店に勤務となります。
・レジチェッカー、接客業務を担当
・雇用期間は１年毎の更新となります



岩手県下閉伊郡山田町中
央町５－６

びはん　株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 8時00分～21時00分の
間の6時間程度

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。 

◎ 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 

令和元年６月２０日発行  



850円～900円

パート労働者 18歳以上 03030- 2199291

(1) 6時00分～ 9時00分
850円～900円 (2)20時00分～ 2時00分

パート労働者 60歳以上 03030- 2200291

(1) 6時00分～ 9時00分
850円～900円

パート労働者 不問 03030- 2201591

(1)22時00分～ 2時00分
850円～900円

パート労働者 18歳以上 03030- 2203091

(1) 8時00分～15時00分
770円～770円

パート労働者 不問 03030- 2176091

(1) 8時30分～16時30分
840円～840円

パート労働者 59歳以下 03030- 2177391

800円～800円

パート労働者 不問 03030- 2181291

(1) 8時30分～16時30分
900円～950円

パート労働者 不問 03100- 1633591

(1) 9時00分～15時00分
850円～1,200円

パート労働者 不問 04010-39349091
普通自動車免許一種
普通自動車免許ＡＴ (1) 9時00分～12時00分

800円～800円

パート労働者 不問 03010-15121491

(1)10時05分～16時00分
800円～800円

有期派遣パート 不問 03010-15143191

(1) 8時15分～12時15分
850円～950円

パート労働者 不問 03030- 2219591
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- 2220391
普通自動車免許ＡＴ
普通自動車免許一種 (1) 9時00分～15時00分

780円～800円

パート労働者 不問 03030- 2221691

(1)18時30分～22時30分
850円～850円

パート労働者 18歳以上 03030- 2222991

(1)15時30分～22時30分
810円～860円

パート労働者 18歳以上 03030- 2223491

2

販売員（１日６時間）

1人

医薬品、化粧品、雑貨等を取り扱う店舗にて販売
に係る業務を行っていただきます。
・レジ打ち
・接客
・品出し

岩手県宮古市磯鶏石崎２
－１２

株式会社　ツルハ
ドラッグ　磯鶏店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員（１日４時間）

1人

医薬品、化粧品、雑貨等を取り扱う店舗にて販売
に係る業務を行っていただきます。
・レジ打ち
・接客
・品出し

岩手県宮古市磯鶏石崎２
－１２

株式会社　ツルハ
ドラッグ　磯鶏店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務員

1人

主に売上げの事務を担当していただきます。
・パソコン入力や請求書作成
・電話、来客対応など

＊外出用務をお願いする場合があります。社用車

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－５１－６

マルヨ産業運送
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

職業指導員

2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

看護助手・補助　「看護」

1人

当クリニックにおいて、看護助手業務を担当して
いただきます。
・診察材料の準備、整理
・看護師の仕事の補助
・その他付随する業務

岩手県宮古市保久田４－
７

佐藤雅夫クリニッ
ク

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

データ入力（宮古市）

1人

＊派遣先事業所において、次の業務を行っていた
だきます。

・生産に関するデータをパソコンに入力する。
（生産数、稼働時間等）

岩手県盛岡市向中野３丁
目１８番２０号　２Ｆ
アクエリアスビル

株式会社　エムア
ンドエム　盛岡営
業所雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）
パソコンの基本操作（入

力）ができる方
岩手県宮古市

清掃（岩泉町）

2人

現場宿舎における清掃業務を行っていただきま
す。
・風呂、トイレ、食堂等共有スペースの掃除、ゴ
ミ捨て
・その他、上記に付随する業務および指示された

岩手県盛岡市北飯岡二丁
目４番１号

株式会社　岩手マ
イタック

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

一般事務［下閉伊郡岩泉
町］

1人

・公的機関への申請書類作成
・伝票整理（生コン、資材、マニフェスト、検査
資料）
・車両ダンプ、伝票チェック（距離と運転手、台
数等）

宮城県仙台市青葉区本町
２丁目１０番３３号　第
二日本オフィスビル８階

株式会社　勝己興
業　東北支店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

草取り作業員

10人

◆宮古市内にて、請負先現場の環境維持を目的と
した草取り　作業を行っていただきます。

・機械は使用しません。手先の作業になります。
　（屋外作業となります）。

岩手県久慈市田屋町１－
３０－１０

大内田建設　有限
会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

お弁当の調理・販売

1人

ほっかほっか亭宮町店にて
お弁当の調理、販売及び接客をしていただきま
す。
・食材の下処理、調理、盛り付け、レジ、接客等
・普通免許（ＡＴ限定可）をお持ちの方は配達の

岩手県宮古市西ケ丘四Ｔ
目１３一９

株式会社　ばんど
う

雇用期間の定めなし

又は 7時00分～21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。主に下記の業務を行って
いただきます。
・商品の陳列、品出し
・商品のレジ会計および接客業務

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

いちごの収穫、手入れ、選
果作業

1人

夏秋いちごの収穫作業、花摘み、葉かきなどの手
入れ作業に従事していただきます。
・収穫したいちごのサイズ、規格などの選果作業
・高設栽培なので立ち作業となります
・ハウス内の暑い中での作業となります

岩手県宮古市津軽石第１
１地割１２７－１

夏いちご

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

洗い場担当

1人

マクドナルド１０６宮古店において、洗い場作業
を担当していただきます。
・使用した調理器具の洗浄殺菌作業
・厨房内の清掃や片付け作業等　　


岩手県宮古市宮町１－１
－３８

ヒロフーズ株式会
社　マクドナルド
１０６宮古店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

原材料の搬入作業

1人

マクドナルド１０６宮古店において、原材料の搬
入作業を　担当していただきます。
・店舗で使用する冷凍品・冷蔵品・一般品の搬入
作業
＊搬入した原材料の消費期管理の為のローテー

岩手県宮古市宮町１－１
－３８

ヒロフーズ株式会
社　マクドナルド
１０６宮古店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

ハンバーガー類の製造・販
売【シニア】

5人

【販売】・お客様の注文の承りとお会計
　　　　・注文品を取り揃えてお渡し
　　　　・客席、トレイの清掃
　　　　・ハンバーガーの販売、接客
　　　　・ピーク時に備えるための仕込み、準備

岩手県宮古市宮町１－１
－３８

ヒロフーズ株式会
社　マクドナルド
１０６宮古店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

ハンバーガー類の製造・販
売

3人

【販売】・お客様の注文の承りとお会計
　　　　・注文品を取り揃えてお渡し
　　　　・客席、トレイの清掃
　　　　・ハンバーガーの販売、接客
　　　　・ピーク時に備えるための仕込み、準備

岩手県宮古市宮町１－１
－３８

ヒロフーズ株式会
社　マクドナルド
１０６宮古店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は 6時00分～ 2時00分の
間の3時間以上

岩手県宮古市


