
(1)3時00分～7時00分
2人 793円～793円 (2)8時00分～12時00分

パート労働者 不問 03030- 1656611
交替制あり
(1)8時40分～14時40分

1人 810円～810円 (2)15時00分～20時20分

パート労働者 59歳以下 01230- 9073111

(1)9時00分～15時00分
2人 850円～850円 (2)9時00分～16時00分

有期雇用派遣パート 不問 03010-10702111
変形（1ヶ月単位）

1人 800円～800円

パート労働者 64歳以下 03030- 1639011

(1)12時30分～17時30分
2人 普通自動車免許ＡＴ 1,002円～1,180円

パート労働者 不問 03030- 1641111

(1)12時30分～17時30分
4人 897円～925円

パート労働者 不問 03030- 1642711

(1)9時00分～15時00分
5人 850円～900円

パート労働者 不問 03030- 1624911
交替制あり
(1)8時30分～17時30分

1人 905円～905円

パート労働者 不問 エクセル入力程度 03030- 1627811

(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- 1628211
交替制あり
(1)7時30分～11時30分

1人 840円～840円 (2)8時00分～12時00分

パート労働者 64歳以下 03030- 1635811

(1)0時00分～8時00分
1人 800円～800円

パート労働者 18歳以上 03030- 1625111
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～15時00分
1人 793円～850円

パート労働者 69歳以下 03030- 1610211

(1)9時30分～14時00分
1人 793円～810円

パート労働者 不問 03030- 1604411

1

事業所名
求人番号

食品製造・洗浄／早朝勤、
日勤

餅菓子店での製造業務を担当していただきます。
○だんご・まんじゅう等の製造
（成形・容器に並べ蒸し上げ・ラップ包装・店頭
陳列など、３００　個程度）
○使用した製造器具の洗浄（手洗い）

岩手県宮古市保久田５－２ 小野寺餅店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

（5月24日時点の内容です）

５月１７日　から　　５月２４日　までに受理した求人です。＜次回発行日は６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

電子部品の袋詰め・発送
（宮古市）

派遣先の事業所において

　・電子部品の袋詰めや箱詰め
　・箱作り
　・ラベル印刷などの簡単なパソコン操作

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
月以上）

岩手県宮古市

販売員（下閉伊郡岩泉町）
５Ｈ

商品販売・陳列・発注業務および本部への諸届業
務などを行っていただきます。
　

＊未経験者の方にも丁寧に指導しますので安心し

北海道札幌市厚別区厚別中
央３条２丁目１－４０　マ
ルシンビル

ＤＣＭニコット　株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

看護師（事務）／健康課
（会計年度任用職員）

宮古市役所健康課に勤務となります。新型コロナ
ウイルスワクチン集団接種業務に従事じていただ
きます。
・接種対象者の問診業務
・接種者の経過観察業務

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

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

看護師、准看護師
のいずれか

軽作業 電子部品や交通ポール等部材の製造等を行いま
す。
・電動ドライバーを使用しての電子機器の組立
・部品を手作業で差し込む
・電気チェッカーで電気の通電確認

岩手県下閉伊郡山田町船越
９－４０－６

株式会社　エムアン
ドエム

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は10時05分～18時00分

の間の5時間程度
岩手県宮古市

事務補助員／健康課（会計
年度任用職員）

宮古市役所健康課に勤務となります。
新型コロナウィルスワクチン集団接種補助業務に
従事していただきます。
・接種対象者の受付業務
・被接種者案内、誘導業務

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
パソコン（ワード・エクセ
ル）操作ができること

会計年度任用職員（事務補
助）

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。
・　新型コロナウイルス感染症対策に関する事務
の補助
・　パソコンによる文書、資料作成、資料整理及

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

駅舎窓口スタッフ 陸中山田駅舎を訪れたお客様方に三陸鉄道リアス
線の発券や観光案内、駅舎内の清掃などをしてい
ただく管理スタッフを募集します。

週２日程度、お仕事をしてみませんか。

岩手県下閉伊郡山田町大沢
第２地割１－６

一般社団法人　山田
町観光協会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は7時30分～17時30分

の間の8時間程度
岩手県下閉伊郡山田町

パソコンの基本操作
（ワード・エクセルな
ど）ができること。

ホテル清掃スタッフ／深夜
帯

清掃業務全般に従事していただきます。
・１～２名体制の勤務
・客室清掃、敷地内の清掃作業
・その他、フロント業務（電話応対等）もお願い
します。

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第１地割２１４番地２

有限会社　Ｒ（ホテ
ルＲ）

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

グロサリー・日配係 グロサリーおよび日配部門での業務になります。
［グロサリー］
・食品やお菓子、飲料、雑貨等の商品を取り扱い
・商品の補充、陳列、発注
［日配］

岩手県宮古市田の神２丁目
２－３０

いわて生活協同組合
ベルフ西町店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員 紳士服、婦人服、子供服、肌着、寝具等を総合的
に接客販売していただきます。
・その他、レジ作業
・商品の陳列、商品の整理、各売場の在庫管理
・店内の清掃等の業務

岩手県宮古市末広町２－８ 有限会社　高幸洋品
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務兼配達／仕出しいっぷ
く

仕出しいっぷくにて一般事務、経理事務や配送業
務に従事
【事務】
・パソコンを使用しての伝票作成、集金など
【配送】

岩手県下閉伊郡山田町船越
第６地割１３４－１

株式会社　いっぷく

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

◎ 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５月２７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


