
(1)10時00分～15時00分
1人 事務経験ある方 900円～1,000円

パート労働者 64歳以下 03030-  607711
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～17時00分
1人 810円～909円

パート労働者 不問 03030-  608811
変形（1年単位）

1人 840円～1,000円

パート労働者 不問 03030-  609211
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～16時30分
1人 869円～896円

パート労働者 不問 03030-  595111

(1)9時00分～13時00分
1人 800円～850円

パート労働者 不問 03030-  596711

(1)8時00分～10時00分
1人 800円～900円

パート労働者 64歳以下 03030-  598211
交替制あり
(1)6時00分～11時00分

1人 1,100円～1,100円 (2)14時00分～19時00分
(3)16時00分～21時00分

パート労働者 不問 03030-  600511
普通自動車免許一種

1人 793円～850円

パート労働者 不問 03030-  601411
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～17時15分
1人 970円～1,144円

パート労働者 不問 03030-  603311

2人 810円～820円

パート労働者 不問 03030-  588711

(1)9時00分～16時00分
1人 普通自動車免許ＡＴ 970円～1,144円

パート労働者 不問 03030-  590411
栄養士

(1)8時00分～16時00分
1人 969円～1,142円

パート労働者 不問 03030-  591011

(1)9時15分～17時15分
1人 869円～896円

パート労働者 不問 03030-  593611
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～16時00分
1人 905円～1,129円

パート労働者 不問 03030-  581511

(1)20時00分～0時00分
1人 1,000円～1,500円

パート労働者 20歳以上 03030-  582411
交替制あり
(1)9時00分～13時00分

4人 850円～850円 (2)17時00分～21時00分

パート労働者 不問 03030-  585611
普通自動車免許ＡＴ

5人 1,100円～1,100円

パート労働者 64歳以下 03030-  570711

1人 850円～930円

パート労働者 不問 03030-  574411
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（2月19日時点の内容です）

２月１５日　から　　２月１９日　までに受理した求人です。＜次回発行日は３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

施設管理員／川井総合事務
所（会計年度任用職員）

区界高原ウォーキングセンターに勤務となりま
す。
・ウォーキングセンター及びキャンプ場の施設管
理
・ウォーキングセンター及びキャンプ場の利用受

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）

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

一般事務 一般事務全般を行います。

・パソコンでの書類・文書作成

・電話対応、来客対応

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

岩手県宮古市

パソコン入力（ワード・エ
クセル操作）得意な方を希

望します。

パソコン［ワープロ・
表計算］可

簡単なパソコン（ワード・エ
クセル）操作ができること

道の駅対応事務員／田老総
合事務所（会計年度任用職
員）

道の駅たろう内産直とれたろうに勤務となりま
す。
・道の駅たろう管理運営事務全般
・パソコンデータ入力作業、書類整理等、電話対
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）

岩手県宮古市

レジ部門販売員（７Ｈ）／
日勤

◎レジ部門配属となり、下記の業務に従事してい
ただきます。
・レジ清算（自動金銭機搭載レジ）
・レジ周りの消耗品補充やかご整理
・サービスカウンター業務（商品管理、宅配便受

岩手県下閉伊郡山田町山田
５－４１－１

株式会社　キクコウ
ストア　山田イン
ター店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 又は8時00分～21時15分

の間の7時間
岩手県下閉伊郡山田町

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作ができること

清掃作業員／和見町 日常清掃作業に従事していただきます。
・モップ掛け、ほうきや掃除機などを使用しての
清掃
・ゴミの回収作業
・その他トイレ内の清掃

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

岩手県宮古市

調剤事務 ・処方せん受付
・パソコンを使用し専用ソフトへの入力
・薬の納品管理及び納品書の整理、電話応対
・カルテやお客様に記入していただいたアンケー
トの整理作業

岩手県宮古市西町１－７－
２６

有限会社　メディカ
ル小野

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市
パソコンの簡単な操作

可能な方

ガソリンスタンドスタッフ 当社のガソリンスタンド各給油所いずれかに勤務
・お客さまへの接客応対、給油、洗車等のサービ
ス業務
・その他、軽作業等


岩手県宮古市大通３－６－
３５

中屋石油　株式会社

雇用期間の定めなし
又は8時00分～18時00分
の間の5時間程度

岩手県宮古市

グループホーム世話人（非
常勤）１

知的・精神障がいのある利用者が暮らす一軒家の
グループホームで、家事を含む生活支援業務を
行っていただきます。１ヶ所のグループホームに
利用者４～５名が必要なサポートを受けながら共
同で生活する福祉施設です。主な仕事は以下のと

