
(1) 9時00分～13時45分
738円～750円

パート労働者 不問 03010-24590671

(1) 9時30分～15時30分
760円～760円

パート労働者 不問 03030- 4256171

(1)17時30分～19時30分
814円～814円

パート労働者 不問 03030- 4257071

760円～780円

パート労働者 18歳以上 03030- 4258371
正看護師

普通自動車免許一種
（自家用車使用） 1,500円～1,700円

パート労働者 不問 15010-37739271

(1) 6時00分～ 8時00分
750円～750円 (2)10時00分～16時00分

(3)16時00分～19時00分

パート労働者 不問 03030- 4242471

738円～738円

パート労働者 不問 03030- 4243771
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 9時00分～16時00分
900円～900円

パート労働者 不問 03030- 4246971
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
740円～740円 (2)10時00分～19時00分

(3)17時00分～ 1時00分

パート労働者 不問 03030- 4249371

(1) 0時00分～ 7時30分
866円～866円

パート労働者 18歳以上 03030- 4250571

(1) 6時00分～ 9時00分
800円～800円

パート労働者 不問 03030- 4228871

800円～800円

パート労働者 不問 03030- 4229271
普通自動車免許一種

900円～950円

パート労働者 不問 03030- 4230071
栄養士

普通自動車免許一種 (1) 8時30分～15時30分
（通勤用） 800円～800円

パート労働者 不問 03030- 4241571
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1)10時00分～16時00分

900円～900円

パート労働者 不問 03010-23980271
交替制あり

1,000円～1,133円

パート労働者 不問 03010-24098971
介護職員初任者研修 交替制あり
普通自動車免許一種

1,095円～1,295円

パート労働者 不問 03010-24168871
介護職員初任者研修 交替制あり
普通自動車免許一種

1,095円～1,295円

パート労働者 不問 03010-24170071
1

訪問介護員（宮古西町）
「介護」

3人

＊訪問介護業務。在宅での生活を支えるために必
要な生活支援・調理、洗濯、生活必需品の買い
物、掃除等。身体介護・食事介助、入浴介助、排
泄介助等を訪問介護計画書をもとに決められた内
容を時間でサービス提供する仕事です。≪急募≫

岩手県盛岡市盛岡駅西通
２－９－１　マリオスビ
ル１２Ｆ

株式会社　ニチイ
学館　盛岡支店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 8時00分～18時00分の
間の4時間程度

岩手県宮古市

訪問介護員（宮古）「介
護」

2人

在宅での生活を支える為に必要な生活支援・調
理、洗濯、生活必需品の買い物、掃除等。身体介
護・食事介助、入浴介助、排泄介助等を訪問介護
計画書をもとに決められた内容と時間で、サービ
ス提供する仕事です。

岩手県盛岡市盛岡駅西通
２－９－１　マリオスビ
ル１２Ｆ

株式会社　ニチイ
学館　盛岡支店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 8時00分～18時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

学習塾講師（宮古市）

2人

個別指導の学習塾での小・中・高校生への指導＊
１日１～２時間の短時間勤務でもＯＫですのでご
相談下さい。＊明光義塾は生徒が自ら考えを導き
出せるよう個別指導の授業を進めていくスタイル
の学習塾です。

岩手県盛岡市本宮３－３
４－８

株式会社　ＭＤＳ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は15時30分～21時30分の
間の3時間以上

岩手県宮古市

自動車の回送及び洗車（釜
石・宮古・二戸）

3人

当社店舗において以下の業務を担当して頂きま
す。・点検整備する車両の回送。（主に会社の社
用車を運転します）・洗車や車内清掃など関連す
る補助作業も行って頂きます。・その他、付随す
る業務及び指示された業務。

岩手県盛岡市上堂３丁目
７－１０

岩手スバル自動車
株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

栄養士≪急募≫

1人

「陸中海岸青少年の家」の食堂において、宿泊者
や利用者の人数によりますが、約１００食前後の
食事の献立作成をしていただきます。また利用者
の朝食、昼食、夕食の材料下準備、盛付、片付
け、清掃を行います。調理は６名で行っていま

