
750円～750円

パート労働者 不問 03030- 3100571

(1)13時00分～17時00分
750円～750円

パート労働者 不問 03030- 3105971

(1)14時00分～18時30分
1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 3108371
普通自動車免許一種

（通勤用） (1)17時30分～22時30分
716円～850円

パート労働者 18歳以上 03030- 3089771
変形（１年単位）

780円～780円

パート労働者 不問 03030- 3091171

雇用期間の定めなし 730円～730円

パート労働者 不問 03030- 3092071

(1) 9時00分～15時00分
雇用期間の定めなし 800円～800円

パート労働者 不問 03030- 3095571
普通自動車免許一種 交替制あり

(1) 8時30分～17時30分
720円～850円 (2)11時00分～20時00分

(3) 6時30分～15時30分

パート労働者 64歳以下 03030- 3078671
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 9時00分～15時00分

716円～716円

パート労働者 不問 03030- 3083171

(1) 8時00分～12時00分
750円～750円 (2)13時00分～17時00分

パート労働者 不問 03030- 3088471
普通自動車免許一種

（通勤用）
716円～716円

パート労働者 不問 03030- 3075171
普通自動車免許一種

（通勤用） (1)16時00分～21時00分
730円～800円

パート労働者 不問 03030- 3077371

(1) 9時00分～15時30分
750円～800円

パート労働者 不問 03030- 3072871
交替制あり
(1) 7時00分～13時00分

760円～760円 (2)13時00分～18時00分
(3)17時00分～22時15分

パート労働者 不問 03010-17518671
交替制あり
(1) 7時30分～11時30分

860円～860円 (2) 8時00分～14時30分

パート労働者 不問 03010-17427971
交替制あり
(1) 7時00分～12時00分

780円～780円 (2)17時00分～21時00分
(3)17時30分～22時15分

パート労働者 不問 03010-17167471
交替制あり
(1) 9時00分～14時00分

780円～780円 (2)13時00分～18時00分
(3)17時00分～22時00分

パート労働者 不問 03010-17203571

1

ドラッグストアでの販売
（山田大沢店）

4人

・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＊当社
は東北５県に店舗を展開する一部上場企業です。
＊販売未経験の方も大歓迎です。＊初心者でも大
歓迎です。丁寧に指導します。＊薬を販売できる

岩手県紫波郡矢巾町大字
広宮沢第３地割２４２番
１

株式会社　薬王堂

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 9時00分～22時00分の
間の3時間以上

岩手県下閉伊郡山田町

ドラッグストアでの販売
（宮古西町店）

2人

・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＊当社
は東北５県に店舗を展開する一部上場企業です。
＊販売未経験の方も大歓迎です。＊初心者でも大
歓迎です。丁寧に指導します。＊薬を販売できる

岩手県紫波郡矢巾町大字
広宮沢第３地割２４２番
１

株式会社　薬王堂

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

清掃スタッフ（宮古市）

1人

請負先事業所老人保健施設「ほほえみの里」内に
おいて、下記の業務を行っていただきます。・福
祉施設内の居室、共用部、トイレ等の清掃業務・
その他、付随する業務及び指示された業務

岩手県盛岡市中太田泉田
６６－１１

ワタキューセイモ
ア　株式会社　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

ドラッグストアでの販売
（宮古小山田店）

3人

・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＊当社
は東北５県に店舗を展開する一部上場企業です。
＊販売未経験の方も大歓迎です。＊薬を販売でき
る資格取得のサポートあり。

岩手県紫波郡矢巾町大字
広宮沢第３地割２４２番
１

株式会社　薬王堂

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 7時00分～22時15分の
間の5時間

岩手県宮古市

調理補助及び施設清掃≪急
募≫

1人

デイサービス利用者の昼食・おやつの調理補助と
して、下ごしらえ、盛付け、配膳、食器洗浄など
を行っていただきます。また、施設内の清掃・洗
濯を行っていただきます。＊正社員登用制度あり
＊経験者、調理師免許お持ちの方優遇いたします

岩手県宮古市山口５丁目
８番２号

株式会社　かがや
きライフ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

夕食スタッフ１６時～／マ
ンスリーインやまだ

1人

ホテル内レストランにて夕食スタッフとして勤務
していただきます。主な業務は、接客、配膳、調
理補助（肉、野菜などのカット等）片付け、皿洗
い等になります。日によりご利用のお客さまの人
数に変動はありますが、おおよそ４０名程度にな

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－１３４－１

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

惣菜担当

1人

惣菜をメインに作って頂き、出来上がった商品の
パック詰めや陳列等を担当して頂きます。その
他、配送車の荷受けや、繁忙時のレジの補助業務
も行って頂きます。小さな商店のため作業は特定
できませんので、店内全般の業務をお願いしま

