
(1)7時00分～12時00分
1人 926円～926円

パート労働者 不問 02020- 2533321

(1)9時00分～16時00分
1人 840円～840円

パート労働者 不問 03010- 3819321
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1)8時15分～16時30分
2人 1,100円～1,100円 (2)16時15分～0時30分

パート労働者 18歳～59歳 03010- 3825521
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時00分～17時00分
1人 900円～1,050円 (2)8時30分～17時00分

(3)8時30分～16時00分

パート労働者 64歳以下 03030-  663221

1人 865円～1,085円

パート労働者 不問 03030-  666321

(1)8時00分～12時00分
1人 821円～821円 (2)8時30分～12時30分

パート労働者 不問 03030-  667621

(1)9時00分～13時00分
2人 821円～821円

パート労働者 不問 03030-  668921

(1)18時30分～22時30分
1人 921円～921円

パート労働者 不問 03030-  669121
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

1人 870円～1,000円

パート労働者 不問 04010-10653821

1人 840円～860円

パート労働者 不問 03030-  650921
普通自動車免許ＡＴ

1人 888円～1,015円

パート労働者 不問 03030-  652021

(1)8時30分～17時15分
1人 904円～1,031円 (2)8時30分～14時15分

パート労働者 不問 03030-  653721
普通自動車免許ＡＴ

2人 900円～1,200円

パート労働者 不問 03030-  659621

(1)18時00分～23時00分
1人 821円～821円

パート労働者 不問 03030-  660021
交替制あり

2人 900円～900円

パート労働者 不問 13040-17140521
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1)21時00分～4時00分
1人 833円～833円 (2)21時00分～2時00分

パート労働者 18歳以上 03030-  643121
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～15時30分
1人 905円～1,129円

パート労働者 不問 03030-  647221

(1)5時00分～9時00分
1人 1,000円～1,000円

パート労働者 不問 04010-10059321
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（2月10日時点の内容です）

２月７日　から　　２月１０日　までに受理した求人です。　＜次回発行日は２月２４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・発注スタッフ（コー
プ西ヶ丘）

レジ、サービスカウンター、商品発注を担当する
お仕事です。
（利用増加に伴う増員です）
１．豆腐、牛乳、パン、冷凍食品などの食品発
注、陳列、手直し

岩手県滝沢市土沢２２０－
３

いわて生活協同組合

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

デリカ【ファル磯鶏店】
７：００～１２：００

惣菜加工販売業務全般
・寿司、弁当の製造
・揚げ物、焼き物などの製造
・パック作業及び値付け
・商品の品出し及び陳列

青森県八戸市大字長苗代字
前田８３－１

株式会社　ユニバー
ス

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

介護職員 介護業務を担当していただきます。
・主に食事、入浴介助、レクリエーション等の支
援
・１０名程度の利用者の方の介護を行います
・送迎車運転業務等あり

岩手県宮古市新町２－６ 介護サービス　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

パチンコ店スタッフ（クエ
スト宮古）

「クエスト宮古」において、下記の業務を行って
いただきます。
・ホール内での接客やカウンターでの景品交換、
パチンコ台・スロット台の簡単なメンテナンス、
店内清掃など。

岩手県盛岡市神明町４－２
０

株式会社　新栄

雇用期間の定めなし
又は8時15分～0時30分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

販売員（１日４時間／８：
００または８：３０～）

医薬品、化粧品、雑貨等を取り扱う店舗にて販売
に係る業務を行っていただきます。
・レジ打ち
・接客
・品出し

岩手県宮古市磯鶏石崎２－
１２

株式会社　ツルハド
ラッグ　磯鶏店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

会計年度任用職員（事務補
助）

職員の指示のもと、パソコン（ワード・エクセ
ル）を使用しての数字入力および文書作成や電話
対応、来客対応、各種書類のコピー作業、郵便物
の発送、収受等の業務に従事していただきます。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字松橋２４－３

沿岸広域振興局　土
木部　岩泉土木セン
ター

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6時間
岩手県下閉伊郡岩泉町

販売員（１日４時間／１
８：３０～）

医薬品、化粧品、雑貨等を取り扱う店舗にて販売
に係る業務を行っていただきます。
・レジ打ち
・接客
・品出し

岩手県宮古市磯鶏石崎２－
１２

株式会社　ツルハド
ラッグ　磯鶏店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員（１日４時間／９：
００～）

医薬品、化粧品、雑貨等を取り扱う店舗にて販売
に係る業務を行っていただきます。
・レジ打ち
・接客
・品出し

岩手県宮古市磯鶏石崎２－
１２

株式会社　ツルハド
ラッグ　磯鶏店

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） パソコン操作（入力程

度）
又は9時00分～19時00分
の間の4時間以上

岩手県宮古市

レンタカースタッフ（オ
リックスレンタカー宮古駅
前店）

下記１又は２の業務（希望考慮、応相談）
１．レンタカー店舗内業務
・接客、電話対応
・システム入力等事務処理（ＰＣ使用）、等
２．レンタカー店舗外業務

宮城県仙台市青葉区本町２
丁目１０－２８　カメイ仙
台グリーンシティ６階

オリックスレンタ
カー・カメイ　株式
会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 又は8時00分～19時00分

