
(1)9時00分～15時00分
850円～850円 (2)11時00分～14時00分

パート労働者 不問 03030-  674001

(1)14時00分～18時30分
850円～850円

パート労働者 不問 03030-  675301

(1)9時00分～15時45分
1,186円～1,186円

パート労働者 不問 03030-  676601

(1)8時30分～16時30分
869円～896円

パート労働者 不問 03030-  677901
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
800円～900円

パート労働者 不問 03030-  680201

(1)8時00分～12時00分
830円～830円

パート労働者 不問 03030-  671801

(1)10時30分～14時30分
1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030-  672201
普通自動車免許ＡＴ

800円～800円

パート労働者 不問 03030-  645401
看護師、助産師 交替制あり
のいずれか (1)8時30分～17時15分

1,010円～1,537円 (2)16時30分～1時15分
(3)0時30分～9時15分

パート労働者 18歳以上 03030-  647801
准看護師 交替制あり

(1)8時30分～17時15分
1,010円～1,401円 (2)16時30分～1時15分

(3)0時30分～9時15分

パート労働者 18歳以上 03030-  648201

790円～1,076円

パート労働者 不問 03030-  650601
普通自動車免許ＡＴ
教員免許（科目不問） (1)8時30分～15時30分

905円～1,129円 (2)8時30分～14時30分

パート労働者 不問 03030-  653401

(1)9時00分～17時00分
790円～850円

パート労働者 不問 03030-  654701

(1)8時30分～15時00分
800円～800円

パート労働者 不問 03030-  655801

1,100円～1,100円

パート労働者 不問 03030-  658001

(1)6時00分～9時00分
850円～850円

パート労働者 不問 03030-  632301

(1)17時00分～22時00分
830円～830円

パート労働者 不問 03030-  633601

790円～850円

パート労働者 不問 03030-  634901

1

プラスチック製品の梱包、
発送作業

1人

スマートホンやタブレットＰＣ、車などに使用さ
れる電子部品用のプラスチック製品を梱包、発送
の作業となります。製品はとても小さいので重量
物を取り扱いませんが小さいので取り扱いには注
意が必要です。所属部署は営業支援課となりま

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
９地割３０番地

モルデック株式会
社　宮古工場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

又は9時00分～17時00分の
間の7時間程度

岩手県宮古市

販売員／セブンイレブン山
田町中央店　１７時～

1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番地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

販売員／セブンイレブン山
田町中央店　６時～

1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番地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

引越作業員（短期）

5人

梱包、積み込み、荷降ろし等の引越作業を行って
いただきます。
・当支店に集合し、他の作業員と一緒に依頼主の
お宅へ伺う
・現場は宮古・下閉伊管内および大槌・釜石方面

岩手県宮古市大字津軽石
第１０地割字向川原３５
－３７

岩手三八五流通株
式会社　宮古支店

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6時間程度

岩手県宮古市

クリーニング工

1人

クリーニングママ号宮古工場において衣類、Ｙ
シャツ等のクリーニング仕上げ作業を行っていた
だきます。
・クリーニング完了製品のプレス包装
・クリーニング商品のプレス作業、検品（商品確

岩手県宮古市長根２丁目
５－５

クリーニングママ
号　宮古工場
（有限会社シメア
ゲ　宮古工場）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

プラスチック成形品の検査

2人

電子部品用のプラスチック成形品（成品）の検査
業務
・顕微鏡、拡大鏡、目視、それぞれの検査方法で
製品検査を行っていただきます。
・社外、顧客へ不良品の流出を防ぐ重要な作業と

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
９地割３０番地

モルデック株式会
社　宮古工場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

学習指導協力員（会計年度
任用職員）

1人

一時保護児童への学習指導を行います。
・児童相談所での学習の指導、それに付随する学
習準備
・指導記録等の入力（パソコン）
・外出用務の際は公用車使用となります。

