
790円～800円

パート労働者 不問 03030-  989501
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～16時30分
832円～936円

パート労働者 不問 03030-  990601

(1)7時30分～16時00分
790円～790円

パート労働者 不問 06030- 2620701
交替制あり
(1)8時00分～15時00分

850円～850円 (2)10時00分～15時00分
(3)17時00分～20時30分

パート労働者 18歳以上 13040-36591001

(1)22時00分～7時00分
790円～862円

パート労働者 18歳以上 03030-  998001
特別支援学校教諭免許
（専修・１種・２種） (1)8時15分～11時15分

2,530円～2,530円 (2)8時15分～10時25分

パート労働者 不問 03030- 1000401
交替制あり
(1)8時00分～15時00分

790円～790円 (2)8時00分～14時30分

パート労働者 不問 03030- 1001701

(1)18時30分～22時30分
920円～920円

パート労働者 18歳以上 03030- 1002801
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時30分～15時00分
1,178円～1,178円

パート労働者 不問 03030- 1003201

(1)9時30分～15時00分
824円～824円

パート労働者 不問 03030- 1004501
変形（1ヶ月単位）

850円～1,000円

パート労働者 不問 03030-  993401
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1)9時00分～17時30分
800円～800円

パート労働者 不問 03010- 7100401
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～16時30分
896円～1,084円

パート労働者 不問 03030- 1009101
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～16時00分
800円～800円

パート労働者 不問 03030- 1010801

(1)17時15分～21時15分
790円～820円

パート労働者 不問 03030- 1011201
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1)7時00分～11時00分
800円～900円 (2)11時00分～15時00分

パート労働者 不問 03030- 1012501

900円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 1015601

893円～1,120円

パート労働者 不問 03030- 1021001

1

一般事務

1人

事務業務全般に従事していただきます。
・伝票入力、会計資料印刷、書類作成など主にパ
ソコン（ワード・　エクセル）を使用する仕事と
なります
・来客・電話応対、事務所内の清掃等

岩手県宮古市栄町１－３
６

岩間美暁税理士事
務所

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）

又は8時30分～17時00分の
間の6時間程度

岩手県宮古市

世話人

2人

グループホームにおいて下記の業務を行っていた
だきます。
・入居者１９名の生活支援
・知的、精神障がいがある入居者への食事作り、
通院介助、買い物

岩手県宮古市田老字西向
山１２１－６

社会福祉法人　翔
友　みやこライフ
ステーション雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
又は7時00分～18時30分の
間の4時間程度

岩手県宮古市

プール夜間監視員

2人

岩泉町Ｂ＆Ｇ海洋センターのプール夜間監視員業
務
・プールサイドでの利用者の監視
・プールの水質、水温、塩素、室温の計測
・プールの使用前の清掃

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

一般事務

1人

・パソコンを使用しての見積書、請求書の作成
・取引先への外出用務
・電話、来客対応
・清掃
・その他付随する業務

岩手県宮古市松山第７地
割１３番地４

株式会社　鈴喜建
設

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ワード・エクセルの基本的
操作

岩手県宮古市

窓口対応事務員／川井総合
事務所（会計年度任用職

1人

宮古市役所川内出張所に勤務となり、窓口対応等
に従事していただきます。
・各種届出受付、証明書発行業務等　
・川内地域振興事務補助
・施設管理業務

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）

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作ができること

岩手県宮古市

接客・販売／マリンコープ
宮古店

5人

モスバーガー店舗での接客・販売業務
（ハンバーガー等の商品の製造・販売・接客・店
内清掃など）

最初はレジや商品の袋詰めなど、簡単なお仕事か

東京都品川区大崎２－１－
１
ＴｈｉｎｋＰａｒｋ　Ｔｏ
ｗｅｒ３階

株式会社　モスス
トアカンパニー
（モスバーガー）雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
又は8時00分～20時30分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

販売（宮古店：青果）

1人

◯野菜、果物の加工、パック詰め、陳列等


※雇用期間は、１０月１５日までとなっておりま
すが、

山形県飽海郡遊佐町比子
字白木２３－３６２

本間物産　株式会
社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

運転技士兼事務補助員／教
育委員会総務課（会計年度

1人

宮古市役所教育委員会総務課において、下記の業
務に従事していただきます。
・教育長等送迎業務
・パソコンデータ入力、書類整理等総務事務補助
・その他、付随する業務

