
(1)8時30分～17時15分
1人 892円～1,019円

パート労働者 不問 03030- 3222001
交替制あり
(1)11時00分～14時00分

2人 800円～830円 (2)18時00分～22時00分

パート労働者 不問 03030- 3212201
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～13時00分
1人 850円～850円

パート労働者 不問 03030- 3219401

(1)6時00分～9時00分
1人 800円～800円

パート労働者 不問 03030- 3206001

(1)10時00分～18時00分
1人 840円～840円

パート労働者 64歳以下 03030- 3209901

(1)3時00分～7時00分
1人 1,000円～1,500円 (2)14時00分～18時00分

パート労働者 18歳以上 03030- 3194901
普通自動車免許ＡＴ

1人 850円～900円

パート労働者 不問 03030- 3199201

(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- 3201401
変形（1年単位）

1人 793円～793円

パート労働者 不問 03030- 3204201
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時00分～10時30分
1人 795円～825円 (2)15時00分～17時30分

パート労働者 不問 03030- 3187101

(1)7時00分～12時20分
1人 793円～793円

パート労働者 不問 03030- 3189701
普通自動車免許ＡＴ

(1)10時00分～14時00分
2人 800円～800円 (2)16時00分～20時00分

パート労働者 不問 03030- 3190501
普通自動車免許ＡＴ

(1)10時00分～14時00分
8人 800円～800円 (2)16時00分～20時00分

パート労働者 不問 03030- 3191001
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～16時00分
1人 800円～800円

パート労働者 不問 03030- 3193601
交替制あり
(1)11時00分～15時00分

1人 801円～801円 (2)12時00分～16時00分
(3)17時00分～22時15分

パート労働者 18歳以上 03010-21969901

(1)8時00分～10時00分
1人 858円～958円 (2)16時00分～18時00分

普通自動車免許ＡＴ
パート労働者 不問 03010-21802201

交替制あり

3人 1,108円～1,308円
普通自動車免許ＡＴ

パート労働者 不問 03010-21805301
交替制あり

1人 1,108円～1,308円
普通自動車免許ＡＴ

パート労働者 不問 03010-21806601

1

訪問介護員（八木沢） 在宅での生活を支える為に必要な生活支援
・調理、洗濯、生活必需品の買い物、掃除等

身体介護
・食事介助、入浴介助、排泄介助等

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） 又は8時00分～18時00分

の間の4時間程度
岩手県宮古市

訪問介護員（宮古西町） ＊訪問介護業務

在宅での生活を支えるために必要な生活支援
・調理、洗濯、生活必需品の買い物、掃除等


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） 又は8時00分～18時00分

の間の4時間程度
岩手県宮古市

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

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

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

普通自動車第二種免
許、中型自動車第二種
免許、大型自動車第二
種免許のいずれか

ドラッグストアでの販売
（宮古千徳店）

・商品管理（発注、陳列、補充、整理）
・レジ業務
・店内外の清掃
・ＰＯＰ（値札）貼り　等


岩手県紫波郡矢巾町大字広
宮沢第３地割４２６番地

株式会社　薬王堂

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

内職製品納入・回収業務 宮古、山田の内職先へ製品の納入、回収業務を担
当していただきます。
・軽自動車に製品の手積み、納品管理
・１日平均５～６件の内職の方を訪問し製品納
入、回収

岩手県下閉伊郡山田町大沢
第４地割２０－１４０

ツインスターテクノ
ロジー株式会社

雇用期間の定めなし
又は9時00分～16時00分
の間の5時間以上

岩手県下閉伊郡山田町

寿司の製造・宅配／宮古店
（短期）

お寿司の出前専門店でのお仕事です。
・お寿司の製造業務全般
・配達・回収業務
・配達は最新ナビ付のＡＴ車


岩手県宮古市末広町７－２
８

株式会社　アドシス
テム

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 岩手県宮古市

寿司の製造・宅配／宮古店 お寿司の出前専門店でのお仕事です。
・お寿司の製造業務全般
・配達・回収業務
・配達は最新ナビ付のＡＴ車


岩手県宮古市末広町７－２
８

株式会社　アドシス
テム

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 岩手県宮古市

パン製造エ 有限会社相馬屋菓子店においてパン製造の業務を
行っていただきます。
・パンの成型、焼き上げ、加工
・袋詰め、箱詰め、ダンボール詰め
・調理器の洗浄、清掃

