
普通自動車免許ＡＴ
普通自動車免許一種 (1) 8時30分～17時30分

800円～1,150円

パート労働者 不問 03010-20890291
交替制あり
(1) 8時30分～13時30分

830円～880円 (2) 8時30分～14時30分
(3) 8時30分～17時15分

パート労働者 不問 03010-20920891
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時15分
774円～774円

パート労働者 不問 03030- 2955291

(1) 8時00分～15時00分
800円～800円 (2)10時00分～18時00分

(3)13時00分～18時00分

パート労働者 不問 03030- 2956591

(1) 8時00分～15時00分
800円～800円 (2) 8時00分～12時00分

パート労働者 不問 03030- 2958091

(1)17時00分～21時30分
830円～830円 (2)16時00分～21時30分

パート労働者 不問 03030- 2959391

(1) 8時30分～13時00分
800円～800円 (2) 7時30分～13時00分

パート労働者 不問 03030- 2960791
普通自動車免許一種

(1) 6時00分～12時00分
800円～800円

パート労働者 不問 03030- 2964191

(1)16時00分～21時00分
867円～867円

パート労働者 不問 02020-12920691

(1) 7時00分～11時00分
887円～887円

パート労働者 不問 02020-12921991

(1) 9時00分～16時00分
770円～770円

パート労働者 不問 03030- 2941391

(1) 9時00分～15時00分
762円～822円

パート労働者 不問 03030- 2942691

850円～850円

パート労働者 不問 03030- 2939291

(1) 8時00分～16時00分
830円～830円

パート労働者 不問 03010-20731691

1

惣菜売り場スタッフ（マリ
ンコープドラ）

1人

マリンコープドラで、惣菜売り場を担当するお仕
事です。
（利用増加に伴う増員です）
１．弁当・寿司・揚げ物などの製造
２．売り場への商品陳列、手直し

岩手県滝沢市土沢２２０
－３

いわて生活協同組
合

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

一般・経理事務

1人

一般事務及び経理事務全般を行っていただきま
す。
・台帳記録・整理業務（専用ソフト有）
・電話対応、来客対応
・その他付随する業務

岩手県宮古市藤の川１３
番２３号

宮古環境管理株式
会社

雇用期間の定めなし

又は 8時30分～17時00分の
間の4時間

岩手県宮古市

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作のできる方
事務経験のある方

クリンクルー（９時～１５
時）

1人

建物清掃全般を行います。
・掃き掃除、拭き掃除、備品の交換、ごみの回収
などを行い　ます。
・就業場所により、直行直帰または事務所に集合
して移動と　なります。

岩手県宮古市田の神二丁
目３－１１

株式会社　サンズ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

電子機器の組立作業員

2人

センサーの組立業務に従事していただきます。
・手作業でプラスチックケースに部品を取り付け
る作業
簡単な作業から行っていただきますので、未経験
の方も安心してご応募下さい。

岩手県宮古市大字津軽石
１９－１８

有限会社宮町電子

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

食肉【ファル磯鶏店】７時
～１１時（４時間）

1人

食肉加工販売業務全般
・食肉のカット、加工
・パック作業及び値付け
・商品の品出し及び陳列
・その他付随する業務

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

グローサリー【ファル磯鶏
店】

1人

グローサリー販売業務全般
・グローサリー（お菓子、ペット飲料、雑貨な
ど）の
　品だしおよび陳列
・その他付随する業務

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

青果物袋詰兼配達員

1人

青果物の袋詰兼配達業務を行っていただきます。
・６時３０分頃からトラックで野菜・果実等入荷
物の
　荷下ろし
・７時３０分頃からセリ競売、終了後地物野菜を

岩手県宮古市宮町３丁目
１０－４８

宮古地方卸売市場
株式会社　宮古青
果雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

農産担当／コープ西ケ丘店

1人

農産業務全般に従事していただきます。
○野菜・果物の商品化、陳列、発注作業
○レジ業務の応援
（バーコード読込み、レジスター操作、商品代金
の精算、

岩手県宮古市西ヶ丘１丁
目６－１

いわて生活協同組
合　コープ西ヶ丘
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

レジ担当／コープ西ケ丘店

2人

レジ接客業務全般に従事していただきます。
・バーコード読込み、レジスター操作、商品代金
の精算
・組合員カードの読込み、レジ袋の確認、配布、
エコバック　への商品袋詰めなど

岩手県宮古市西ヶ丘１丁
目６－１

いわて生活協同組
合　コープ西ヶ丘
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

農産係

1人

農産部門での果物・野菜の商品づくりを行いま
す。
・規格に合わせて、果物や野菜の計量
・カット作業、袋詰め、パック詰め
・品質、温度管理、値段ラベル貼り

岩手県宮古市田の神２－
２－３０

いわて生活協同組
合　ベルフ西町店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

グロサリ係＜ベルフ魚菜市
場＞

1人

グロサリ部門での業務になります。
・食品やお菓子、飲料、雑貨等の商品を取り扱い
・商品の補充、陳列、発注
・その他清掃などの付帯業務


岩手県宮古市田の神２－
２－３０

いわて生活協同組
合　ベルフ西町店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

母子福祉資金等償還協力員
（非常勤嘱託員）

1人

福祉課において以下の業務を行います。
・母子・寡婦福祉資金の借受者に対する当該資金
の償還計画　策定の指導
・償還の督促
・償還金の徴収

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）

パソコン操作（エクセル・
ワード）が出来ること 岩手県宮古市

医療事務（宮古市）

2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

【受付業務】
　◇患者様と最初に出会う〈医療機関の顔〉です

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
月以上）

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

就労準備支援員（沿岸地
域）

1人

沿岸地域における就労に向けて、様々な困難を抱
えている方への相談・キャリア支援を行います。

＊地域：山田町、田野畑村、岩泉町、大槌町、住
田町等

岩手県盛岡市大通３丁目
２番８号　岩手金属工業
会館３Ｆ

キャリアバンク
株式会社　盛岡オ
フィス雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

（相談業務経験者尚可） 岩手県宮古市　他

     （8月30日時点の内容です）

　　８月２７日　から　８月３０日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は　９月１２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 

令和元年９月５日発行  


