
看護師または准看護師 交替制あり

1,100円～1,300円

パート労働者 不問 03010-19685271

750円～750円

パート労働者 不問 03030- 3491671

750円～750円

パート労働者 不問 03030- 3492571

(1) 9時00分～17時00分
900円～900円

パート労働者 不問 03030- 3493471

(1) 9時00分～17時00分
900円～900円

パート労働者 不問 03030- 3494771

(1)10時00分～17時00分
900円～900円

パート労働者 不問 03030- 3495871

850円～900円

パート労働者 不問 03030- 3496271
交替制あり

740円～740円

パート労働者 不問 03030- 3499071

(1) 9時00分～12時00分
716円～800円

パート労働者 不問 03030- 3483671

(1)13時30分～17時15分
720円～750円

パート労働者 不問 04010-54323871
普通自動車免許一種

(1) 9時30分～15時30分
850円～850円

パート労働者 不問 03030- 3476571

普通自動車免許一種 750円～1,000円
（自家用車使用）

パート労働者 不問 03030- 3469471
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1)21時00分～ 4時00分

833円～833円 (2)21時00分～ 2時00分

パート労働者 18歳以上 03030- 3470271

(1) 8時00分～12時00分
750円～750円 (2)12時00分～16時00分

パート労働者 不問 03030- 3475671
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     （8月21日時点の内容です）

　　８月１５日　から　８月２１日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　８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
事業所名
求人番号

看護師・准看護師（宮古
市）「看護」

1人

県立宮古病院院内保育所に於いて、病後児保育等
を行って頂きます。・病気回復期の園児のお世話
（投薬など）・園児の身長計測・体重計測・保育
中にケガをした園児の手当て（医療行為は行いま
せん）・その他、上記に付随する業務および指示

岩手県盛岡市上田１丁目
２－１６（あゆみ保育所
内）

株式会社　プライ
ムツーワン　東北
支局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時間程度

岩手県宮古市

青果部門

2人

青果部門での業務となります。商品のパック詰
め、袋詰め、値付け、商品陳列、ＰＯＰ、売価変
更等。作業場、店舗内の清掃及び整理整頓、その
他付随する業務をお願いします。初心者の方でも
歓迎します。ご応募お待ちしております。＊初心

岩手県宮古市板屋２丁目
１－２

株式会社　ベル
ジョイス　ジョイ
ス宮古千徳店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は 8時00分～19時00分の
間の6時間

岩手県宮古市

グロサリー部門

1人

グロサリー部門での業務となります。調味料・
ジュース・お菓子・日用品等の商品について、品
出し、補充、陳列を行います。初心者の方でも歓
迎します。ご応募お待ちしております。＊初心
者、６０歳以上の方歓迎＊経験者優遇致します◆

岩手県宮古市板屋２丁目
１－２

株式会社　ベル
ジョイス　ジョイ
ス宮古千徳店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は 7時30分～22時00分の
間の6時間

岩手県宮古市

内勤スタッフ（短期）

2人

店舗に持ち込みされた荷物を受け取り、内容確
認、サイズの計測、伝票記入、料金の精算をしま
す。必要な場合は、荷物の梱包作業も行っていた
だきます。電話応対業務はありません。

岩手県宮古市長町二丁目
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

受付事務（短期）

2人

店舗に持ち込みされた荷物を受け取り、内容確
認、サイズの計測、伝票記入、料金の精算をしま
す。必要な場合は、荷物の梱包作業も行っていた
だきます。電話応対業務はありません。

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

集配補助スタッフ（短期）

2人

ドライバーの助手席に同乗し、荷物の集荷と配達
作業を行っていただきます。集荷配達エリアは、
主に旧宮古市内となります。体力に自信がある方
からのご応募お待ちしております。


岩手県宮古市長町二丁目
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

船舶機械修理員補助

1人

小型船舶、レジャーボート等のエンジン修理等補
助を行います。修理は自社工場修理と現場修理と
なります。現場修理の移動は社用車となります。
主な取引先は、漁師の方となり、エリアは宮古市
（重茂地区、田老地区）山田町となります。未経

岩手県宮古市神林８－１ ヤマザキマリン株
式会社

雇用期間の定めなし

又は 9時00分～17時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

事務及び公共施設の受付・
管理

1人

陸中山田駅前にオープンしたショッピングセン
ター（共同店舗）の事務を行います。主に会計ソ
フトへの入力、銀行用務、資料作成、電話・来客
対応などです。また当社の隣の「山田町まちなか
支援センター」の受付や開錠・施錠、利用者への

岩手県下閉伊郡山田町長
崎３丁目６番１８号

株式会社　共同店
舗棟建設運営会社
山田雇用期間の定めなし

又は 8時50分～21時00分の
間の4時間以上

岩手県下閉伊郡山田町

パソコン操作（ワード・エ
クセル入力程度）が出来る

方

水産加工員（宮町）≪急募
≫

5人

生サンマの配送・出荷の箱詰め（ゆうパック）作
業となります。※就業日数については相談に応じ
ます。※従業員用駐車場無いので、車以外の通勤
が可能な方を希望します。

岩手県宮古市大通三丁目
６－４５

株式会社　佐々由

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

（請）法務局証明書発行窓
口業務［宮古市］

1人

法務局内登記事項証明書等の発行業務・窓口受
付、証明書作成、交付・電話応対、印紙販売＊上
記就業場所では平成３２年９月３０日迄ですが、
更新の可能性あり（就業場所が変更になる場合が
あります）＊急募＊

宮城県仙台市青葉区立町
１－２　広瀬通東武ビル
８階

株式会社　東武

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

簡単なパソコン操作
又は 8時15分～17時30分の
間の4時間程度

岩手県宮古市

一般事務（経理含む）及び
雑務

1人

宮古地域医療情報連携ネットワーク協議会運営に
係る一般的な事務作業及び雑用的な仕事が中心と
なりますが、経理の仕事も行っていただきます。
また、電話応対及び来客の対応も行っていただき
ます。

岩手県宮古市西町一丁目
６番２号　宮古医師会館
内

特定非営利活動法
人　宮古地域医療
情報連携ネット
ワーク協議会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

ワード・エクセル等のパソ
コン操作が出来ること

事務経験（経理経験はあれ
ば尚可）

訪問介護職員「介護」

1人

利用者様宅での訪問介護サービス業務を行いま
す。ケアプランに合わせた食事・移動・入浴・排
泄等の介助や、掃除・洗濯・調理・食器洗い等の
日常生活援助など全般的な業務を行います。利用
者様宅へは直行・直帰となり、自家用車を使用し

岩手県宮古市八木沢第５
地割８５番地１

合同会社ライフサ
ポート・ゆうゆう

雇用期間の定めなし

又は 6時00分～21時00分の
間の4時間程度

岩手県宮古市

介護職員初任者研修以
上又は介護福祉士

運転手（随伴車）

1人

宮古市内・近郊を中心とした運転代行業務全般と
なります。お客様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
両管理等を行っていただきます。＊経験がなくて
もやる気のある方を希望します。＊就業時間、日

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

運転経験１年以上 岩手県宮古市

販売員

2人

魚菜市場店舗において、海産物の販売業務を担当
していただきます。レジ操作、接客応対、商品袋
詰め、品出し、陳列、店舗内清掃等もお願いしま
す。土・日・祝祭日も勤務できる方を希望しま
す。

岩手県宮古市南町１２ー
１７

有限会社　坂兼商
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

◎ 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８月２４日発行  


