
(1)17時00分～23時00分
2人 850円～1,500円

パート労働者 20歳以上 03030- 2906401

中国語を話せること
1人 869円～896円

パート労働者 不問 03030- 2907701

2人 793円～850円

パート労働者 40歳以下 03030- 2909201

(1)9時30分～15時30分
1人 900円～900円

パート労働者 不問 03030- 2910001
変形（1年単位）
(1)13時30分～18時30分

1人 905円～905円

パート労働者 不問 03030- 2899601
交替制あり
(1)9時00分～17時00分

1人 800円～800円

パート労働者 不問 03030- 2900501
普通自動車免許ＡＴ
危険物取扱者（乙種） (1)22時00分～7時00分

1人 793円～850円

パート労働者 18歳以上 03030- 2901001
普通自動車免許ＡＴ

1人 900円～1,300円

パート労働者 64歳以下 03030- 2891101
普通自動車免許ＡＴ

1人 900円～1,130円

パート労働者 不問 03030- 2884401

(1)8時00分～11時00分
1人 820円～820円

パート労働者 59歳以下 03030- 2886801

(1)9時00分～15時30分
2人 793円～793円

パート労働者 不問 03030- 2888501
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～16時00分

1人 800円～800円

パート労働者 不問 03030- 2879801

(1)19時30分～0時30分
2人 1,000円～1,500円

パート労働者 20歳以上 03030- 2880301
普通自動車免許ＡＴ

1人 793円～793円

パート労働者 不問 03030- 2881601
普通自動車免許ＡＴ

1人 820円～820円

パート労働者 不問 03030- 2882901
交替制あり
(1)5時50分～14時00分

1人 793円～840円 (2)9時15分～17時15分

パート労働者 不問 03010-19570901
変形（1年単位）

2人 1,200円～1,200円

パート労働者 不問 14010-45851501
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～13時30分
1人 830円～830円

パート労働者 不問 03030- 2873301
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事務職 宮古労働保険事務組合において以下の業務を行っ
ていただきます。
・雇用保険被保険者に関する資格取得、喪失届
等、事務組合が委託　を受けて処理する各種届の
作成、提出業務全般

岩手県宮古市太田１丁目４
番６６号

宮古労働保険協会

雇用期間の定めなし
又は8時30分～15時00分
の間の5時間程度

岩手県宮古市
ワード・エクセルの基本

操作

ドコモショップ宮古店・携
帯販売アルバイト

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南幸１
丁目１番１号
ＪＲ横浜タワー２６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

駅構内そば店従業員（宮古
駅）

　宮古駅構内「宮古そば」において、以下の業務
を行っていただきます。
・そば店での簡単な調理・販売業務及び店舗清掃
等
・その他関連する業務及び指示された業務

岩手県盛岡市盛岡駅前北通
５番３３号

株式会社　ＪＲ東
日本リテールネッ
ト　盛岡支店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

販売・撮影補助 下記の業務を担当していただきます。
●店内において、写真プリントの受付・販売、ス
タジオ内外撮影補　助
●学校・幼稚園などの行事撮影
●写真のお届け等、社用車にて外出用務

岩手県宮古市末広町７－２
８

有限会社　ヤマザ
キカメラ

雇用期間の定めなし
又は9時00分～18時00分
の間の6時間程度

岩手県宮古市

加工員 当社において、鮭の燻製製品づくり作業に従事し
ていただきます。
・包丁にて刺身のように切る作業
・包丁にて輪切りに切る作業
・燻製した鮭を区界より社用車にて藤原の工場に

岩手県宮古市西町１丁目１
－１８

南部鮭加工研究会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は9時00分～12時00分

の間の3時間程度
岩手県宮古市

パソコン基本操作

魚屋、肉店で包丁を使っ
た仕事をした経験

接客社交係 当店において、カウンターでの接客に従事してい
ただきます。
・ドリンクやおつまみの提供
・店舗内外の清掃
・食器類の洗浄、後片付け

岩手県下閉伊郡山田町川向
町９－１４

スナックＰＡＳＳ
ＩＯＮ　今野　さ
ゆり

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

青果部門 青果部門において品出し業務に従事していただき
ます。
・野菜、果物などを箱から出し商品棚へ陳列
・商品により値札付け
・清掃等その他付随する業務

岩手県宮古市栄町３－３５ 有限会社　ミナッ
ク（宮ビル）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

加工業務 社内での製品加工業務
・電線をコネクターに挿入する作業
・電線の指定された箇所にテープを巻く作業
・電線切断作業など


岩手県宮古市田鎖９－２５ 有限会社　ユーエ
ムアイ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

品出し・補充 主に雑貨や食料品コーナーの商品補充や陳列作業
に従事します。
・当店では、医薬品、化粧品、雑貨、食料品等を
取り扱っていま
　す。賞味期限や消費期限を確認しながら作業を

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

訪問介護員 利用者に対する在宅介護業務を行います。
・調理、部屋の掃除、入浴、排泄、通院付添い
等。
・事務所に出勤してから利用者宅を訪問します。
・介護サービスの内容にもよりますが、１日平均