岩手県下閉伊郡山田町中
央町６番６

ケイエム企画

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）の出来る方

岩手県下閉伊郡山田町

事務補助

1人

測量等に関する事務補助等に従事していただきま
す。ワード・エクセル等を使った書類作成等の業
務となります。就業時間や週所定労働日数等は面
談において相談して決定いたします。

岩手県宮古市保久田６－
２　コーポ８　２号室

株式会社　日測
宮古事務所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

ワード・エクセル操作
又は 8時30分～17時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

販売・調理スタッフ（夜）

3人

ファーストフード（ハンバーガー類）の接客、販
売、レジ、調理、洗浄、店内清掃など、その他附
随する業務。（２時間程度、閉店作業業務を中心
に行っていただきます。）ニンテンドーＤＳを
使った新しいトレーニング手法です。未経験者で

岩手県宮古市宮町１－１
－３８

ヒロフーズ株式会
社　マクドナルド
１０６宮古店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は22時00分～ 2時00分の
間の3時間程度

岩手県宮古市

販売・調理スタッフ（朝）

1人

ファーストフード（ハンバーガー類）の接客、販
売、レジ、調理、洗浄、店内清掃など、その他付
随する業務。（２時間程度、開店作業業務を中心
に行っていただきます。）ニンテンドーＤＳを
使った新しいトレーニング手法です。未経験者で

岩手県宮古市宮町１－１
－３８

ヒロフーズ株式会
社　マクドナルド
１０６宮古店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

夜警運行管理補助員

1人

運行管理者の補助業務、県内外に出発する運転手
の点呼、アルコール・健康状況チェック等が主な
仕事となります。トラックはおおよそ１５台あ
り、それぞれの出発時間に合わせ業務を行いま
す。＊運行管理基礎講習修了者であれば尚可。修

岩手県宮古市小山田１丁
目４４

宮古港湾運送　株
式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

介護職員（グループホー
ム）「介護」≪急募≫

1人

認知症グループホーム利用者（９名）の食事の世
話・簡単な身体介助等の介護サービスや、調理・
施設清掃・洗濯等の日常生活のお世話をして頂き
ます。状況によっては、利用者さんの通院に同行
していただく場合があります（社用車使用）未経

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根２－１１１－３

株式会社　メイト

雇用期間の定めなし

(4) 1時00分～ 9時00分
岩手県下閉伊郡山田町

一般事務

1人

一般事務業務全般を行います。専用ソフトを使用
して自動車タイヤの受注、発注、在庫管理、電話
やお客様対応、請求書作成、郵便収受、その他銀
行等外出用務もあります。外出用務は、社用車ま
たは自家用車使用となります。

岩手県宮古市実田二丁目
５－１

ダンロップタイヤ
東北（株）　タイ
ヤランド宮古店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
パソコン操作（ワード・エ

クセルが出来る方）
岩手県宮古市

水産加工員

2人

鮮魚（鮭、イカ、サバ、アジ、ワカメ、メカブ、
その他海藻類）の加工をしていただきます。加工
は手捌きや機械加工となります。他に箱詰め、袋
詰め作業も行います。水産加工未経験者でもでき
る仕事ですので、初心者の方も大歓迎です。

岩手県下閉伊郡山田町川
向町１６８

有限会社　山崎水
産

雇用期間の定めなし

又は 8時00分～17時00分の
間の5時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

調理員

1人

当ＮＰＯ法人が管理運営している宿泊施設に宿泊
するお客様へ提供する食事の調理に従事していた
だきます。その他に、宿泊施設館内の清掃業務、
当施設を訪れるお客様への接客業務などもありま
す。◆主に静峰苑での勤務ですが、シフトにより

岩手県宮古市鈴久名４－
５－４

特定非営利活動法
人かわい元気社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

（請）正看護師（岩手県下
閉伊郡）「急募」

2人

契約先のグループホームにて、入居者様の健康管
理や介護士さんへの医療面でのアドバイスをしま
す。＊お好きな曜日のお好きな時間３時間の仕事
です＊就業場所は選択可能です。※週１～２回働
ける方、大歓迎です。＊業務上、車を使用する機

