
普通自動車免許一種
(1) 8時30分～14時30分

800円～800円

パート労働者 不問 03030- 4274691
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～13時00分

820円～820円 (2)13時00分～17時00分

パート労働者 不問 03030- 4278891

906円～1,136円

パート労働者 不問 03030- 4268491
普通自動車免許ＡＴ

820円～1,053円

パート労働者 不問 03030- 4269791

848円～1,089円

パート労働者 不問 03030- 4270591

(1)16時00分～22時00分

800円～900円

パート労働者 不問 03030- 4265391
交替制あり

800円～1,000円

パート労働者 不問 03010-29682991
交替制あり
(1) 5時00分～14時00分

800円～1,000円 (2)10時30分～19時30分

パート労働者 不問 03010-29635791

(1)13時30分～19時00分

800円～1,000円

パート労働者 不問 03010-29636891

(1)18時00分～19時30分

900円～1,000円

パート労働者 不問 03010-29637291

850円～1,000円

パート労働者 不問 03060- 7710691
変形（１年単位）
(1) 8時30分～15時00分

850円～850円

パート労働者 不問 02020-18515391

(1) 7時30分～ 9時00分

1,827円～2,000円 (2) 9時15分～10時30分
(3)18時10分～19時15分

パート労働者 不問 03010-29546491

(1) 8時30分～17時30分

1,250円～1,250円

パート労働者 不問 03030- 4258691

(1) 9時30分～17時00分

1,130円～1,276円

パート労働者 不問 03030- 4261291

800円～800円

パート労働者 不問 03030- 4263191
保育士

子育て支援員認定証 (1) 8時30分～13時00分

900円～1,000円 (2)13時00分～17時30分

パート労働者 不問 03030- 4241491
調理師

(1) 9時00分～13時00分

800円～900円

パート労働者 不問 03030- 4242791
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     （12月16日時点の内容です）

　　１２月９日　から　１２月１６日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は１２月２６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

水産加工員

2人

びはん水産加工場において、魚の加工・製造業務
に従事していただきます。
・山田魚市場で水揚げされた鮮魚を調理し、塩
辛・新巻・いくら・塩うに等の水産加工品の製造
を担当します。

岩手県下閉伊郡山田町中
央町５－６

株式会社　びはん
コーポレーション

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

一般・経理事務

1人

一般事務及び経理事務を行っていただきます。
・帳簿の記帳、入力（会計ソフト使用）
・試算表作成、決算事務
・給与計算
・伝票整理、請求書作成

岩手県宮古市南町１２ー
１７

有限会社　坂兼商
店

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード・エ
クセル） 岩手県宮古市

登記事務員（会計年度任用
職員）

2人

盛岡地方法務局宮古支局に申請する業務に従事し
ていただきます。
・不動産登記法に基づく登記嘱託書を作成
・パソコン（ワード・エクセル）を使用しての文
書作成等

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字松橋２４－３

沿岸広域振興局
土木部　岩泉土木
センター雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
パソコン操作（ワード・エ

クセル）のできる方
又は 8時30分～17時15分の
間の6時間

岩手県下閉伊郡岩泉町

河川管理補助員（会計年度
任用職員）

1人

県管理河川の河川管理補助事務に従事していただ
きます。
・公用車を運転し河川の巡視と違反是正
・河川管理施設の危険個所発見等の業務
・その他巡視日誌、公用車運転記録等をパソコン

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字松橋２４－３

沿岸広域振興局
土木部　岩泉土木
センター雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は 8時30分～17時15分の
間の6時間程度 岩手県下閉伊郡岩泉町

用務員（会計年度任用職
員）

1人

合同庁舎の整備保守に従事します。
・湯沸器の点検
・電気水道及びガス整備保守管理
・庁舎内及び宿舎の保守点検等

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字松橋２４－３

沿岸広域振興局
土木部　岩泉土木
センター雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は 8時30分～17時15分の
間の6時間程度 岩手県下閉伊郡岩泉町

フロント及び接客サービス

1人

以下の業務を行っていただきます。
・フロントでの会計及びチェックイン・チェック
アウト時の対応
・接客対応全般（お客様とのコミュニケーション
対応及びお茶出しなど）

