
変形（1ヶ月単位）

1人 793円～820円

パート労働者 不問 05020- 3276311

(1)16時30分～21時30分
1人 950円～950円

パート労働者 不問 03030- 2296611

(1)15時00分～20時00分
1人 950円～950円

パート労働者 不問 03030- 2297911

(1)10時00分～13時00分
3人 800円～800円 (2)14時00分～17時00分

パート労働者 不問 03030- 2290811

2人 793円～793円

パート労働者 59歳以下 03030- 2293411
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～16時30分
1人 1,130円～1,306円

パート労働者 不問 03030- 2294011

(1)8時30分～12時30分
1人 1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 2284211

(1)9時00分～15時00分
5人 850円～900円

パート労働者 不問 03030- 2285511
交替制あり
(1)9時00分～16時00分

1人 830円～930円 (2)10時00分～17時00分

パート労働者 不問 03030- 2287011
交替制あり
(1)8時30分～17時15分

1人 809円～1,161円 (2)16時30分～1時15分
(3)0時30分～9時15分

パート労働者 不問 03030- 2279011

1人 800円～1,000円

パート労働者 64歳以下 文字入力が可能なこと 03030- 2281111

(1)9時00分～16時00分
2人 900円～900円

有期雇用派遣パート 不問 03010-14399211
普通自動車免許ＡＴ

(1)10時00分～16時15分
1人 1,080円～1,080円

有期雇用派遣パート 不問 03010-14282911

(1)8時00分～13時00分
2人 793円～793円

パート労働者 不問 03010-14359511

1

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

代理店支援（損害保険会
社）／宮古地区

【保険代理店の支援業務】
損害保険募集をおこなう国内損保会社の保険代理
店（宮古市、山田町、岩泉町）を支援する業務で
す。
１　代理店との日常業務連絡

岩手県盛岡市開運橋通５番
１　盛岡東京海上日動ビル
４階

株式会社　東京海上
日動キャリアサービ
ス　盛岡支社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市　他
基本的なＰＣ（エクセル、
ワード）操作可能な方

事務経験または営業経験（未経験
の方でも可）※生損保事務や営業
の経験があれば尚望ましい。

手作業の組立　パート（宮
古市）

派遣先の事業所において手作業による
電子部品の組立を行います。

・組立の手順があり、その通りに作業を行いま
す。

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（大通） 鮮魚類、加工品の店頭販売業務を行っていただき
ます。
・商品の説明、レジ業務
・袋詰め、品出し、陳列など
・接客業務をメインとした店内業務を担当

岩手県宮古市大通３丁目６
－４５

株式会社　佐々由

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

看護補助（会計年度任用職
員）

当院内において看護補助業務を行います。
・入院病棟、外来での診療介助、患者搬送、備品
補充等
・パソコン入力など事務補助
・その他指示された業務

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第１
地割１１番地２６

岩手県立　宮古病院

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時30分～17時15分

の間の2時間以上
岩手県宮古市

化粧品の販売員 販売業務を担当していただきます。
・店内でのレジ打ち、接客、品出し、清掃等

医薬品、化粧品、雑貨等を取り扱っています。こ
のうち、化粧品コーナーの担当もしていただきま

岩手県宮古市保久田８－５ 株式会社　ツルハド
ラッグ　宮古中央店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

入力程度ができれば尚可

軽作業員（部品取付・梱包
等）

テレビやスマートフォンに入っている基板を作る
仕事です。

基板＝緑色やオレンジ色の四角の板に電子部品が
付いている

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）

岩手県宮古市

看護業務／デイサービスセ
ンター

デイサービス利用者に対して看護全般に従事して
いただきます。
・バイタルチェック
・服薬管理
・デイサービスで対処できる処理を始めとした健

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
月以上） 又は8時30分～13時30分

の間の4時間程度
岩手県宮古市

看護師、准看護師
のいずれか

一般相談員（申請相談員） ○雇用保険被保険者に関する相談、各種届出処理
○雇用保険に係る各種給付申請の届出処理並びに
周知・相談・適正な活用のために必要な事務
○雇用保険制度の運営のために必要な事務
○雇用保険受給資格者に関する相談、適正支給及

岩手県宮古市小山田一丁目
１－１　宮古合同庁舎１階

宮古公共職業安定所
（ハローワーク宮
古）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

道の駅の業務 道の駅いわいずみ内
【ＶｉＴＯ×ＩＷＡＩＺＵＭＩ】
　・ジェラートやコーヒーの提供、レジ等
【道の駅全般】
　・接客、レジ、品出し

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
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

パソコン操作ができること
（ワード・エクセル）

業務を行うのに必要な熱意
と見識を有すること

清掃管理業務員／うみどり
公園

清掃管理業務に従事していただきます。
・遊具の汚れとり、水飲み場のゴミ取り
・トイレ清掃、トイレットペーパーの交換・補充
・園地内巡回、点検、利用者の危険行為等の注意
指導

岩手県宮古市藤の川１３－
２３

宮古環境管理株式会
社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

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

岩手県宮古市長町２丁目１
－３２

ヤマト運輸　株式会
社　宮古支店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

介護員 ◇グループホーム（２ユニット）１８名の入居者
の方々の介護業務
　全般に従事していただきます。

＊食事、入浴、排泄、散歩、施設内での活動等の

秋田県能代市浅内字中山９
２番地

株式会社　ラ・サ
ルーテ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 又は8時00分～18時30分

の間の4時間以上
岩手県下閉伊郡岩泉町

事業所名
求人番号

（7月16日時点の内容です）

７月１２日　から　　７月１６日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は７月２９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７月２１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


