
(1)3時00分～7時00分
1人 1,000円～1,500円 (2)13時00分～17時00分

パート労働者 18歳以上 03030- 3521001

(1)15時00分～19時00分
1人 793円～793円

パート労働者 不問 03030- 3522301

(1)8時00分～16時00分
1人 900円～900円 (2)12時00分～20時00分

パート労働者 不問 03030- 3523601

(1)17時00分～20時15分
1人 813円～813円

パート労働者 不問 03030- 3524901

(1)8時00分～12時00分
1人 850円～850円 (2)16時00分～19時00分

パート労働者 不問 03030- 3506301

(1)9時00分～15時30分
1人 793円～793円

パート労働者 不問 03030- 3516901

1人 820円～820円

パート労働者 不問 03010-23498601
普通自動車免許ＡＴ
※１名は免許不要 (1)7時30分～9時00分

2人 1,827円～2,000円 (2)9時15分～10時30分
(3)18時10分～19時15分

パート労働者 不問 03010-23504801
交替制あり
(1)8時00分～15時00分

5人 850円～850円 (2)10時00分～15時00分
(3)17時00分～20時30分

パート労働者 不問 13040-17395102

1人 793円～793円

パート労働者 不問 03030- 3502801

(1)8時00分～13時00分
1人 800円～850円

パート労働者 不問 03030- 3503201
普通自動車免許一種

(1)9時00分～15時30分
1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- 3505001

(1)8時30分～17時00分
1人 905円～905円

パート労働者 不問 03030- 3493301
普通自動車免許ＡＴ

1人 800円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 3495901

(1)10時00分～19時00分
1人 1,100円～1,100円

パート労働者 不問 03030- 3500401
普通自動車免許一種

1人 1,000円～1,250円

パート労働者 不問 03030- 3478601
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- 3480701

(1)8時30分～16時30分
1人 897円～1,085円

普通自動車免許ＡＴ

パート労働者 不問 03030- 3483501

1

学校衛生支援員／教育委員
会事務局（会計年度任用職
員）

宮古市教育委員会事務局学校教育課において、下
記の業務を担当していただきます。
○児童生徒の健康診断にかかる事務
○就学時健診にかかる事務及び受付業務
○教職員の健康診断にかかる事務及び受付業務

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
月未満） 岩手県宮古市

養護教諭免許（専修・１
種・２種）、看護師、　保

健師　のいずれか

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作ができること

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
月未満） 岩手県下閉伊郡山田町

し尿汲取作業員 当社において下記の業務に従事していただきま
す。
・岩泉町内のし尿汲取り作業を行っていただきま
す。
・浄化槽清掃

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字太田２番地５

有限会社　岩泉衛生
社

雇用期間の定めなし
又は8時00分～17時00分
の間の6時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

パソコン（ワード・エ
クセル）の基本操作

販売員（短期） メンズからレディースまでの幅広い年代層のトー
タルウェアの販売接客を行います。
・商品整理や店内外清掃
・接客、試着案内、採寸（必要時）
・会計レジ操作、包装

岩手県宮古市宮町４－４－
１１

青山商事株式会社
（洋服の青山　宮古
店）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 岩手県宮古市

雑務等補助員 当社事務所兼宿舎において下記の業務を行ってい
ただきます。
・各フロアの清掃
・事務所不在時の留守番、電話応対
・お茶出し

岩手県宮古市磯鶏沖８－２
５

有限会社　リアライ
ズ

雇用期間の定めなし
又は8時00分～17時00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）の基本操作が

出来る方

パソコン基本操作
（ワード・エクセル）

ができる方

コネクタ製品検査・試験 携帯電話やスマートフォン等、モバイル機器、パ
ソコン、自動車用電子機器などに幅広く使用され
ているコネクターの製造をしています。
・コネクタ製品の検査、試験業務
・顕微鏡や測定機を使用して製品の測定、データ

岩手県宮古市赤前第２地割
２１番地２

東北ヒロセ電機　株
式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 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

清掃スタッフ 宿泊・日帰り温泉施設「うみねこ温泉　湯らっく
す」において、清掃業務を行います。
・大浴場の清掃（午前８時頃よりブラシを使用し
ての清掃）
・客室の清掃（午前１０時頃よりシーツ・布団カ

岩手県下閉伊郡山田町川向
町６－４９

天翔水産株式会社
うみねこ温泉　湯
らっくす

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

水産加工員 秋鮭、いくら、サンマ、サバなどの水産加工作業
を行っていただきます。
・その時期に水揚げとなった魚を取り扱い、下処
理や箱詰め作業等
＊経験がなくてもできる軽作業ですのでご応募く

岩手県宮古市藤原一丁目５
－９

有限会社　大井漁業
部　大印冷凍工場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 又は8時00分～17時00分

の間の5時間程度
岩手県宮古市

接客・販売／マリンコープ
宮古店

モスバーガー店舗での接客・販売業務
（ハンバーガー等の商品の製造・販売・接客・店
内清掃など）

最初はレジや商品の袋詰めなど、簡単なお仕事か

東京都品川区大崎２－１－
１
ＴｈｉｎｋＰａｒｋ　Ｔｏ
ｗｅｒ４階

株式会社　モススト
アカンパニー（モス
バーガー）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時00分～20時30分