の間の3時間以上
岩手県宮古市

教育研究所所員／学校教育
課（会計年度任用職員）

教育研究所運営に係る事務を担当していただきま
す。
・パソコンを使用し書類作成、データ入力など
・所長の指示による事務補助
・電話及び来客対応

岩手県下閉伊郡山田町八幡
町３－２０

山田町役場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） パソコン操作（ワード・エ

クセル）ができること
岩手県下閉伊郡山田町

通学バス運転手兼校務補助
員／学校教育課（会計年度
職員）

小中学校のスクールバスの運転業務に従事してい
ただきます。
・町内小中学校の通学バスの運転

・学校施設での物品整理、草取り等の環境整備

岩手県下閉伊郡山田町八幡
町３－２０

山田町役場

大型自動車第二種免許

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は6時50分～18時50分

の間の7時間
岩手県下閉伊郡山田町

販売員 店内での販売業務全般を行っていただきます。
・接客・レジ業務
・商品品出し、陳列、検品、補充
・フード調理、販売
・店舗内外の清掃

岩手県宮古市鍬ヶ崎上町４
０１番３０

ローソン宮古鍬ヶ崎
上町店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務 ・書類作成、整理、ファイリング
・各種事務手続き
・メール、電話、来客対応
・データー入力（エクセル）
・請求書作成、伝票整理

岩手県宮古市根市第６地割
７番地１

有限会社　伊藤総業

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） パソコン（ワード・エ

クセル）操作
又は8時00分～17時00分
の間の4時間以上

岩手県宮古市

運転手（随伴車） 宮古市内・近郊を中心とした運転代行業務全般。
・お客様のご依頼地にあわせての随伴車両運転
・接客、乗務記録簿への記載、精算会計
・車両管理等（給油、洗車、タイヤ交換等）を行
います。

岩手県宮古市実田１－１－
１

運転代行　人力舎

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

接客・調理／１０６号宮古
店

牛丼のすき家での接客、調理、販売、清掃業務で
す。
・接客（お客様のご案内、オーダーとり、料理提
供、食器の片付け）・調理（料理の簡単な仕込
み、盛り付け、洗い物）

東京都港区港南二丁目１８
番１号　ＪＲ品川イースト
ビル５階

株式会社　すき家

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 又は9時00分～8時59分の

間の2時間以上
岩手県宮古市

積載・仕分け（早朝） いわて生協の共同購入で配送する商品の仕分けと
車両への積み込み作業です。
男女問わず活躍できます。

※最重量物で約１２キロ程度です。（飲料ケー

宮城県仙台市若林区六丁の
目中町２３－３８　フクイ
事務所２階

株式会社　三協運輸
サービス　東北営業
所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

技術補助（会計年度任用職
員）

・児童虐待相談の関係機関調査や家庭訪問の際の
記録等
・児童相談記録等の整理保管
・文書の受付、発送等の事務補助
・一時保護児童の指導補助

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

◎ 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４年２月１７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



普通自動車免許ＡＴ
(1)9時00分～15時00分

1人 821円～850円

パート労働者 69歳以下 03030-  610721
普通自動車免許ＡＴ

(1)10時00分～17時00分
1人 950円～1,185円

パート労働者 不問 03030-  624621
変形（1ヶ月単位）
(1)16時45分～21時00分

1人 830円～830円 (2)18時15分～21時00分

パート労働者 不問 03030-  626121
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～12時00分

1人 830円～830円

パート労働者 不問 03030-  627021
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～17時00分
1人 1,530円～1,530円

パート労働者 不問 03030-  632621

2

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

就業支援員（会計年度任用
職員）

１　地域内の就職を希望する高等学校（特別支援
学校を含む）生徒　の就職支援（企業情報の提
供、就職面接の支援、個別面談等）
２　地域内の若年者の職場定着支援（事業所訪問
による聞き取り、　相談・支援機関への取次ぎ、

岩手県宮古市五月町１－２
０

岩手県沿岸広域振興
局宮古地域振興セン
ター

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市
ワード・エクセルの基本的
な操作ができること。

下膳・食器洗浄業務（夕方
勤務）

請負先施設内で下膳、食器洗浄業務を行っていた
だきます。

・およそ２００食分の使用済み食器等を洗浄しま
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
月未満）

岩手県宮古市

クリンクルー（崎鍬ヶ崎
パートタイム）

請負先施設内において、以下の業務を行っていた
だきます。
・掃除機・モップ・ホーキ・タオル等を使って廊
下、階段、各部屋　（病室含む）、トイレ等の掃
除、ゴミの回収を行います。

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
月未満）

岩手県宮古市

就職支援専門員 岩手県立大学宮古事務局における次の業務。
○就職支援業務
・学生の就職相談に対する指導及び助言
・就職支援及びキャリア支援
・求人の開拓

岩手県宮古市河南一丁目５
番１号

岩手県立大学　宮古
短期大学部

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市
ワード・エクセル・
メール基本操作


