
1人 850円～900円

パート労働者 64歳以下 03030-  720321

(1)8時00分～12時00分
1人 840円～840円

パート労働者 64歳以下 03030-  723121

(1)8時00分～15時00分
1人 840円～840円

パート労働者 64歳以下 03030-  709821
変形（1年単位）
(1)13時30分～18時30分

2人 904円～904円

パート労働者 不問 03030-  711321

(1)8時00分～14時00分
2人 821円～821円

パート労働者 不問 03030-  712621

(1)17時00分～22時00分
1人 821円～821円

パート労働者 不問 03030-  713921
変形（1年単位）
(1)8時00分～12時00分

1人 860円～860円

パート労働者 不問 03030-  715021
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時00分

1人 870円～870円

パート労働者 不問 03030-  718221
変形（1年単位）

1人 860円～860円

パート労働者 不問 03030-  719521

(1)9時15分～16時00分
1人 951円～1,186円

パート労働者 不問 ワード・エクセル操作 03030-  699321

(1)13時00分～18時00分
2人 897円～925円

パート労働者 不問 03030-  705921
変形（1ヶ月単位）

調理師 (1)8時00分～13時00分
1人 900円～1,000円

パート労働者 59歳以下 03030-  706121

(1)6時30分～9時00分
2人 950円～950円

パート労働者 不問 12010- 5536521
交替制あり
(1)8時40分～14時40分

1人 831円～831円 (2)15時00分～20時20分

パート労働者 59歳以下 01230- 3342821
交替制あり

登録販売者(一般医薬品)

1人 890円～890円

パート労働者 不問 03010- 3966521
交替制あり

登録販売者(一般医薬品)

1人 890円～890円

パート労働者 不問 03010- 3968321
交替制あり

登録販売者(一般医薬品)

1人 890円～890円

パート労働者 不問 03010- 3970021
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1)6時00分～8時00分
1人 923円～923円 (2)16時30分～19時30分

パート労働者 不問 03030-  675621

1

グループホーム世話人（非
常勤）２

比較的軽い、知的・精神障がいのある利用者が暮
らす一軒家のグループホームで、家事を中心とし
た自立支援業務を行っていただきます。１ヶ所の
グループホームに利用者４～５名が日中は作業所
などに通いながら共同で生活している福祉施設で

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第４
地割１－１１

社会福祉法人若竹会
自立支援センターウ
イリー

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

ドラッグストアでの販売
（登録販売者）【岩泉地
域】

・医薬品販売に関する業務（接客、商品管理、在
庫管理等）
・商品管理（発注、陳列、補充、整理）
・レジ業務
・店内外の清掃

岩手県盛岡市盛岡駅西通２
丁目９番１号　
マリオス６Ｆ

株式会社　薬王堂

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時00分～22時15分

の間の7時間程度
岩手県下閉伊郡岩泉町

ドラッグストアでの販売
（登録販売者）【山田地
域】

・医薬品販売に関する業務（接客、商品管理、在
庫管理等）
・商品管理（発注、陳列、補充、整理）
・レジ業務
・店内外の清掃

岩手県盛岡市盛岡駅西通２
丁目９番１号　
マリオス６Ｆ

株式会社　薬王堂

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時00分～22時15分

の間の7時間程度
岩手県下閉伊郡山田町

ドラッグストアでの販売
（登録販売者）【宮古地
域】

・医薬品販売に関する業務（接客、商品管理、在
庫管理等）
・商品管理（発注、陳列、補充、整理）
・レジ業務
・店内外の清掃

岩手県盛岡市盛岡駅西通２
丁目９番１号　
マリオス６Ｆ

株式会社　薬王堂

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時00分～22時15分

の間の7時間程度
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
てご応募下さい。

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

商品陳列スタッフ ＜長期のお仕事＞

大手ドラッグストアで商品を運んで並べるだけ
の、未経験でもすぐ覚えられるコツコツ作業で
す。

千葉県千葉市花見川区幕張
町３－７７２７－１

エイジスマーチャン
ダイジング　サービ
ス　株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

調理師 以下の調理業務を行っていただきます。
・園児の給食・離乳食の調理業務。（１日５０食
程度）
・食器類の洗浄、その他付随する業務。


岩手県宮古市花輪第４地割
２番地１

社会福祉法人　慈愛
会　花輪保育所

雇用期間の定めなし

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。
新型コロナウイ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