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）

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作のできる方 岩手県宮古市

理美容アシスタント（宮古
市）

1人

理容・美容クイックにおいて、業務全般のアシス
タントをしていただきます。
・シャンプー・顔そり・カラー等アシスタント、
雑務等


岩手県盛岡市西松園４丁
目２６－１４　

株式会社　クォー
ル

雇用期間の定めなし

又は 9時00分～18時30分の
間の2時間以上 岩手県宮古市

調理員（宮古市）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと
　入院患者様への食事提供業務

　調理、盛付、食事洗浄など
　厨房内業務全般

岩手県盛岡市大通３丁目
３番１０号　七十七日生
盛岡ビル　９階

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

調理員（山田町）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと
　利用者様への食事提供業務
　調理、盛付、食器洗浄等
　厨房内業務全般
　

岩手県盛岡市大通３丁目
３番１０号　七十七日生
盛岡ビル　９階

日清医療食品　株
式会社　北東北支
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

洗浄員（岩泉町）

1人

請負先事業所において、洗浄業務を行っていただ
きます。
下膳、食器洗浄（一部食器洗浄機使用）
調理器具洗浄、シンク周辺の清掃など


岩手県盛岡市大通３丁目
３番１０号　七十七日生
盛岡ビル　９階

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

洗車スタッフ（宮古営業
所）

1人

当社保有の建設機械や自動車、プレハブハウス、
トイレ等の
清掃作業をしていただきます。
簡単な業務です。


岩手県奥州市水沢工業団
地１丁目５

株式会社　セント
ラル

雇用期間の定めなし

又は 8時00分～17時30分の
間の4時間以上 岩手県宮古市

一般事務【宮古市】

1人

・伝票処理（起票、入力）及び電話応対
・来客応対、コンピュータ入力、在庫確認
・営業サポート事務
・郵便物処理
・その他庶務関係　など

青森県八戸市北インター
工業団地４丁目２番７号

東北容器工業株式
会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

事務経験者
パソコン操作（ワード・エ

クセル）ができる方

チラシの配布業務（宮古
市）

1人

県立宮古短大校門前にて、以下の業務を行ってい
ただきます。
≪チラシ配布業務≫
・センター受験者に対し住宅情報誌の配布を行
う。

岩手県盛岡市盛岡駅前通
９－１０　丸善ビル　１
階

株式会社　ジェイ・
エス・ビー・ネット
ワーク　ｕｎｉＬｉ
ｆｅ盛岡店

日雇

岩手県宮古市

販売員（１／１～１／３）

1人

福袋の販売のみの仕事です。
・難しい事はありません。来店されるお客様への
年始の挨拶や、お客様の購入された福袋をレジま
でお持ちします。
・毎年、未経験の方も働いて頂いております。

岩手県宮古市宮町４－４
－１１

青山商事株式会社
（洋服の青山　宮
古店）雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県宮古市

一般相談員（雇用保険相談
員）

1人

○毎月勤労統計調査に係る追加給付支給対象者か
らの問い合わせ対応
○上記対象者に係るシステム処理及び進捗管理
○雇用保険被保険者に係る各種届出に関する相談
及び事務処理

岩手県宮古市小山田一丁
目１－１　宮古合同庁舎
１階

宮古公共職業安定
所（ハローワーク
宮古）雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）
職務遂行に必要な熱意と見

識を有すること
岩手県宮古市

パソコン操作ができること
（ワード・エクセル）

インストラクター補助／土
日勤務

1人

パソコンのインストラクターの補助に従事
・ワード、エクセル、パワーポイントなどのパソ
コンの操作説明
・受講者などのデータ入力等の事務作業
・講座の運営補助

岩手県宮古市栄町３－３
５
キャトル宮古４階

ＹＥＳネットワー
ク三陸　株式会社

雇用期間の定めなし

又は 9時30分～18時30分の
間の6時間程度 岩手県宮古市

パソコン（ワード・エクセ
ル）基本操作ができる方

保育士　「保育」

1人

家庭的保育事業所での保育業務を担当していただ
きます。
・７ヶ月～３歳までの５名の保育
・食事、排せつ、お昼寝、着替え等のお世話
・保育日誌等、報告・連絡書作成

岩手県宮古市実田１丁目
３－１６

特定非営利活動法
人　輝きの和

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

調理師

1人

家庭的保育事業所での調理業務を担当していただ
きます。
・給食（離乳食を含む）の調理、後片付けなど
・保育人数：５名分（乳児・幼児）と職員：４～
５名分の昼食

岩手県宮古市実田１丁目
３－１６

特定非営利活動法
人　輝きの和

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

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。 

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。 

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１２月１９日発行  
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～  ハ ロ ー ワ ー ク か ら の お 知 ら せ  ～ 

 週間求人情報につきましては、令和２年１月６日より、ハローワー

ク 

 

 のシステム改修に伴い、当分の間、簡易版での提供となります。  

 

 ご不便をおかけいたしますがご了承願います。 


