
普通自動車免許ＡＴ
(1)8時30分～12時30分

1人 800円～900円

パート労働者 不問 03030- 2677501

(1)10時00分～18時00分
2人 1,300円～1,300円

パート労働者 18歳以上 03030- 2684201

(1)9時30分～15時00分
1人 824円～824円

パート労働者 不問 03030- 2685501
普通自動車免許一種

(1)8時30分～14時30分
1人 830円～830円

パート労働者 不問 03030- 2668201

(1)9時45分～17時00分
1人 830円～900円

パート労働者 不問 03030- 2671901

(1)15時00分～20時00分
1人 830円～900円

パート労働者 不問 03030- 2672101

(1)8時30分～16時30分
1人 793円～793円

パート労働者 不問 03030- 2673401

(1)15時00分～23時00分
1人 790円～790円

パート労働者 不問 03030- 2675801

1人 800円～830円

パート労働者 64歳以下 03030- 2665401
普通自動車免許一種

(1)9時00分～15時30分
2人 800円～800円 (2)9時00分～12時00分

パート労働者 64歳以下 03030- 2667801
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1)8時15分～16時30分
3人 1,100円～1,100円 (2)16時15分～0時30分

パート労働者 18歳～59歳 03010-17987701
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1)6時00分～12時00分
2人 1,000円～1,000円

パート労働者 不問 04010-45821101

1人 事務経験のある方 900円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 2655101

(1)6時30分～8時30分
1人 810円～810円

パート労働者 不問 03030- 2657701
交替制あり
(1)14時00分～18時00分

1人 800円～800円

パート労働者 不問 ＰＣ／簡単な入力作業 03030- 2658801

1

事業所名
求人番号

経理事務 大沢保育園にて経理事務を担当していただきま
す。
・伝票起票、会計システムに入力
・パソコン（ワード・エクセル）を使って書類作
成

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

（9月28日時点の内容です）

９月２３日　から　　９月２８日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は１０月８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

パソコン（ワード・エ
クセル）の基本操作

給食車助手（新里） 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

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

警備員／板屋地内 請負先において警備、誘導等の業務に従事してい
ただきます。
・駐車場警備：店舗駐車場における整理業務



岩手県宮古市実田１－２－
３

株式会社　トスネッ
ト北東北　宮古営業
所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 岩手県宮古市

販売員（９：４５～） メンズ・レディース・キッズ向けのジーンズやカ
ジュアルウェアなどの接客販売業務です。
・主にレジ、包装業務
・検品、品出しなどの業務
・その他付随する業務

岩手県宮古市宮町１丁目３
－１１

株式会社　マックハ
ウス宮古店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は9時45分～15時00分

の間の5時間程度
岩手県宮古市

水産加工員 びはん水産加工場において、魚の加工・製造業務
に従事していただきます。
・山田魚市場で水揚げされた鮮魚を調理し、塩
辛・新巻・いくら・　塩うに等の水産加工品の製
造を担当します。

岩手県下閉伊郡山田町中央
町５番地６

株式会社　びはん
コーポレーション

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡山田町

水産加工員（鮭フレーク部
門）

・鮭フレークの製造加工作業
・鮭の捌き、身をほぐす作業、粉砕
・ビン詰めの各作業工程
手作業により、全工程を全員で行います。


岩手県下閉伊郡山田町船越
第１１地割７－１４

有限会社　長根水産

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

販売員（１５：００～） メンズ・レディース・キッズ向けのジーンズやカ
ジュアルウェアなどの接客販売業務です。
・主にレジ、包装業務
・検品、品出しなどの業務
・その他付随する業務

岩手県宮古市宮町１丁目３
－１１

株式会社　マックハ
ウス宮古店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

調理員 調理課に配属となリます。
・宿泊者や団体の方への食事、レストラン、宴会
で提供する食事の　調理、盛り付けがおもな仕事
になります。
・調理業務は５～６名でおこなっております。

岩手県宮古市田老字向新田
１４８

株式会社　グリーン
ピア三陸みやこ

雇用期間の定めなし
又は13時00分～21時00分
の間の6時間程度

岩手県宮古市

販売員（小本店）１５時～ ローソン岩泉町小本店での業務となります。
・接客、レジ打ち、商品袋詰め、電話対応、品出
し、清掃、商品発注等。
・商品発注は、適性を見ながら指導いたします。
・３～４名で業務を行います。

岩手県宮古市大字根市第２
地割字中割目六番四

ローソン宮古根市店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

パチンコ店スタッフ（クエ
スト宮古）

「クエスト宮古」において、下記の業務を行って
いただきます。
・ホール内での接客やカウンターでの景品交換、
パチンコ台・スロ　ット台の簡単なメンテナン
ス、店内清掃など。

岩手県盛岡市神明町４－２
０

株式会社　新栄

雇用期間の定めなし
又は8時15分～0時30分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

職業指導員 知的障がい者や身体障がい者、精神障がい者であ
る利用者への指導業務に従事
・各家庭へのチラシ配り、リサイクル回収
（１日１００件前後の家庭をワゴン車で一緒に周
ります）

岩手県下閉伊郡山田町山田
第１６地割９番１０

社会福祉法人やまだ
共生会　やまだ共生
作業所

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

経理事務 経理事務全般に従事して頂きます。
・給与計算、支払手配等
・帳簿記帳、請求書作成（専用ソフト有）
・電話対応、来客対応
・その他付随する業務

岩手県宮古市藤の川１３－
２３

宮古環境管理株式会
社

雇用期間の定めなし

又は8時00分～17時00分 岩手県宮古市

選別作業 プラントでの屋外での立ち仕事になります。
主に木くずや根っこなどの不要物を取り除いてい
ただきます。

簡単な作業ですので、もちろん経験などは必要あ

宮城県仙台市青葉区本町１
丁目１３－２２　仙台松村
ビル７Ｆ

フコク資材　株式会
社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は12時00分～19時00分

の間の5時間程度
岩手県下閉伊郡岩泉町

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作のできる方

フィットネスクラブスタッ
フ（オープニングスタッ
フ）

フィットネスクラブスタッフ（オープニングス
タッフ）としてアクトスＷｉｌｌ＿Ｇでの勤務と
なります。
・新規入会者の勧誘、案内、受付
・フィットネスマシンの使用方法説明

岩手県下閉伊郡山田町中央
町５－６

株式会社　尾半商店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡山田町

郵便内務作業 郵便局内において、各種郵便物等の区分け作業業
務に従事していただきます。
・郵便ポストや事業所から集めたものを地名、ま
たは丁目ごとに郵　便を手で棚に分ける作業


岩手県宮古市栄町１－７ 日本郵便株式会社
郵便事業総本部　宮
古郵便局

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１０月１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