教員業務等支援職員（会計
年度任用職員）

岩泉高等学校内において下記の業務を担当してい
ただきます。
○パソコンを使用しての伝票整理、データ入力等
○学校徴収金等の経理補助
○文書受付

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字松橋４

岩手県立岩泉高等学
校

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

インストアベーカリー販売
員（４Ｈ～６Ｈ）

山田インター店インストアベーカリー部門に配属
となります。
・パン生地の成形、加工
・パンの焼成、陳列や補充等
・その他指示された業務など　　　　　

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
月未満） 又は8時00分～14時00分

の間の4時間以上
岩手県下閉伊郡山田町

畜産販売員（７時間パート
ナー）

◎畜産部門配属となり、下記の業務に従事してい
ただきます。
１）食肉加工（食材加工・盛りつけ・パッケージ
作業等）
２）商品陳列・整頓

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
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

加工食品販売員（短時間） ◎インスタント食品、調味料、粉物、飲料等を取
り扱う加工食品部　門配属となり、下記の業務に
従事していただきます。
１）商品陳列、補充
２）発注業務

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
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

販売員（保久田店）１７時
～

ローソン保久田店での業務となります。
・レジ
・品出し
・清掃
・まちかど厨房での調理

岩手県宮古市保久田８－１
６

ローソン宮古保久田
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員（保久田店）８時～ ローソン保久田店での業務となります。
・レジ
・品出し
・清掃
・まちかど厨房での調理

岩手県宮古市保久田８－１
６

ローソン宮古保久田
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

放課後児童支援員／健康子
ども課（会計年度任用職
員）

町内の放課後児童クラブにおいて、児童支援員と
して勤務していただきます。
・小学校の放課後及び土曜日を含む学校休校日に
児童を預かり、安　心と安全を確保しながら、児
童が遊び勉強し成長する環境づくり　を行う業務

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） 又は7時30分～18時30分

の間の5時間以上
岩手県下閉伊郡山田町

飲料／６時間 当店舗において下記業務を行っていただきます。
・飲料の補充
・発注作業
・値引き作業
・清掃等その他付随する業務

岩手県宮古市小山田二丁目
２－１

いわて生活協同組合
宮古ショッピングセ
ンター　マリンコー
プＤＯＲＡ雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

グロサリー／４時間 当店舗において下記業務を行っていただきます。
・食品、菓子、嗜好品の補充
・値引き作業
・清掃等その他付随する業務


岩手県宮古市小山田二丁目
２－１

いわて生活協同組合
宮古ショッピングセ
ンター　マリンコー
プＤＯＲＡ雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

事務職員 事務全般を行っていただきます。
・給与計算、会計処理、利用料請求、各種申請手
続き等
・補助的に介護業務を行う場合もあります


岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字中家２０－１０

有限会社　なかむら
（デイサービスセン
ターやすらぎ）

雇用期間の定めなし
又は8時30分～17時30分
の間の4時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町
パソコン操作（ワード・エ

クセル）ができる方

（2月18日時点の内容です）

２月１４日　から　　２月１８日　までに受理した求人です。　＜次回発行日は３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

◎ 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２４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



(1)17時00分～23時00分
2人 850円～1,500円

パート労働者 20歳以上 03030-  681421

(1)8時30分～17時00分
1人 1,013円～1,013円

パート労働者 不問 03030-  682321
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時00分～17時00分
1人 830円～830円

パート労働者 64歳以下 03030-  691921
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 830円～930円 (2)9時30分～18時30分

(3)16時30分～8時30分

パート労働者 64歳以下 03030-  692121

2

介護員または介護補助員 介護業務全般に従事していただきます。
・食事・入浴・排泄の支援
・見守り、介助、レクリエーション
・病院受診時の同行等
・入居定員９名

岩手県宮古市津軽石第１３
地割２０８番地１６０

株式会社　風和璃

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

生活支援員／ひまわり 下記の業務に従事していただきます。
・主に入居者様の買い物同行
・昼食の調理提供、後片付け
・その他生活サポート、見守り、声かけ・会話、
共同スペースの掃除など

岩手県宮古市津軽石第１３
地割２０８番地１６０

株式会社　風和璃

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般事務補助／事務局 岩手県立大学宮古事務局における次の業務
・一般事務補助
・付随する業務及び指示された業務
・来校者等の受付
・その他、学校行事補助を行っていただきます。

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）

パソコン操作（ワー
ド・エクセル・メール

等）のできる方
岩手県宮古市

ホール・調理補助／のらく
ら

ホールにおいて接客業務及び厨房内において調理
補助的作業を行っていただきます。
○ホールにおいて接客業務
・お客様のご案内、注文受け、配膳、後片付け、
レジ等

岩手県宮古市八木沢第４地
割９７－７

ビツクベル　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市