岩手県宮古市和見町９－
２９

岩手県宮古児童相
談所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

又は9時00分～16時00分 岩手県宮古市

看護補助者（会計年度任用
職員）「看護」

1人

当院内において看護補助業務をしていただきま
す。
・診療介助、患者搬送、外来受付業務　など

＊勤務は１週間最大３５時間で、勤務日数や勤務

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
１地割１１番地２６

岩手県立　宮古病
院

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

又は8時30分～21時00分の
間の4時間

岩手県宮古市

准看護師（会計年度任用職
員）「看護」

1人

当院内において看護業務業務全般を行っていただ
きます。
・２交替制、または３交替制による勤務となり、
夜間勤務が可能な
　方を募集

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
１地割１１番地２６

岩手県立　宮古病
院

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

看護師又は助産師２（会計
年度任用職員）「看護」

1人

当院内において看護業務又は助産師業務全般を
行っていただきます。
・２交替制、または３交替制による勤務となり、
夜間勤務が可能な
　方を募集

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
１地割１１番地２６

岩手県立　宮古病
院

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

事務員

1人

・タクシーや貸切バスの配車業務（電話受付、無
線配車、日報整理
　など）
・会計業務、給与計算、勤怠管理、銀行用務
・外出用務あり（集金や銀行用務）

岩手県下閉伊郡山田町川
向町６－４１

マルヨタクシー
有限会社

雇用期間の定めなし

エクセル・ワード・メール
操作

又は8時30分～15時00分の
間の5時間

岩手県下閉伊郡山田町

調理（王将）１０時３０分
～１４時３０分

1人

中華料理店での調理業務全般を行っていただきま
す。
・食材の仕込み、調理、盛り付け
・食器洗い、厨房内の清掃
・その他付随する業務

岩手県宮古市大通４丁目
４－２０　２Ｆ

株式会社　マルセ
イユ　大阪王将宮
古店雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

食肉担当（８～１２時）／
豊間根店

1人

びはんストア豊間根店において、食肉業務を担当
していただきます。
・食材の商品化、パック詰め作業
・商品補充、陳列
・その他、上記に付随する業務

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）

岩手県下閉伊郡山田町

野球場管理人

2人

楽天イーグルス岩泉球場及びサブグラウンドの管
理業務
・グラウンド整備
・敷地内草刈り、清掃
・施設内清掃

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字松橋２１－１

特定非営利活動法
人　岩泉地域活動
推進センター雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

体育施設支援員／生涯学習
課（会計年度任用職員）

1人

生涯学習課勤務となります。
・施設利用者に関する電話等受付（生涯学習課事
務室内）
・伝票処理に関する業務
・自家用車で通勤できる方を希望します。

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）

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作のできる方

岩手県宮古市

教員業務等支援職員（会計
年度任用職員）

1人

岩泉高等学校内において下記の業務を担当してい
ただきます。

○パソコンを使用しての伝票整理、データ入力等
○学校諸会費会計の経理業務

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字松橋４

岩手県立岩泉高等
学校

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ワード・エクセル操作 岩手県下閉伊郡岩泉町

指導員／津軽石学童の家

1人

学童の家において、下記業務を行います。
・児童（小学校低学年）の指導、安全管理等
・児童と一緒に運動、遊び、学習の見守り等

教員免許、保育士資格お持ちの方は優遇します。

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
月未満）

又は7時30分～18時30分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

かき小屋接客スタッフ

1人

三陸山田かき小屋において、テーブル上の鉄板で
蒸焼きにした
牡蠣をお客様に提供するお仕事です。
・テーブルセッティング
・食器洗浄・清掃

岩手県下閉伊郡山田町大
沢第２地割１９－１

一般社団法人　山
田町観光協会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

     （2月28日時点の内容です）

　　２月２５日　から　２月２８日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は　３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２年３月５日発行  



(1)9時30分～15時30分
880円～880円

パート労働者 不問 03030-  636401

(1)18時00分～22時00分
920円～920円

パート労働者 59歳以下 03030-  637701
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1)21時00分～4時00分
833円～833円 (2)21時00分～2時00分

パート労働者 18歳以上 03030-  638801
交替制あり
(1)8時30分～15時15分

800円～800円 (2)7時45分～15時15分

パート労働者 不問 03030-  641301
大型特殊自動車免許
普通自動車免許一種 (1)8時30分～17時00分

1,091円～1,091円

パート労働者 不問 03010- 4826401

2

事務補助員／配電課（９：
３０～）

2人

配属先は、配電課です。
・主に専用システムを使用した入力作業
・その他、来客対応（お茶出し等）の業務
・電話対応による業務はございません。
・担当が丁寧に指導致しますので、未経験の方で

岩手県宮古市築地二丁目
２番３３号

東北電力株式会社
宮古電力センター

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

販売員（１８：００～）

1人

販売に係る業務として、以下の仕事を行っていた
だきます。
・レジ操作
・接客
・清掃等

岩手県宮古市南町１４ー
３

株式会社　ツルハ
ドラッグ　宮古南
町店雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

運転手（随伴車）

1人

宮古市内・近郊を中心とした運転代行業務全般。
・お客様のご依頼地にあわせての随伴車両運転
・接客、乗務記録簿への記載、精算会計
・車両管理等（給油、洗車、タイヤ交換等）を行
います。

岩手県宮古市実田１－１
－１

運転代行　人力舎

雇用期間の定めなし

運転経験１年以上 岩手県宮古市

下膳・食器洗浄業務（８時
３０分～）

1人

・下膳
・食器洗浄（１７０食分程度の食器等）
・患者さん用のお茶の準備
・その他付随する業務


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

農林技術員（会計年度任用
職員）

1人

牧野管理運営事業に係る放牧運営作業，看視人業
務，運転業務を
行っていただきます。
５月から１０月までは区界牧野での牧野運営補
助、４月及び１１月から３月の期間は愛宕町車庫

岩手県盛岡市肴町２番２
９号　３階

農政課（盛岡市役
所）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

トラクター等の農業用機械
の運転ができること。

岩手県宮古市


