
(1)8時00分～16時00分
900円～900円 (2)13時00分～21時00分

パート労働者 不問 03030- 1210101

(1)16時00分～21時00分
895円～895円

パート労働者 不問 02020- 5019701

(1)11時00分～17時00分
915円～915円

パート労働者 不問 02020- 5020501
普通自動車免許一種 交替制あり

(1)6時30分～11時00分
800円～900円 (2)13時30分～17時00分

パート労働者 不問 03030- 1204701
保育士

(1)8時00分～13時00分
900円～900円 (2)9時00分～14時00分

パート労働者 不問 03030- 1176501

(1)17時30分～22時00分
790円～790円

パート労働者 59歳以下 03030- 1181701

825円～830円

パート労働者 不問 03030- 1186301

825円～830円

パート労働者 不問 03030- 1187601
介護職員初任者研修修了者

ホームヘルパー２級
のいずれか 800円～900円

普通自動車免許ＡＴ

パート労働者 不問 03030- 1193001
交替制あり
(1)8時30分～17時15分

830円～880円 (2)8時30分～14時30分
(3)8時30分～13時30分

パート労働者 不問 03010- 8282101
交替制あり
(1)6時00分～12時00分

800円～800円 (2)12時00分～18時00分
(3)17時00分～22時00分

パート労働者 不問 03030- 1217301
変形（1年単位）

1,200円～1,200円

パート労働者 不問 14010-18686201
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～16時30分
794円～963円

パート労働者 不問 03030- 1212701

１

一般事務（総務課）会計年
度任用職員

1人

総務課において、一般事務補助に従事していただ
きます。
・文書管理・庁舎管理などに係る事務補助を担当
・常務ではパソコン（ワード・エクセル）を使用
・文書作成、印刷、フォームへの入力

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字惣畑５９番５

岩泉町役場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

パソコン操作（ワード・エクセ
ル）を使って文書作成・印刷・
フォームへの入力ができること

ドコモショップ宮古店・携
帯販売アルバイト

2人

店頭でのお客様対応全般をするお仕事です。
・携帯電話の販売
・故障や各種申し込みの受付
・店頭ディスプレイ変更
・在庫、売り上げ管理

神奈川県横浜市西区みな
とみらい２－３－３
クィーンズタワーＢ２６
階

アイ・ティー・
エックス　株式会
社雇用期間の定めあり（４ヶ

月未満）
又は9時30分～19時30分の
間の6時間以上

岩手県宮古市

販売員

1人

コンビニエンスストアのスタッフ
○レジでのお会計・接客
○商品の品出し・陳列・検品・補充
○揚げ物等の簡単な調理・販売
○店舗内外の清掃・ゴミの片付け

岩手県宮古市田老３丁目
３番１０号

ファミリーマート
宮古田老三丁目店

雇用期間の定めなし

又は22時00分～7時00分の
間の8時間

岩手県宮古市

医療事務（宮古市）

3人

請負先の医療機関にて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）

ワード・エクセル入力、操
作経験のある方

岩手県宮古市

介護職員「介護」

1人

デイサービス業務全般を行います。
・身の回りのお世話・食事・排せつ・入浴・移動
の介助
・リネン交換・清掃・洗濯、レクレーション
・社用車で利用者の送迎

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中家２０－１０

有限会社　なかむ
ら（デイサービス
センターやすら
ぎ）

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

岩手県下閉伊郡岩泉町

基板・製品加工

3人

電気機器に使用される基板、付随する製品化作業
を行っていただきます。
・担当社員の指導のもと基本から業務を覚えてい
ただきますので、　安心してご応募ください。


岩手県宮古市大字津軽石
１９－１８

株式会社　宮古マ
ランツ

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時間以上

岩手県宮古市

資材業務

3人

小部品受入、出庫、配膳、在庫管理などを行って
いただきます。
・屋内での作業となります。
・教育体制あり、担当社員の指導のもと基本から
業務を覚えていた　だきますので、安心してご応

岩手県宮古市大字津軽石
１９－１８

株式会社　宮古マ
ランツ

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時間以上

岩手県宮古市

レジ（１７：３０～）

1人

店内でのレジ・接客業務を行います。
・主にレジ業務ですが、合間を見て飲料（缶
ジュース・ペットボト　ル・缶ビールなど）の商
品陳列・補充、ガラス・棚・陳列ケース　等の清
掃もお願いします

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中家３０番地

有限会社　松屋商
店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

保育士「保育」

1人

大沢保育園にて保育業務全般を行っていただきま
す。園では０～６歳の保育を行っており、現在は
２８名の園児を６名で対応しております。担当し
ていただくのは０～１歳児の保育業務となりま
す。常勤の職員と担当していただきます。

岩手県下閉伊郡山田町大
沢第８地割１９番地２

社会福祉法人　大
沢愛育会　大沢保
育園雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

現場作業員

2人

宮古魚市場での業務となります。

・魚市場での買付補助

・現場での魚の箱詰め作業等

岩手県宮古市藤原一丁目
６－３４

有限会社　坂栄商
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

デリカ【ファル磯鶏店】
１１：００～１７：００

1人

惣菜加工販売業務全般
・寿司、弁当の製造
・揚げ物、焼き物などの製造
・パック作業及び値付け
・商品の品出し及び陳列

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【磯鶏店】
１６：００～２１：００

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

事業所名
求人番号

内勤スタッフ

2人

内勤スタッフとして以下の業務に従事
・店舗に持ち込まれた荷物の受け取り、内容確
認、サイズ計測、
　伝票の記入、料金精算
・伝票の整理、電話応対、その他付随する所内業

岩手県宮古市長町２丁目
１－３２

ヤマト運輸　株式
会社　宮古支店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

     （4月10日時点の内容です）

　　４月６日　から　４月１０日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は　４月２３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４月１６日発行  


