
1人 896円～1,084円

パート労働者 不問 03030- 2334701
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～15時00分
1人 818円～818円

パート労働者 不問 03030- 2336201
変形（1ヶ月単位）
(1)15時00分～17時00分

1人 900円～900円

パート労働者 不問 03030- 2340101

1人 866円～1,086円

パート労働者 不問 03030- 2330601

(1)8時00分～17時00分
5人 1,000円～1,000円 (2)9時00分～16時00分

パート労働者 不問 03030- 2331901
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～15時00分

1人 800円～850円

パート労働者 不問 03030- 2318801

(1)8時00分～12時00分
2人 790円～790円

パート労働者 不問 03030- 2321301

(1)20時00分～0時00分
1人 1,000円～1,500円

パート労働者 20歳以上 03030- 2322601
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時00分～10時30分
1人 790円～820円 (2)15時00分～17時30分

パート労働者 不問 03030- 2326701

(1)9時00分～13時00分
3人 820円～920円 (2)18時30分～22時30分

パート労働者 18歳以上 03030- 2310501
普通自動車第一種免許
普通自動車第二種免許 (1)8時00分～10時00分

1人 中型自動車第二種免許 858円～958円 (2)16時00分～18時00分
大型自動車第二種免許

のいずれか
パート労働者 不問 03010-15897501

2人 1,000円～1,000円

パート労働者 18歳以上 03010-15865601

1人 790円～790円

パート労働者 18歳以上 03010-15866901

(1)17時30分～19時30分
1人 1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03010-15789701

(1)17時30分～19時30分
1人 1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03010-15791001
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1)7時30分～11時30分
2人 820円～820円 (2)14時00分～18時00分

パート労働者 不問 03010-15808601

1

（8月24日時点の内容です）

８月１８日　から　　８月２４日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は９月３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

生産管理補助および運搬業
務

生産管理の指示のもと、作業を行います。
・検品、数量チェック、パソコンでの入出庫管理
などの
　部材の入出荷作業
・製造工程で使用する部材の準備、移動作業

岩手県宮古市板屋３－１１
－１５

株式会社　エム・ア
イ・エス東北工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

公民館主事兼図書館分室奉
仕員／生涯学習課会計年度
任用職員

田老公民館勤務となります。
・社会教育事業の企画、実施
・施設利用申請の受付、利用者の案内、施設管
理、書類作成　等
・図書館田老分室に関する事務

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） 又は8時30分～17時15分

の間の7時間
岩手県宮古市

パソコン（ワード・エ
クセルによる文書等作

成）のできる方

Ｅｘｃｅｌ・Ｗｏｒｄ
を使用し、表や文章の

作成ができる
クリンクルー（岩泉町）
（請）

請負先の建物内の清掃全般を行います。
・執務室の清掃
・トイレ清掃
・ごみの回収、など


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） 岩手県下閉伊郡岩泉町

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）ができ

る方
パック作業（山田工場） 年末に販売する蟹のパック詰め作業を行っていた

だきます。
・ボイルされた蟹を手作業でトレーに並べ、ラッ
ピング
・ラッピング後のラベル貼り、箱詰め

岩手県下閉伊郡山田町境田
町２－１

株式会社　川秀

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 岩手県下閉伊郡山田町

会計年度任用職員（事務補
助）

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） 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

清掃係 龍泉洞温泉ホテルにおいて、清掃業務に従事して
いただきます。
・客室の清掃
　布団敷き、布団等の片付け、掃除機掛け、アメ
ニティセット等

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字府金４８

株式会社　岩泉総合
観光

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡岩泉町

カウンターレディ カウンター内で下記の接客業務に従事していただ
きます。
・ドリンクやおつまみ等の提供
・食器類の洗浄、後片付け等
・店内外の掃除業務

岩手県下閉伊郡山田町川向
町５－２３

スナック　Ｌｉｂｅ
ｒｔｙ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

食品製造・洗浄 餅菓子店での製造業務を担当していただきます。
○だんご・まんじゅう等の製造
（成形・容器に並べ蒸し上げ・ラップ包装・店頭
陳列など、３００　個程度）
○使用した製造器具の洗浄（手洗い）

岩手県宮古市保久田５－２ 小野寺餅店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員（１日４時間） 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

運転手（送迎担当） 当施設通所リハビリテーションを利用する要介護
高齢者に対し、自宅と施設間の送迎について車両
を運転する業務です。
運転手と助手（添乗員）の２名で６名程度の利用
者を送迎します。送迎は曜日よってルートが異な

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第９
地割３９番地２７

医療法人　仁泉会
介護老人保健施設ほ
ほえみの里

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

ホールスタッフ・カウン
タースタッフ（１６時～／
山田店）

パチンコ店のホール・カウンターでの接客対応で
す。
出玉の上げ下ろしや交換、景品交換などの一般業
務、
その他付随する業務や指示された業務をお願いし

岩手県盛岡市東見前５地割
５７－１－２階

株式会社　飛鳥商事

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は16時00分～0時00分

の間の5時間程度
岩手県下閉伊郡山田町

通所介護におけるドライ
バー業務（宮古）

通所介護サービスをご利用されるお客様の送迎
（ワンボックス車使用）

入社時に介護職員初任者研修又は旧ホームヘル
パー２級以上の資格を保有していない方は、入社

岩手県盛岡市盛岡駅西通２
－９－１　マリオスビル１
２Ｆ

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） 岩手県宮古市

洗浄員（岩泉町） 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

清掃スタッフ（１７：００
～）（山田店）

＊パチンコホールの清掃業務全般を行っていただ
きます。

・ホール内の掃き拭き清掃
・トイレ清掃

岩手県盛岡市東見前５地割
５７－１－２階

株式会社　飛鳥商事

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は17時00分～22時00分

の間の3時間程度
岩手県下閉伊郡山田町

配送（宮古市） 当社、宮古支店において下記の業務を行っていた
だきます。

・医薬品を医療機関、薬局等へ配送する仕事で、
営業担当者をサポ　ートする業務

岩手県盛岡市上堂四丁目５
－１

株式会社　スズケン
岩手

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

洗浄員（宮古市） 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） 岩手県宮古市

◎ 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２年８月２７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