岩手県下閉伊郡田野畑村
浜岩泉１１６番地

牧原商店

雇用期間の定めなし

又は 8時30分～12時30分の
間の4時間程度

岩手県下閉伊郡田野畑村

水産加工員（短期）《急
募》

10人

サンマの箱詰め作業等を行います。コンピュー
ターにより選別されたサンマを、きれいに並べて
箱詰めする仕事です。未経験の方でも応募可能で
す。雇用期間は１１月末日までを予定しておりま
すが、漁の状況により変動があります。＊アット

岩手県宮古市藤原一丁目
６－３４

有限会社　坂栄商
店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

構内作業員

2人

当社において構内作業、清掃を行います。回収し
た空き缶やペットボトルを手作業でアルミ缶・ス
チール缶・ペットボトルに仕分る仕事です。また
構内・事務所の清掃、片付け、草取りなどを行っ
ていただきます。

岩手県宮古市田老字西向
山１０－２

株式会社丸才　宮
古営業所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

介護員／えくぼ「介護」

1人

「グループホームえくぼ」において、利用者の食
事介助、入浴介助、排泄介助などや、レクレー
ション活動の企画・運営などの業務に携わってい
ただきます。また、施設車での送迎をしていただ
きます。※月１５日位の勤務となります。

岩手県宮古市長根４－１
３－１

株式会社　介護施
設えくぼ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般事務

1人

主に請求書関係の事務を中心とした事務業務に従
事していただきます。請求書の送付に関わる一連
の事務処理や、事務所へ支払いにいらしたお客様
の対応、電話対応などを行っていただきます。

岩手県宮古市根市２－３
３－２

株式会社丸光商事

岩手県宮古市

パソコン操作（ワード・エ
クセル基本入力程度）が出

来る方

清掃作業員／小山田地内
（８時～）

1人

日常清掃作業に従事します。モップ掛け、ほうき
や掃除機などを使用しての清掃、ゴミの回収作業
もあります。その他トイレ内の清掃、トイレット
ペーパーの交換・補充も行っていただきます。

岩手県宮古市藤の川１３
番２３号

宮古環境管理株式
会社

又は 8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

2人

サンマ、サケ、タラ等の鮮魚の加工（塩漬け、醤
油漬け）、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なりますので、対応で
きる体力のある方を求めます。※魚のさばきはあ
りません。

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

洗い場・調理補助／１７時
３０分～（和海味処いっぷ

1人

洗い場での調理器具・皿等の洗浄作業や片付け、
仕込み、調理、盛り付け等の補助作業、清掃等の
業務を行っていただきます。フロアはテーブル・
座敷・カウンター席があり１００名程度に対応で
きる広さです。

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－１３４－１

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

歯科助手

2人

院内において、歯科診療の補助業務を行っていた
だきます。歯科医師が行う診療や処置のアシスタ
ント、治療器具の準備と後片付け、洗浄、消毒、
院内の清掃作業などをお願いします。＊午後のみ
の勤務

岩手県下閉伊郡山田町長
崎４丁目１４－２

木澤歯科医院

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

青果担当／オール店

1人

びはんオール店において、青果部門を担当してい
ただきます。野菜、果物などの商品のパック詰
め、値段ラベル貼り、陳列などをおこないます。
雇用期間は１年毎の更新となります。※勤務時間
は相談に応じますので、お問い合わせ下さい。

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）

岩手県下閉伊郡山田町

事業所名
求人番号

販売員

1人

作業服、ユニフォーム、作業関連用品（靴・ヘル
メット・軍手など）の販売にかかる業務です。レ
ジや商品説明等の接客業務のほか、商品陳列、開
店準備、閉店後の片付け、店内清掃等の付帯業務
もあります。

岩手県宮古市実田１－５
－１６

ワークマン　宮古
店

雇用期間の定めなし

又は 7時00分～20時00分の
間の6時間程度

岩手県宮古市

     （7月24日時点の内容です）

　　７月１８日　から　７月２４日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　８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

◎ この求人情報は、発行日現在、有効中の求人を掲載しています。       ◎ 面接には、ハローワークの紹介状をご持参ください。 

◎ すでに、募集を締め切っている場合もありますので、ご注意ください。 

TEL 0193－63－8609 

ハローワーク 宮古 

宮古公共職業安定所 

◎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。 フルタイム ◎ この求人情報は、発行日現在、有効中の求人を掲載しています。       ◎ 面接には、ハローワークの紹介状をご持参ください。 

◎ すでに、募集を締め切っている場合もありますので、ご注意ください。 

TEL 0193－63－8609 

ハローワーク 宮古 

宮古公共職業安定所 

◎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。 パートタイム 

平成２９年７月２７日発行  



 パートタイム 