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）

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作ができること

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

清掃員

1人

事務所や個人宅の清掃業務全般に従事します。
・台所、浴室、トイレ、フローリング等
・１日に複数の現場を回る場合もあり
＊作業内容は依頼主により異なるので、現場指導
を受けて習得していただきます

岩手県宮古市実田一丁目
６番６号

有限会社　メンテ
ナンス宮古

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

又は8時00分～17時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

     （3月30日時点の内容です）

　　３月２４日　から　３月３０日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は　４月９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

夜間巡回員（２２時～７
時）

1人

施設巡回、清掃を行います。
・巡回は６回程度
・その他トイレ等共用部分の汚れた部分の清掃
・ごみの回収等


岩手県宮古市田の神二丁
目３番１１号

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

講師（会計年度任用職員）

1人

・当別支援学校における講師
・特別支援学校において児童生徒の指導




岩手県宮古市大字崎山第
５地割８８番地

岩手県立宮古恵風
支援学校

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

菓子製造員

1人

菓子製造に係る業務を行っていただきます。
・菓林糖の製造を中心として下記の菓子を作って
います
・店舗用の洋菓子（ケーキ、シュークリーム、
ロールケーキ、マフィン、ドーナツ、ワッフルな

岩手県宮古市田老字八幡
水神３７－１

田中菓子舗

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

販売員（１日４時間）

2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

給食車運転手（新里）

1人

新里地区の給食センターから宮古市内の学校への
給食の配送と回収業務を行います。
・給食車へ給食コンテナの積み込み、清掃等
・各学校へ指定の場所への運搬
・給食はコンテナ台車運搬となります

岩手県宮古市田老字新田
平１６－１３

東日本交通株式会
社　宮古営業所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

２ｔトラックの運転ができ
る方

岩手県宮古市

給食車助手（新里）

1人

新里地区の給食センターから宮古市内の学校への
給食の配送と回収業務を行います。
・給食車へ給食コンテナの積み込み、清掃等
・各学校へ指定の場所への運搬
・給食はコンテナ台車運搬となります

岩手県宮古市田老字新田
平１６－１３

東日本交通株式会
社　宮古営業所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

ふるさと納税運営スタッフ

1人

ふるさと納税運用業務（地域特産品のブランド
化）
・返礼品開発（事業者訪問）
・寄付者お問合せ管理
・役場関係者との調整

岩手県下閉伊郡山田町山
田第５地割６６－７

山田プライド　株
式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

又は9時00分～18時00分の
間の4時間程度

岩手県下閉伊郡山田町
パソコン操作（ワード・エク
セル・パワーポイント）

販売員（宮古市）

1人

請負先である宮古山口病院内売店において下記の
業務を行って頂きます。
・接客及びレジ業務（バーコード）
・商品の発注業務
・その他関連する業務

岩手県盛岡市中太田泉田
６６－１１

ワタキューセイモ
ア　株式会社　盛
岡営業所雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

岩手県宮古市

事務補助（会計年度任用職
員）

1人

職員の指示のもと、パソコン（ワード・エクセ
ル）を使用しての数字入力および文書作成や電話
対応、来客対応、各種書類のコピー作業、郵便物
の発送、収受等の業務に従事していただきます。

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）ができる方
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

◎ 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４月２日発行  



800円～800円

パート労働者 不問 03030- 1018401

(1)17時00分～23時00分
850円～1,500円

パート労働者 18歳以上 03030- 1019701

(1)17時00分～23時00分
850円～1,500円

パート労働者 18歳以上 03030- 1022301

2

ホール・調理補助

2人

ホールにおいて接客業務及び厨房内において調理
の補助的作業を行っていただきます。
○ホールにおいて接客業務
・お客様のご案内、注文受け、配膳、後片付け、
レジ等

岩手県宮古市八木沢第４
地割９７－７

ビツクベル　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ホール・調理補助／のらく
ら

2人

ホールにおいて接客業務及び厨房内において調理
補助的作業を行っていただきます。
○ホールにおいて接客業務
・お客様のご案内、注文受け、配膳、後片付け、
レジ等

岩手県宮古市八木沢第４
地割９７－７

ビツクベル　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

水産加工員／短期

2人

当工場において下記の業務を行っていただきま
す。
・冷凍品の選別
・選別後、製品の箱詰め
・その他付随する業務

岩手県下閉伊郡山田町船
越第６地割５２番地２６

有限会社　金澤水
産

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

又は8時00分～17時00分の
間の4時間程度

岩手県下閉伊郡山田町