新潟市中央区米山４丁目
２－１６　キャッスル米
山Ｂ号

株式会社　ナース
パートナー

雇用期間の定めなし

病院勤務３年以上
又は 9時00分～17時00分の
間の3時間程度

岩手県下閉伊郡山田町、田野畑村

販売員／宮古千徳店

1人

コンビニエンスストア（ローソン）での販売に係
る業務。接客やレジ、商品の品出し、整理、店舗
内外の清掃などを行います。仕事に慣れてきた方
には、商品の発注などの在庫管理をお願いするこ
ともあります。深夜時間帯は２名での勤務体制と

岩手県宮古市上村１丁目
９番３５号

有限会社　かなざ
わ

雇用期間の定めなし

又は15時00分～ 0時00分の
間の7時間程度

岩手県宮古市

給食補助員／１７：３０～

2人

三陸病院内において、入院患者およそ２３０名の
給食業務の補助を行って頂きます。主な仕事は、
夕食の下膳から後片付けまでの仕事内容になりま
す。○夕食の下膳（簡単なリフト操作）○配膳車
の清掃およびお膳のセッティング○機械での食器

岩手県宮古市板屋一丁目
６－３６

医療法人財団　正
清会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

事務補助員／配電課（９：
３０～）

1人

配属先は、配電課です。主に専用システムを使用
した入力作業を行っていただきます。その他、来
客対応（お茶出し等）の業務があります。電話対
応による業務はございません。担当が丁寧に指導
致しますので、未経験の方でも安心して仕事がで

岩手県宮古市築地二丁目
２番３３号

東北電力株式会社
宮古営業所

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

調理補助（宮古市）

1人

宮古短期大学部寮において、寮生への昼食に関す
る業務を行っていただきます。・食材の下処理、
調理、盛り付け・食器洗浄・厨房内の清掃・その
他、関連する業務＊５０食を４～５名で担当しま
す。

岩手県盛岡市前九年２丁
目１１－１５　ポムド
テール２１２

一冨士フードサー
ビス　株式会社
盛岡出張所雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

     （10月16日時点の内容です）

　　１０月６日　から　１０月１６日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は　１０月２６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１０月１９日発行  



(1) 8時30分～10時00分
825円～960円 (2)15時30分～17時00分

パート労働者 不問 03010-24177271
介護職員初任者研修 交替制あり
普通自動車免許一種

1,095円～1,295円

パート労働者 不問 03010-24192771

(1) 0時00分～ 9時00分
900円～900円 (2)18時00分～22時00分

(3) 9時00分～18時00分

パート労働者 不問 13040-21898472

740円～740円

パート労働者 不問 03030- 4198271

(1) 8時00分～16時00分
900円～900円 (2)12時00分～20時00分

パート労働者 不問 03030- 4215371

(1) 9時00分～12時00分
750円～800円

パート労働者 不問 03030- 4216671

1,000円～1,000円

パート労働者 18歳以上 03030- 4217571

800円～800円

パート労働者 59歳以下 03030- 4218471
歯科衛生士

(1) 9時00分～12時00分
800円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 4219771

750円～750円

パート労働者 不問 03030- 4224671
普通自動車免許一種

（通勤用） (1) 9時00分～16時00分
738円～750円

パート労働者 不問 03030- 4260771
普通自動車免許一種

（通勤用） (1) 9時10分～16時00分
790円～790円

パート労働者 不問 03030- 4262271

(1)17時00分～21時00分
750円～750円

パート労働者 不問 03030- 4265071

2

調理補助・ホール係≪急募
≫

1人

味蔵の厨房にてラーメンなどの調理補助、盛り付
け、食器洗いとホールでの注文取り、料理の配膳
下膳などをして頂きます。厨房・ホールの清掃も
あります。＊経験者がある方尚可


岩手県宮古市磯鶏２丁目
５７番２

麺屋　味蔵

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

検査係

1人

検査作業全般に従事していただきます。座っての
作業となります。目視によるバネの汚れやキズ、
不良などが無いか検査する仕事です。その他、工
場内の清掃など雑務作業もお願いします。

岩手県下閉伊郡岩泉町猿
沢日向前１１４－１

特殊バネ株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

電子部品の組立、検査、生
産管理

1人

電子部品の組立・検査作業の業務となります。コ
ネクタの組立・外観検査、ハーネス品の組立・外
観検査、ハンダ作業、基板検査、治工具を使って
の作業、拡大鏡作業です。その他、指示された業
務及び付随する業務を行っていただきます。