岩手県下閉伊郡山田町大沢
４地割３８番地５

有限会社ヘルパー
はうす

雇用期間の定めなし
又は7時00分～20時00分
の間の4時間以上

岩手県下閉伊郡山田町

経理事務職 当社において経理事務全般を行っていただきま
す。
・会計ソフト入力
・ＰＣ（ワード・エクセル）での文書、資料作成
・電話対応、来客対応

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第１４地割３１－２

佐々総業　株式会
社

雇用期間の定めなし
又は9時00分～16時00分
の間の5時間程度

岩手県下閉伊郡山田町　他
基本的なＰＣスキル
（ワード・エクセル）

ホームヘルパー２級、介
護職員初任者研修修了者

のいずれか

セルフスタンド監視員（夜
勤）／河南給油所

河南給油所において、セルフスタンド監視員の仕
事を行っていただきます。
・セルフサービス式ガソリンスタンドにおけるお
客様の給油と代金精算の監視
・スタンド構内の清掃作業

岩手県宮古市茂市第９地割
３－６

株式会社　角登商
店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

接客・経理事務 観光案内や体験プログラムの実施等に関わる仕事
です。
・ビジターセンターに来られる方への観光案内、
電話やメールでの　問い合わせへの対応、プログ
ラムの予約確認

岩手県下閉伊郡田野畑村羅
賀６０－１【郵送先別指定
あり】

特定非営利活動法
人　体験村・たの
はたネットワーク

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡田野畑村

パソコン基本操作ができ
れば尚可

放課後児童支援員（会計年
度任用職員）

町内の放課後児童クラブにおいて、児童支援員と
して勤務していただきます。
・小学校の放課後及び土曜日を含む学校休校日に
児童を預かり、安　心と安全を確保しながら、児
童が遊び勉強し成長する環境づくり　を行う業務

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） 又は7時30分～18時30分

の間の5時間以上
岩手県下閉伊郡山田町

サービススタッフ（客室
セット）

当浄土ヶ浜パークホテルに宿泊されるお客様の客
室において下記業務に従事していただきます。
・客室内の清掃（客室、浴室、トイレ）
・備品等の補充やセット作業等


岩手県宮古市日立浜町３２
－４

株式会社　浄土ヶ
浜パークホテル

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

縫製 当工場において下記の業務に従事していただきま
す。
　毛皮の縫製作業
　・裁断
　・ミシン

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字合の山１２－２

アイファー株式会
社

雇用期間の定めなし
又は8時00分～17時00分
の間の6時間以上

岩手県下閉伊郡岩泉町

特別支援教育支援員兼事務
補助員（会計年度任用職
員）

宮古市立新里中学校において、下記業務に従事し
ていただきます。
・特別な支援を要する児童生徒の学校生活の支援
・中国語通訳による日常生活、学習の支援
・学校行事対応

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10分～16時10分

の間の2時間以上
岩手県宮古市

パソコン（ワード・エク
セル）操作ができること

が望ましい

事業所名
求人番号

ホール・調理補助／ＳＹＵ
ＷＡ　ＳＹＵＷＡ

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

（10月19日時点の内容です）

１０月１２日から１０月１９日　までに受理した求人です。　＜次回発行日は１０月２９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

◎ 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１０月２２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



(1)9時15分～17時15分
3人 869円～896円

パート労働者 不問 03030- 2874601
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～12時00分
1人 850円～850円 (2)13時00分～16時00分

パート労働者 不問 03030- 2876101

(1)13時00分～17時00分
1人 840円～840円

パート労働者 不問 03030- 2877401
交替制あり
(1)17時00分～18時30分

2人 1,466円～1,466円 (2)18時30分～20時00分
(3)20時00分～21時30分

パート労働者 59歳以下 03030- 2878701
普通自動車免許ＡＴ

(1)5時00分～8時30分
1人 800円～800円 (2)16時00分～21時00分

パート労働者 不問 03080- 3146501

2

事務補助員／総合窓口課
（会計年度任用職員）

宮古市役所総合窓口課に勤務となります。
・市民窓口係における届出受付、戸籍・住民票等
の証明書交付事務
・パソコンデータ入力作業・書類整理等事務補助
・マイナンバーカード申請者への交付事務

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） パソコン（ワード・エ

クセル）操作ができる
岩手県宮古市

一般事務 当社において下記の業務を行っていただきます。
・来客、電話応対
・書類ファイリング、事務用品の管理
・銀行等外出用務
・セルコホーム代理店業務（社内システムによる

岩手県下閉伊郡山田町大沢
第２地割２６－２

陸中木材センター
株式会社

雇用期間の定めなし
パソコン操作（ワー
ド、エクセル、メール

岩手県下閉伊郡山田町

農産 当店舗において下記業務を行っていただきます。
・果物、野菜の陳列
・商品化作業
・値引き作業
・清掃等その他付随する業務

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

学習塾講師（小学生～高校
生担当）

生徒１～３名程度に対し、主に数学、英語などの
学習指導１コマ
９０分で担当していただきます。
・タブレットを使用し前回の授業の振り返り、報
告業務

岩手県宮古市栄町２－４
上田ビル３Ｆ

有限会社　文海堂
（明光義塾　宮古教
室）大学入試センター試験

の経験者雇用期間の定めなし
タブレットを使用した

業務
岩手県宮古市

調理補助（アイルーム山田
町）

ホテル「アイルーム山田町」に宿泊するお客様に
提供する朝食及び夕食の調理の補助業務を担当し
ていただきます。

・簡単な調理、盛付け作業が主な仕事です。

岩手県陸前高田市竹駒町字
館６３

株式会社　アグリ・
フードシステム

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡山田町