岩手県宮古市西町２丁目３
－２７

有限会社　相馬屋菓
子店

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

仕上兼二次加硫係 オイルシールの仕上げ加工業務全般を行います。
・機械や手作業での仕上げ加工作業となります。

※オイルシール…各種機械等に使用される部品


岩手県下閉伊郡岩泉町小本
字内の沢２―２

有限会社　岩泉ゴム
工業

雇用期間の定めなし
又は8時00分～17時20分
の間の4時間以上

岩手県下閉伊郡岩泉町

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

経理事務（短期） 経理事務（決算）業務を担当していただきます。
・パソコンを使用し、データ入力、決算書類作成
・書類整理
・外出用務（各種書類提出等）
・その他付随する業務

岩手県宮古市山口３丁目９
－４２

ＳＨＯ　合同会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 又は9時00分～16時00分

の間の4時間以上
岩手県宮古市

散布助手 冬季間、凍結防止剤の道路散布助手業務に従事し
ます。
・散布剤の積込みなど補助業務
・エリアは宮古市内～区界地区まで


岩手県宮古市小山田４丁目
７番６号

富士運送　有限会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 岩手県宮古市

パソコン基本操作（ワード・
エクセル等）ができる方

レジ担当／サービス部門 サービス部門でのレジ接客業務を行っていただき
ます。
・バーコード読み込み、レジスター操作
・商品代金の精算（自動精算機を使用）
・エコバッグへの商品袋詰めなど

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

販売員／セブンイレブン山
田町中央店　６時～

・店内販売（接客・レジ業務）
・商品陳列、商品補充
・発注、フード調理、店内外清掃
　　　　　　
アルバイトや副業希望の方も歓迎します。

岩手県下閉伊郡山田町中央
町５番地６

株式会社　びはんセ
ンター

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

一般事務 一般事務に従事していただきます。
・電話による問い合わせ対応
・パソコンを使用したデータ入力、資料作成
・銀行等外出用務の場合は社用車（セダン・ＡＴ
車）使用

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第２地割１３－６

近物レックス　株式
会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 岩手県下閉伊郡山田町

調理補助およびホール どさん娘ラーメン店において、下記の仕事に従事
します。
・盛り付けなど簡単な調理
・食器の洗浄（手洗い及び食器洗浄機使用）
・ホールでの注文取り、配膳、レジ

岩手県宮古市長町１丁目８
－２８

どさん娘　バイパス
店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

パソコン基本操作

事業所名
求人番号

水道メーター検針員（会計
年度任用職員）

○各家庭・事業所等にある水道メーターの検針・
携帯端末への入力　・検針票の投函
○その他付帯業務全般

【検針地区】岩泉町岩泉地区・乙茂地区

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

普通自動車免許ＡＴ、
原動機付自転車免許の

いずれか

（11月20日時点の内容です）

１１月１６日　から　１１月２０日　までに受理した求人です。＜次回発行日は１２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

◎ 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１１月２６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00分～16時30分
1人 1,270円～1,370円

パート労働者 不問 03010-21812001
交替制あり
(1)8時00分～15時00分

1人 860円～860円

パート労働者 不問 03010-21865101

2

清掃スタッフ（宮古市） 請負先である老人保健施設ほほえみの里施設内に
おいて下記の業務を行って頂きます。
・居室、共用部、トイレ等の清掃業務
・その他不随する業務および指示された業務

岩手県盛岡市中太田泉田６
６－１１

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

デイサービス看護スタッフ
（八木沢）

デイサービスにおける看護業務
・バイタルチェック
・配薬
・処方薬の塗布
・緊急時の対応

看護師、准看護師のい
ずれか

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


