
(1)8時00分～13時00分
1人 800円～850円

パート労働者 不問 03030- 2609611

(1)8時30分～16時30分
1人 869円～896円

パート労働者 不問 03030- 2601111

1人 800円～800円

パート労働者 18歳以上 03030- 2588911

2人 800円～800円

パート労働者 18歳以上 03030- 2589111
普通自動車免許ＡＴ

(1)12時00分～16時00分
1人 890円～890円

パート労働者 不問 03030- 2594311
交替制あり
(1)10時00分～18時00分

1人 890円～890円 (2)12時30分～20時30分

パート労働者 59歳以下 03030- 2595611
大型自動車免許　必須

(1)7時00分～8時30分
1人 850円～850円 (2)15時00分～18時30分

パート労働者 不問 03030- 2584411
準中型自動車免許

(1)13時30分～21時30分
2人 1,187円～1,187円

パート労働者 不問 03030- 2577311
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)5時00分～12時00分
1人 830円～900円

パート労働者 不問 03030- 2579911

(1)5時30分～9時30分
1人 900円～900円

パート労働者 不問 03030- 2580711
５トン限定準中型免許

(1)14時00分～19時00分
1人 1,300円～1,300円 (2)14時30分～19時30分

パート労働者 不問 03030- 2581811
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～17時00分
3人 900円～900円 (2)16時15分～0時30分

パート労働者 18歳以上 03030- 2572811

(1)23時00分～0時00分
2人 1,040円～1,040円

パート労働者 18歳以上 03010-16851811

1

事業所名
求人番号

清掃スタッフ 宿泊・日帰り温泉施設「うみねこ温泉　湯らっく
す」において、清掃業務を行います。
・大浴場の清掃（午前８時頃よりブラシを使用し
ての清掃）
・客室の清掃（午前１０時頃よりシーツ・布団カ

岩手県下閉伊郡山田町川向
町６－４９

天翔水産株式会社
うみねこ温泉　湯
らっくす

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

（8月23日時点の内容です）

８月１６日　から　８月２３日　までに受理した求人です。　＜次回発行日は９月２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

レジ接客業務／ローソン宮
古西町店（２３時～）

店内での販売業務全般を行っていただきます。
・レジ接客、お弁当・惣菜の調理、販売
・荷物の検品、商品の品出し、陳列
・店内清掃、発注、季節商品の拡販など


岩手県宮古市西町三丁目３
－１

ローソン宮古西町店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 又は23時00分～9時00分

の間の8時間
岩手県宮古市

事務補助員／福祉課（会計
年度任用職員）

宮古市役所福祉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
・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

夕食弁当宅配スタッフ 宮古センターにおける夕食弁当宅配スタッフを募
集いたします。
・生協組合員さんのお宅に夕食用のお弁当をお届
けします。
　（軽ワゴン車使用）

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

レジ接客業務／ローソン宮
古近内店（２３時～）

店内での販売業務全般を行っていただきます。
・レジ接客、お弁当・総菜の調理、販売
・荷物の検品、商品の品出し、陳列
・店内清掃、発注、季節商品の拡販など


岩手県宮古市西町三丁目３
－１

ローソン宮古西町店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 又は23時00分～9時00分

の間の8時間
岩手県宮古市

委託バス運転手 ・山田町内の小・中学校スクールバス委託車両の
運転。
・車両点検、車両内外の清掃、洗車など付帯する
業務。
・１５人乗りマイクロバス～中型バスクラスの運

岩手県下閉伊郡山田町川向
町６－４１

マルヨタクシー　有
限会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

レジチェッカー・品出し
（１０時～／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

大型自動車第二種　あ
れば尚可

中型自動車免許（限定
解除）のみお持ちの方

は要相談

調理補助 龍泉洞温泉ホテルの厨房において、調理師の指示
のもと、下記業務に従事していただきます
・料理の下ごしらえ、盛付、後片付け等

※町内の店舗へ食材の仕入れに行っていただくこ

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字府金４８

株式会社　岩泉総合
観光

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

セールスドライバー（アン
カーキャスト）

宅配便の集荷及び配達
・宮古市内を２ｔ車を運転して集配業務を行いま
す。

＊社内規定に従い、初めは乗務見習いとして配達

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

セールスドライバー 当社において下記の業務を行っていただきます。
・宅急便の集荷および配達
・宮古市内を２ｔ車で運転しての集配業務
・その他付随する業務


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

仕分けスタッフ 宅急便について伝票を見ながら町・地区ごとに仕
分ける作業です。
・構内での作業で、立ち仕事となります
・ほとんどの荷物は手作業で持ち運びします
・フォークリフト資格をお持ちの方は、大きい荷

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

※準中型自動車免許（Ｈ２
９．３．１２以降免許取得

の方）以上

清掃スタッフ（２３：００
～）（山田店）

＊パチンコホールの清掃業務全般をお願いしま
す。
（当店の閉店後業務としての作業です）

・ホール床の掃き拭き清掃

岩手県盛岡市東見前５地割
５７－１－２階

株式会社　飛鳥商事

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

カウンター及びホールス
タッフ

パチンコ、スロット店のスタッフとして、お客様
に快適に遊技をしていただくためのサービスを提
供する仕事となります
・カウンター業務
・ホール業務

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字中家２６－１

株式会社　ＪＥＣ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

◎ 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８月２６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


