
交替制あり

2人 912円～1,093円

パート労働者 不問 03010- 7134021
交替制あり

2人 912円～1,093円

パート労働者 不問 03010- 7091421

1人 900円～900円

パート労働者 不問 03030- 1100421

(1)18時00分～23時00分
1人 821円～821円

パート労働者 不問 03030- 1103921

(1)8時00分～16時00分
1人 825円～953円

パート労働者 不問 03030- 1083021

調理師　　あれば尚可 (1)8時00分～16時45分
2人 861円～946円

パート労働者 不問 03030- 1084721
交替制あり

3人 900円～900円

パート労働者 不問 04011-  905821

(1)23時00分～0時00分
1人 1,040円～1,040円

パート労働者 18歳以上 03010- 6972221

(1)10時00分～15時00分
1人 900円～900円

パート労働者 59歳以下 03030- 1081921

1人 850円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 1072321

(1)6時00分～10時00分
2人 830円～830円 (2)14時00分～18時00分

パート労働者 不問 03030- 1074921
変形（1年単位）

1人 850円～900円

パート労働者 不問 03030- 1063421
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

1人 900円～900円

パート労働者 不問 03030- 1065621

2人 821円～821円

パート労働者 不問 03030- 1066921
普通自動車免許一種

1人 1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 1067121
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（3月18日時点の内容です）

３月１４日　から　　３月１８日　までに受理した求人です。　＜次回発行日は３月３１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

アルバイト研究補助スタッ
フ（宮古地区）

いわて東北メディカル・メガバンク機構宮古サテ
ライトにおいて、下記の業務を担当していただき
ます。

ＩＭＭ健康調査（詳細二次調査）で採取された生

岩手県紫波郡矢巾町医大通
１丁目１番１号
（医大通２丁目１番１号）

学校法人　岩手医科
大学（岩手医科大学
附属病院）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 又は8時00分～18時00分

の間の7時間程度
岩手県宮古市

事業所名
求人番号

アルバイト事務員（宮古地
区）

健康調査に係る事務業務（健康調査会場の設営・
撤去、健康調査の受付・誘導、物品の管理、一
部・健診業務、その他事務業務）



岩手県紫波郡矢巾町医大通
１丁目１番１号
（医大通２丁目１番１号）

学校法人　岩手医科
大学（岩手医科大学
附属病院）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 又は8時00分～18時00分

の間の6時間以上
岩手県宮古市

レジ担当／豊間根店 びはんストア豊間根店に勤務となります。
・レジチェッカー、接客業務を担当

＊雇用期間は１年毎の更新となります。（基準日
３月１６日）

岩手県下閉伊郡山田町中央
町５－６

びはん　株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は9時00分～20時30分

の間の4時間以上
岩手県下閉伊郡山田町

用務員／会計年度任用職員 町内の小中学校での用務員業務に従事していただ
きます。
・学校訪問者の対応
・電話応対
・除草、草刈りや清掃

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字松橋２１－１

岩泉町教育委員会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

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

刈払機安全衛生教育受
講証　あれば尚可

【急募】まるまつ宮古店で
の接客

和風レストラン『まるまつ宮古店』で接客の業務
をお願いします。
＊お客様のご案内、オーダー、配膳、レジなど
最初は簡単なテーブルの片づけからお願いしま
す。

宮城県富谷市成田９丁目２
－９

株式会社　カルラ

雇用期間の定めなし
又は10時00分～22時00分
の間の3時間以上

岩手県宮古市

調理員／会計年度任用職員 学校給食調理場にて、給食調理をしていただきま
す。
・調理、準備、後片付け、食器等の洗浄、調理場
の清掃等

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字松橋２１－１

岩泉町教育委員会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

※資格不問だが、調理師免
許保持者は賃金に追加加算

あり

店舗接客／鮮魚魚河岸／１
０：００～１５：００

新店舗として「鮮魚魚河岸」と「お食事処おいか
わ」がオープン致します。（令和４年５月予定）
○鮮魚魚河岸
　主として、清掃・鮮魚販売・包装・地方発送の
準備・毎日の精算　等を行っていただきます。

岩手県宮古市板屋３丁目２
－６

株式会社　ダイニン
グ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

清掃スタッフ（２３：００
～）（宮古店）

パチンコホールの清掃業務全般を行っていただき
ます。
・ホール床の拭き掃き清掃
・パチンコ台ガラスの清掃、灰皿清掃
・トイレ清掃

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
月未満）

岩手県宮古市

農作業員（収穫・箱詰め
等）

当園の畑において野菜栽培に係わる農作業全般を
行います。
〈主な業務〉
・畑の準備（土起こしや草取り）、苗や種の植え
付け、支柱パイプ等の設置、誘引作業

岩手県宮古市西ヶ丘４丁目
１０－４

よしはま農園

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

歯科助手 歯科診療の補助業務全般となります。
・歯科医師や衛生士の診療や処置のアシスタン
ト、治療器具の準備・後片付け、洗浄、消毒、清
掃など
・電話対応、窓口業務（アポイント、来客対応、

岩手県宮古市津軽石第５地
割８８番地１

昆デンタルクリニッ
ク

雇用期間の定めなし
又は9時00分～19時00分
の間の3時間以上

岩手県宮古市

事務 当観光協会において下記の業務を行っていただき
ます。
・ふるさと納税返礼品の配送手配
・ＳＮＳの情報発信業務
・配送管理業務

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8時30分～17時30分

の間の6時間程度
岩手県下閉伊郡山田町

ゴルフ用品販売員 ゴルフパートナー宮古カントリークラブ店におい
て下記業務を行います。
・接客、レジ業務
・商品の陳列、補充、在庫管理、発注
・商品の発送（チェーン店間）

岩手県宮古市崎山第４地割
８６－３

株式会社　宮古カン
トリークラブ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は7時00分～17時00分

の間の5時間以上
岩手県宮古市

基本操作、ワード・エ
クセル・オンライン対

応が可能なこと

ＳＮＳ（インスタグラ
ム等）を使える方

パソコン操作（Ｗｏｒ
ｄ、Ｅｘｃｅｌ等）

鮮魚選別員 漁船入港後、魚市場に魚を搬入して販売する段取
りを行っていただきます。
○水揚げ報告の為の魚種別の数量・金額等の簡単
な帳簿記入
○初めての方でも指導致します。

岩手県宮古市鍬ヶ崎上町６
－２８

有限会社　山智商店

雇用期間の定めなし
又は12時00分～17時00分
の間の3時間程度

岩手県宮古市

水産加工員 水産加工業務に従事します。
・サンマ、サケ、タラなどの塩漬け、醤油漬け等
・一般鮮魚の箱詰めに従事していただきます。
・立ち仕事での作業と重い物を持つ作業もありま
すので、対応できる体力のある方を求めます。

岩手県宮古市藤原二丁目５
番１１

株式会社　佐々幸

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時00分～17時00分

の間の5時間程度
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３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
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