
普通自動車免許ＡＴ
(1)8時30分～17時15分

1人 933円～933円

パート労働者 不問 03030- 3366821

(1)8時30分～16時30分
1人 877円～877円

パート労働者 不問 03030- 3367221
交替制あり
(1)18時00分～22時00分

1人 955円～955円 (2)18時00分～21時00分

パート労働者 不問 簡単な入力作業 03030- 3357821

1人 854円～859円

パート労働者 60歳以下 03030- 3358221

(1)10時00分～17時00分
2人 870円～870円

パート労働者 64歳以下 03030- 3361621

(1)13時00分～17時00分
2人 900円～900円 (2)10時00分～17時00分

パート労働者 不問 03030- 3362921

(1)8時30分～16時30分
2人 868円～868円

パート労働者 64歳以下 03030- 3363121
変形（1年単位）
(1)8時00分～12時00分

1人 880円～880円

パート労働者 不問 03030- 3355021

(1)9時00分～15時00分
3人 854円～900円

パート労働者 不問 03030- 3356721

(1)8時30分～16時30分
1人 888円～888円

パート労働者 64歳以下 03030- 3346121

(1)9時20分～15時00分
3人 900円～900円

パート労働者 不問 03030- 3348721

(1)8時00分～13時30分
1人 1,000円～1,000円

パート労働者 不問 パソコン入力操作程度 03030- 3349821

(1)8時30分～13時30分
1人 854円～854円

パート労働者 不問 03030- 3350421

(1)15時00分～17時00分
1人 855円～855円

パート労働者 不問 03030- 3352621
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（10月31日時点の内容です）

１０月２５日　から　１０月３１日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は１１月１０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

山田町役場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

事業所名
求人番号

ＧＩＧＡスクールサポー
ター／学校教育課（会計年
度職員）

ＧＩＧＡスクールサポーターとして町内小中学校
でＩＣＴ支援業務を行っていただきます。
・パソコン等端末の使用マニュアル作成
・町内小中学校の授業支援
・その他付随する業務

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）

岩手県下閉伊郡山田町
パソコン操作（オフィ
ス等）ができること

ワード・エクセルの操
作ができること

一般事務補助／税務課（会
計年度任用職員）

税務課での勤務となります。担当職員指示のも
と、下記の業務を行っていただきます。
・各種資料整備、課税基本簿の整理
・データ入力作業、会計伝票整理
・住民税申告関係事務及び電話・来客対応等

岩手県下閉伊郡山田町八幡
町３－２０

株式会社　川井産業
振興公社

雇用期間の定めなし
又は8時30分～17時30分
の間の4時間以上

岩手県宮古市

フィットネスクラブスタッ
フ

フィットネスクラブスタッフとしてアクトスＷｉ
ｌｌ＿Ｇでの勤務となります。
・新規入会者の案内、受付
・フィットネスマシンの使用方法説明
・インストラクター（研修あり）

岩手県下閉伊郡山田町中央
町５－６

株式会社　尾半商店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

調理または調理補助 やまびこ館において下記の業務に従事していただ
きます。
・レストラン厨房での調理または調理補助
・厨房内の清掃　等

岩手県宮古市川内第８地割
２

いわて生活協同組合
宮古ショッピングセ
ンター　マリンコー
プＤＯＲＡ雇用期間の定めあり（４ヶ

月未満）
岩手県宮古市

レジ担当／サービス部門
（日勤）

サービス部門でのレジ接客業務を行っていただき
ます。
・バーコード読み込み、レジスター操作
・商品代金の精算（自動精算機を使用）
・エコバッグへの商品袋詰めなど

岩手県宮古市小山田二丁目
２－１

いわて生活協同組合
宮古ショッピングセ
ンター　マリンコー
プＤＯＲＡ雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

レジ・包装業務 当店舗において下記業務を行っていただきます。
・ギフトコーナーでのレジ、接客、包装作業等
・その他陳列等作業もあり

＊土・日・祝、勤務できる方歓迎します。

岩手県宮古市小山田二丁目
２－１

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

グロサリー／７時間 当店舗において下記業務を行っていただきます。
・食品、菓子、嗜好品の補充
・値引き作業
・清掃等その他付随する業務
＊火曜日・土曜日が休みの勤務です。

岩手県宮古市小山田二丁目
２－１

いわて生活協同組合
宮古ショッピングセ
ンター　マリンコー
プＤＯＲＡ雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

惣菜販売員（４Ｈ） 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
＊６０歳以上の方応募歓迎です。ご相談くださ

岩手県下閉伊郡山田町山田
５－４１－１

岩手県宮古市小山田二丁目
２－１

いわて生活協同組合
宮古ショッピングセ
ンター　マリンコー
プＤＯＲＡ雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

倉庫係（パート） ・指示書通りに部材を集める（品番、数量）
・部材は品番（数字、アルファベット）がついて
おり、専門的な知識は不要
・荷受け作業


岩手県下閉伊郡山田町船越
９－４０－６

株式会社　エムアン
ドエム

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

畜産 当店舗において下記業務を行っていただきます。
・精肉のパック作業
・加工肉の品出し作業
・商品化作業
・値段ラベル貼り

フロントスタッフ（早番） ホテルに関する業務全般を行っていただきます。
【主な業務内容】
○フロント業務（チェックイン、チェックアウ
ト）
○電話対応

岩手県宮古市藤の川１５番
地３８号

ルートインジャパン
株式会社　　ホテル
ルートイン宮古

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

ハウスキーパー（客室清掃
員）

客室清掃として、以下の仕事を行っていただきま
す。
・お客様がチェックアウトされた後の客室清掃
・ベッドメイク
・バス・トイレ等の水回り清掃

岩手県宮古市藤の川１５番
地３８号

ルートインジャパン
株式会社　　ホテル
ルートイン宮古

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

クリンクルー（磯鶏） 弊社請負先館内の清掃全般に従事していただきま
す。
・掃除機、モップ、タオル、ブラシ等を用いてト
イレ掃除、玄関掃
　除、各室の清掃、ごみの回収などに従事しま

岩手県宮古市長町１丁目９
－１７

リアス環境管理　株
式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

受付事務／みらい接骨院 接骨院での受付業務を担当していただきます。
・受付、診療補助
・会計事務、書類整理
・予約対応
・院内・外清掃

岩手県宮古市大通４丁目５
番１号

株式会社　みなとや
薬局

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市
Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ
基本操作ができること

◎ 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。

令和４年１１月２日発行

TEL 0193－63－8609

ハローワーク 宮古

宮古公共職業安定所

パートタイム



2