の間の8時間程度
岩手県宮古市

チラシの配布業務（宮古
市）

岩手県立宮古短期大学正門前にて、以下の業務を
行っていただきます。
≪チラシ配布業務≫
・センター受験者に対し住宅情報誌の配布を行
う。

岩手県盛岡市盛岡駅前通９
－１０　丸善ビル　１階

株式会社　ジェイ・
エス・ビー・ネット
ワーク　ｕｎｉＬｉ
ｆｅ盛岡店日雇（日々雇用または１ヶ

月未満） 岩手県宮古市

店舗業務全般（宮古事業
所）

店舗業務の全般を行っていただきます。
・店舗内における接客および販売
・レジ操作
・商品のパック詰めやラッピング
・商品の品出し

岩手県八幡平市大更２１－
５２－１

株式会社　肉の横沢

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は9時00分～14時00分

の間の5時間程度
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
＊専用の器具を使った作業も一部ありますが、大

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

ガソリンスタンド販売員 ガソリンスタンド店におけるお客様への応対、
サービス
・車両の誘導、給油、洗車、窓ふき、会計
・その他付随する業務
＊危険物取扱者乙種第４類または危険物取扱者丙

岩手県宮古市根市第２地割
３３－２

株式会社丸光商事

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

レジ・商品補充／１７：０
０～

レジ・商品補充を担当していただきます。
・レジカウンターにおいての接客、ＰＯＳシステ
ムを利用してのレ　ジ業務、金銭の受け渡し、包
装
・その他付随する業務

岩手県宮古市長町二丁目４
－１

ＤＣＭホーマック株
式会社　宮古店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 岩手県宮古市

内勤スタッフ 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

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字三本松５４－１０

ヤマト運輸株式会社
岩手岩泉営業所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 岩手県下閉伊郡岩泉町

販売員（根市店）１５時～ ローソン宮古根市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

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
雇用期間は１２月から翌年３月中旬頃までとなり

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

事業所名
求人番号

（12月14日時点の内容です）

１２月７日　から　１２月１４日　までに受理した求人です。＜次回発行日は１２月２４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１２月１７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



2人 793円～793円

パート労働者 59歳以下 03030- 3485301

(1)15時00分～23時00分
1人 793円～793円

パート労働者 不問 03030- 3471401

(1)10時00分～15時00分
1人 800円～800円

パート労働者 不問 03030- 3473801
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- 3474201

(1)9時00分～15時00分
2人 900円～900円

有期雇用派遣パート 不問 03010-23226201

(1)0時00分～12時00分
12人 850円～850円

パート労働者 不問 03010-23279601
美容師

普通自動車免許ＡＴ (1)9時30分～12時00分
1人 1,500円～2,100円

美容師歴８年以上

パート労働者 不問 15110- 6406401

2

道の駅の業務 道の駅いわいずみにおいて下記の業務に従事して
いただきます。
【道の駅全般】
　・接客、レジ、品出し
　・レストランのフロア係

岩手県下閉伊郡岩泉町乙茂
字乙茂９０－１

岩泉ホールディング
ス　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）程度

又は8時30分～17時30分
の間の5時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

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。
○レジ操作が簡単になりました

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

クリーニングの受付係（マ
リンコープ店）

マリンコープ店において、クリーニング衣類の受
付業務（受渡し・レジ・包装など）です。
・衣類の素材や種類を確認、料金を設定して会
計、レジにより発行　された受付伝票をお客様に
お渡し

岩手県宮古市長根２丁目５
－５

クリーニングママ号
宮古工場　（有限会
社シメアゲ　宮古工
場）雇用期間の定めなし

又は9時00分～15時00分
の間の3時間以上

岩手県宮古市

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

部品供給（宮古市） 派遣先の事業所において次の作業を行います。
・集めた部品をケースにセットし、製造装置に供
給
・部品確認（バーコード読み取り）
・初歩的な製造装置操作（タッチパネル）

岩手県盛岡市向中野３丁目
１８番２０号　２Ｆ　アク
エリアスビル

株式会社　エムアン
ドエム　盛岡営業所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 岩手県宮古市

年末年始短期アルバイト
（商品製造等／宮古・ＤＯ
ＲＡ）

マリンコープＤＯＲＡで働く、冬休みの短期アル
バイト
を募集しています。
　１．年末年始のお寿司、オードブルなど商品の
製造

岩手県滝沢市土沢２２０－
３

いわて生活協同組合

日雇（日々雇用または１ヶ
月未満） 岩手県宮古市

美容師＜岩手県＞ 老人介護施設へご高齢者を対象とした美容サービ
ス（ヘアカットや毛染め、パーマなど）の提供を
行います。
　※施設への連絡、アポイント調整などは本社で
行います。

新潟県燕市野中才１３３９
番地２

株式会社　ブルーラ
イン２１

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市　他