岩手県宮古市田の神二丁
目５－２１

宮古　アドバン

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

株式会社　ニチイ
学館　盛岡支店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

経験あれば尚可 岩手県宮古市

通所介護におけるドライ
バー業務（宮古）

1人

通所介護サービスをご利用されるお客様の送迎
（ワンボックス車使用）入社時に介護職員初任者
研修又は旧ホームヘルパー２級以上の資格を保有
していない方は、入社後、社内割引にて取得を奨
励します。《急募》

自動車運転免許２種
（普通・中型・大型の

いずれか）

岩手県盛岡市盛岡駅西通
２－９－１　マリオスビ
ル１２Ｆ

訪問介護員（八木沢）「介
護」

2人

在宅での生活を支える為に必要な生活支援・調
理、洗濯、生活必需品の買い物、掃除等。身体介
護・食事介助、入浴介助、排泄介助等を訪問介護
計画書をもとに決められた内容と時間で、サービ
ス提供する仕事です。

岩手県盛岡市盛岡駅西通
２－９－１　マリオスビ
ル１２Ｆ

株式会社　ニチイ
学館　盛岡支店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 8時00分～18時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

接客・調理／宮古市

5人

牛丼のすき家でのスピーディーな接客、調理、清
掃、金銭管理、搬入（１ケース２０ｋｇ）など店
舗に関わることすべて。接客だけ、調理だけと
いった職種はございません。

東京都港区港南ニ丁目１
８番１号　ＪＲ品川イー
ストビル５階

株式会社　北日本
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3時間以上

岩手県宮古市

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

雇用期間の定めなし

又は 8時00分～17時00分の
間の3時間程度

岩手県宮古市

内勤スタッフ

1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、荷物の梱包をします。その
他、伝票の整理、電話応対、付随する所内業務を
行います。

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

歯科助手

1人

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、清掃などを行いま
す。また、電話対応、窓口業務（アポイント、来
客対応、会計など）、院内清掃などを行います。

岩手県宮古市津軽石５－
８８－１

昆デンタルクリ
ニック

雇用期間の定めなし

又は14時00分～19時00分の
間の3時間以上

岩手県宮古市

警備員

5人

宮古市内近郊では、イベントに伴う雑踏警備業
務、駐車場案内、誘導警備に従事していただきま
す。場所やイベントによっては直行直帰となる場
合もあります。重茂地区では工事に伴う車両の交
通誘導及び通行止めの案内業務となります。＊６

岩手県宮古市実田１－２
－３

株式会社　トス
ネット北東北　宮
古営業所雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）
又は 8時00分～17時00分の
間の8時間

岩手県宮古市

販売員／７時間

2人

○酒のロッキー　宮古店における酒類の店内販売
業務全般に従事していただきます。（あなたの努
力次第で充実した仕事内容にランクアップ）＊就
業時間は９時から２０時３０分の間で７時間程度
となります。＊履歴書は当社専用様式をご用意し

岩手県宮古市磯鶏３丁目
３－３

株式会社　マルニ
酒のロッキー　宮
古店雇用期間の定めなし

又は 9時00分～20時30分の
間の7時間

岩手県宮古市

歯科衛生士

1人

歯科衛生士業務全般を行います。プラーク・歯
石・口腔内の汚れ除去や薬物塗布の歯科予防処
理、および、虫歯等予防のための保健指導、医師
の指示のもとに行う診療補助を行います。また、
治療器具の準備・後片付け、洗浄、消毒、清掃な

岩手県宮古市津軽石５－
８８－１

昆デンタルクリ
ニック

雇用期間の定めなし

歯科衛生士経験者
又は14時00分～19時00分の
間の3時間以上

岩手県宮古市

水産加工

3人

鮫ヒレ（フカヒレ）の加工作業を行います。生や
乾燥・冷凍（ボイル等で戻した後）のものを、包
丁を使い皮や骨を取り除く作業です。また受注に
合わせて姿煮用、スープ用等それぞれに加工し、
目視検査を行い、袋詰めや商品成形を行います。

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根１３－８０－２１

株式会社　萬平
東北工場

雇用期間の定めなし

又は 8時00分～17時00分の
間の5時間程度

岩手県下閉伊郡山田町