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第４
地割１－１１

社会福祉法人若竹会
自立支援センターウ
イリー

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

製品加工 下記の業務に従事していただきます。
・魚フライの加工（パン粉をつける等）
・切り身や製品のパック詰め
・シール貼り
・慣れてきたら箱詰めの作業があります。

岩手県宮古市千徳第１３地
割３２－１５

丸友しまか　有限会
社

雇用期間の定めなし
又は8時00分～17時00分
の間の5時間程度

岩手県宮古市

介護予防指導員／介護保険
課（会計年度任用職員）

宮古市役所介護保険課に勤務となります。

・高齢者の集いの場や介護予防教室などの支援業
務
・文書作成業務

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

運動指導に関する経験
があること

栄養士／教育委員会総務課
（会計年度任用職員）

新里給食センターに勤務となります。

・アレルギー除去代替食等　献立作成
・電話対応、来客対応
・パソコンデータ入力、書類整理等

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）

岩手県宮古市

メンタルヘルス相談員／総
務課（会計年度任用職員）

宮古市役所総務課に勤務となります。職員の健康
の保持、増進、管理に関する業務全般に従事して
いただきます。
・職員の生活習慣病予防健診、がん検診など健診
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
月以上）

岩手県宮古市

保健師・看護師いずれか
（取得見込可）

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作ができること

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作ができること

母子福祉資金等償還協力員
（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。
（１）母子・父子・寡婦福祉資金の借受者に対す
る当該資金の償還
　　　計画策定の指導。

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

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）

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

ワード・エクセルなど
基本操作ができること

受付案内業務 宮古市地域創生センター（公共施設）の１階カウ
ンターで、下記の業務を行って頂きます。
・施設利用者の受付
・施設利用者への案内業務
・その他、付随する業務

岩手県宮古市宮町３丁目２
－３

特定非営利活動法人
三陸ＮＰＯ支援セン
ター

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

カウンタースタッフ カウンター内で下記の接客業務に従事していただ
きます。
・ドリンクやおつまみ等の提供
・食器類の洗浄、後片付け等
・店内外の掃除業務

岩手県下閉伊郡山田町川向
町５－２３

スナック　Ｌｉｂｅ
ｒｔｙ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

ホールスタッフ（トマト＆
オニオン）

・お客様のご案内
・注文伺い
・料理提供とサービス
・後片付け
・店舗内外の清掃

岩手県宮古市鴨崎町１－５
８

アンドーコーポレー
ション　有限会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は10時00分～23時00分

の間の3時間以上
岩手県宮古市

接客、販売、製造／パン専
門店

ヤギミルクを使ったパンのお店を新しくオープン
します。
主にお客様への接客販売をしながら、製造のお手
伝いもしていただきます。
４月中旬オープン予定です。

岩手県宮古市崎山第３地割
１１２－７０

グロースパートナー
ズ　株式会社

雇用期間の定めなし
又は8時30分～19時30分
の間の6時間程度

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３年２月２５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00分
1人 905円～1,129円

パート労働者 不問 普通自動車免許ＡＴ 03030-  576311

(1)9時00分～13時00分
1人 800円～800円

パート労働者 不問 03010- 3616911

(1)12時00分～21時00分
2人 850円～850円

有期雇用派遣パート 不問 03010- 3676811

ワード・エクセルなど基本操作ができること

2

運動指導に関する経験があること

学習指導協力員（会計年度
任用職員）

一時保護児童への学習指導を行います。
・児童相談所での学習の指導、それに付随する学
習準備
・指導記録等の入力（パソコン）
・外出用務の際は公用車使用となります。

小学校教諭免許（専修・１
種・２種）、中学校教諭免許
（専修・１種・２種）、高等
学校教諭免許（専修・１

種）、教諭免許（科目不問）
いずれか所持で応募可

岩手県宮古市和見町９－２
９

岩手県宮古児童相談
所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

販売スタッフ及びウェブ業
務ヘルプ

＊キャトル宮古４Ｆの当社店舗で、販売スタッフ
として下記の業務を行っていただきます。
・品出しや接客などが中心の業務となります
・店頭商品をＷｅｂ上で販売（オンラインショッ
プへの登録等）

岩手県盛岡市厨川５丁目１
３－４０

ターンオーバー　株
式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

小型エビの加工（宮古市） 派遣先の事業所において小型エビの加工を
行います。

小魚、改装などの異物の除去
袋詰め、鉾入れなどの梱包業務

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


