
(1)8時00分～13時00分
1人 793円～793円

パート労働者 不問 03010- 1729711
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～16時00分
2人 877円～1,094円

パート労働者 不問 03030-  265811
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～16時00分
1人 877円～1,094円

パート労働者 不問 03030-  266211

(1)22時00分～6時00分
1人 800円～800円

パート労働者 18歳以上 03030-  268411

(1)12時30分～20時30分
1人 880円～880円

パート労働者 59歳以下 03030-  271111

(1)8時00分～16時00分
1人 800円～900円

パート労働者 不問 調理の経験 03010- 1696311

(1)9時00分～16時00分
1人 800円～800円

パート労働者 59歳以下 03030-  256711

(1)13時00分～18時30分
1人 850円～950円

パート労働者 不問 03030-  260311

(1)17時00分～23時00分
1人 793円～793円

パート労働者 18歳以上 03030-  261611

(1)9時45分～15時00分
1人 830円～900円

パート労働者 不問 03030-  250411

(1)11時00分～14時00分
1人 800円～800円

パート労働者 不問 03030-  253611

1人 800円～800円

パート労働者 59歳以下 03030-  254911
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1)9時00分～17時00分
1人 890円～1,000円

パート労働者 64歳以下 35020-  848611

1人 1,000円～1,100円
普通自動車免許ＡＴ

パート労働者 不問 03030-  242411
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～15時00分
1人 820円～820円

パート労働者 59歳以下 03030-  244311
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～15時00分
1人 820円～820円

パート労働者 59歳以下 03030-  245611

(1)7時00分～15時00分
1人 870円～870円

パート労働者 64歳以下 03030-  238911
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事業所名
求人番号

ドラッグストアでの販売
（岩手山田店）

・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）

岩手県下閉伊郡山田町

（1月25日時点の内容です）

１月１９日　から　　１月２５日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は２月４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

ろうあ者・盲ろう者相談員
（会計年度任用職員）

宮古保健福祉環境センター福祉課において、下記
の業務を担当していただきます。
・ろうあ者、盲ろう者の日常生活、社会活動に係
る相談指導
・ろうあ者の手話通訳、手話法の普及及び指導、

岩手県宮古市五月町１－２
０
岩手県宮古地区合同庁舎
２階

沿岸広域振興局　保
健福祉環境部　宮古
保健福祉環境セン
ター雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
岩手県宮古市

母子・父子自立支援員兼子
育て支援員（会計年度任用
職員）

宮古保健福祉環境センター福祉課において、以下
の業務を担当していただきます。
・家庭における児童養育及び児童の人間関係等の
相談指導
・主任児童委員の指導

岩手県宮古市五月町１－２
０
岩手県宮古地区合同庁舎
２階

沿岸広域振興局　保
健福祉環境部　宮古
保健福祉環境セン
ター雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
岩手県宮古市

パソコンの基本操作
（ワード・エクセルな
ど）ができること。

パソコンの基本操作
（ワード・エクセルな
ど）ができること。

手話通訳の経験が5年以上

レジチェッカー・品出し
（１２時３０分～）

主に業務用の容量の多い食品などを取り扱ってい
るスーパーになります。
・商品の陳列、品出し、包装、レジ操作会計、接
客等を行います。
・初めての方でも指導しますのでご応募下さい。

岩手県下閉伊郡山田町大沢
第２地割４８番地４

株式会社　マルイチ
業務スーパー　山田
店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

販売員／セブンイレブン山
田町中央店　２２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

給食調理員（宮古市） 県立宮古病院内保育所に於いて、園児の給食の調
理業務を行っていただきます。
・食材の洗浄、カット
・食器の片付けなど
・その他、上記に付随する業務および指示された

岩手県盛岡市上田１丁目２
－１６　（あゆみ保育所
内）

株式会社　プライム
ツーワン　東北支局

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

幼稚園教諭 認定こども園宮古泉幼稚園での勤務となります。
～預かり保育の担当をして頂きます～
預かり保育園児数は１００名程度で、８名の職員
が担当しています。
・通常保育終了後の預かり保育利用園児の担当で

岩手県宮古市上鼻２－６－
６

学校法人　宮古泉学
園

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

電子機器の組立作業員 センサーの組立業務に従事していただきます。
・手作業でプラスチックケースに部品を取り付け
る作業
　簡単な作業から行っていただきますので、未経
験の方も安心して　ご応募下さい。

岩手県宮古市大字津軽石第
１９地割１８

有限会社　宮町電子

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

保育士、幼稚園教諭免
許（専修・１種・２
種）のいずれか

販売員（磯鶏石崎店）１７
時～２３時

ローソン宮古磯鶏石崎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

接客スタッフ 当店において下記の業務に従事していただきま
す。
・お客様案内、注文
・配膳、片付け、店内清掃
・その他付随する業務

岩手県宮古市向町２－３２ 藤七屋

雇用期間の定めなし

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）

岩手県宮古市

フラワーコーディネート
（フラワー愛　宮古）

・典礼会館にてお葬儀で使用するフラワーの作成
　会場のコーディネート
　祭壇の装飾
　お花の管理
　配送等

山口県下関市王喜本町６丁
目４番５０号

株式会社　トレー
ダー愛

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

受付事務 さかもと眼科クリニック内において、
・来院患者様の受付
・診療室への誘導、介助
・電話対応
・レジを使用しての会計精算をお願いする場合も

岩手県宮古市向町４番４１
号

さかもと眼科クリ
ニック

雇用期間の定めなし
又は9時00分～18時00分
の間の4時間程度

岩手県宮古市

電子部品組立および生産管
理補助（運搬業務）

生産管理の指示のもと、作業を行います。
・検品、数量チェックなどの部材の入出荷作業
・市内倉庫間の部材運搬業務（ＡＴ社用車使用）
・１０～２０ｋｇ程度の部材の取扱いもありま
す。

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

訪問ヘルパー 下記の業務に従事していただきます。
・利用者のお宅を訪問し居宅での調理、排泄、入
浴、外出の支援



岩手県宮古市千徳町５番３
７号

株式会社ＪＡ　ライ
フサポート宮古介護
センター

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 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級のいずれか以上

惣菜部門 当店舗において下記業務を行っていただきます。
・惣菜の品だし
・フライ揚げもの調理作業
・商品化作業
・値段ラベル貼り

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

電子部品組立および生産管
理補助

生産管理の指示のもと、作業を行います。
・製品の荷受け・出荷対応
・検品・数量チェック・部材管理などＰＣでの事
務補助
・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

Ｅｘｃｅｌ・Ｗｏｒｄ
を使用し、表や文章の

作成ができる

◎ 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３年１月２８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


