
(1)8時30分～11時30分
1人 850円～850円

パート労働者 不問 03010- 8532911
交替制あり
(1)8時30分～15時15分

1人 830円～830円 (2)6時45分～15時15分

パート労働者 不問 03030- 1337711

1人 800円～820円

パート労働者 不問 03030- 1340011

(1)9時00分～13時00分
1人 800円～800円

パート労働者 64歳以下 03030- 1333311
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

1人 793円～793円

パート労働者 不問 03030- 1334611

(1)8時30分～16時30分
1人 869円～896円

パート労働者 不問 03030- 1318311
変形（1ヶ月単位）

1人 800円～800円

パート労働者 不問 03030- 1321211
普通自動車免許ＡＴ

(1)13時00分～17時00分
1人 800円～850円

パート労働者 不問 03030- 1312711
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1)7時00分～11時00分
1人 800円～850円 (2)11時00分～15時00分

パート労働者 不問 03030- 1313811
普通自動車免許一種

1人 800円～900円

パート労働者 64歳以下 03030- 1317011
変形（1年単位）
(1)12時00分～16時00分

1人 800円～900円

パート労働者 不問 03030- 1309011
交替制あり
(1)7時30分～12時30分

3人 830円～950円 (2)8時30分～13時30分
(3)10時00分～13時45分

パート労働者 不問 04010-20588811

(1)9時00分～14時00分
1人 793円～793円

パート労働者 64歳以下 03030- 1295011

(1)17時00分～23時00分
1人 800円～800円

パート労働者 不問 03030- 1298911

(1)12時00分～18時00分
1人 800円～800円

パート労働者 不問 03030- 1300311

1人 800円～800円

パート労働者 18歳以上 03030- 1301611

(1)14時00分～19時30分
1人 840円～860円

パート労働者 不問 03030- 1303111

(1)23時00分～8時00分
1人 793円～793円

パート労働者 18歳以上 03030- 1306211
1

販売員（磯鶏石崎店）２３
時～８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

事務員 いわて生協共同購入事業部宮古センターにて下記
の事務関連業務を行って頂きます。
　・電話対応（お問い合わせ対応など）
　・来客対応
　・パソコン操作

岩手県宮古市田鎖第８地割
１２－１

いわて生活協同組合
共同購入事業部　宮
古センター

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市
パソコン操作（入力程

度）

コンビニ販売員／２３時～ コンビニエンスストア店内の販売業務を行いま
す。
・接客やレジ、商品陳列、補充、整理
・店内の簡単な清掃等


岩手県宮古市金浜第６地割
４－３

ローソン　宮古金浜
店

雇用期間の定めなし
又は23時00分～9時00分
の間の8時間

岩手県宮古市　他

コンビニ販売員／１２時～ コンビニエンスストア店内の販売業務を行いま
す。
・接客やレジ、商品陳列、補充、整理
・店内の簡単な清掃等


岩手県宮古市金浜第６地割
４－３

ローソン　宮古金浜
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市　他

コンビニ販売員／１７時～ コンビニエンスストア店内の販売業務を行いま
す。
・接客やレジ、商品陳列、補充、整理
・店内の簡単な清掃等


岩手県宮古市金浜第６地割
４－３

ローソン　宮古金浜
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市　他

販売員（魚菜市場店） 魚菜店にて、下記の業務に従事していただきま
す。
・主にお客様応対やレジ業務
・店内清掃
・材料のカット

岩手県宮古市大通二丁目４
番２１号

有限会社　太田屋肉
店

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
（船越ＳＳ）

ガソリンスタンド販売員の業務に従事していただ
きます。
・車両への給油業務、応対サービス
・窓ふき、洗車等
・その他付随する業務

岩手県下閉伊郡山田町船越
第６地割１４２－１２

株式会社　サカモト

雇用期間の定めなし
又は8時00分～19時30分
の間の5時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

院内売店　販売員／Ｙ
ショップ県立宮古病院店

病院内売店における販売業務全般
（レジ業務・商品陳列・発注・清掃など）
が主な業務となります。



宮城県仙台市青葉区上愛子
字上遠野原９－５１

ワタキューセイモア
株式会社　東北支店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

農産販売員（短時間）／午
後

◎農産部門配属となり、下記の業務に従事してい
ただきます。
１）野菜・青果の加工（カット等）
２）商品陳列・整頓
３）接客（お客様からの注文、予約の承りなど）

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
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

世話人 グループホームにおいて、入居者１９名の生活支
援業務を行っていただきます。
・知的、精神障がいがある入居者への食事作り、
通院介助、買い物　支援等
・外出の際は社用車を使用していただきます。

岩手県宮古市田老字西向山
１２１－６

社会福祉法人　翔友
みやこライフステー
ション

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は7時00分～18時30分

の間の4時間
岩手県宮古市

職業指導員 利用者（知的・身体・精神障がい者）への職業指
導全般を行います。
・コーヒー焙煎、菓子作り、自動車部品（ゴム製
品のバリ取り）の　職業指導を行います。
・利用者の送迎、製品販売のためイベント参加、

岩手県宮古市田老字西向山
１１９－１

社会福祉法人　翔友
みやこワークステー
ション

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

水産加工員 干物や冷凍品の製造及び鮮魚出荷を行います。
・サバ、イワシ等、青魚の干物加工
・魚の内臓処理で一部包丁使用あり
（初めての方でもすぐできます）
・トレーに並べたり、箱詰め等は手作業

岩手県下閉伊郡山田町大沢
第１０地割２０７－５

大和水産　株式会社

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

岩手県下閉伊郡山田町

事務補助員／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。
・書類整理、来客、電話対応
・パソコンデータ入力作業
・職員健診受付業務等
・その他付随する業務

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

弁当調理係 ・注文取り
・お弁当調理
・レジ操作
・配達業務
・掃除　等

岩手県下閉伊郡山田町飯岡
第２地割１番地５７

ケイエム企画

雇用期間の定めなし
又は6時00分～19時00分
の間の4時間以上

岩手県下閉伊郡山田町

清掃作業員 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

インターネット通販事務 ネット通販の対応全般をお願いします。
・パソコンでの受発注対応
・ページの管理
・商品の発送準備
・顧客への連絡等

岩手県宮古市上鼻２－１－
３３

株式会社　大濱正商
店

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4時間程度
岩手県宮古市

下膳・食器洗浄業務（８時
３０分～）

・５名での立ち仕事です。
・毎日およそ２００食分の使用済み食器等を洗浄
します。
・洗浄には白衣、手袋、白長靴を着用し食器洗浄
機を使用します。

岩手県宮古市長町１丁目９
－１７

リアス環境管理　株
式会社

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
（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅ

ｌ、メール）
・ＳＮＳ、インター
ネット、検索など

事業所名
求人番号

清掃員（宮古市磯鶏） 請負先事業所であるホーマック宮古南店において
下記の業務を行っていただきます。
・店舗内の日常清掃と管理業務（トイレ、フロ
アー、入退店口、フェンス内等の清掃）
・その他、付随する業務指示された業務

岩手県盛岡市永井１６地割
１３－１　小笠原ビル１階

株式会社ベネフィッ
ト　東北営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

（4月19日時点の内容です）

４月１２日　から　　４月１９日　までに受理した求人です。＜次回発行日は４月２８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３年４月２２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


