
(1) 9時30分～16時00分
850円～850円

パート労働者 不問 03030- 4635371
普通自動車免許一種

（通勤用） (1) 9時30分～17時15分
900円～900円

パート労働者 不問 03030- 4636671
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～15時30分
1,234円～1,234円 (2)10時15分～17時15分

パート労働者 不問 03030- 4637571
準中型自動車免許

(1) 9時00分～16時00分
738円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 4643371
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～12時00分
750円～800円 (2) 8時00分～17時00分

パート労働者 18歳以上 03030- 4631271

(1) 9時30分～17時15分
770円～770円 (2)13時30分～21時15分

パート労働者 不問 03030- 4625171

(1) 8時00分～16時00分
785円～785円

パート労働者 不問 03030- 4614771

(1) 8時00分～12時00分
755円～755円

パート労働者 不問 03030- 4615871

950円～1,100円

パート労働者 不問 03030- 4616271

普通自動車免許一種 1,000円～1,200円

パート労働者 59歳以下 03030- 4621771

(1) 9時00分～17時00分
900円～900円 (2)12時00分～17時00分

パート労働者 不問 03030- 4607871

(1) 6時00分～ 9時30分
900円～900円 (2) 6時00分～ 8時00分

パート労働者 不問 03030- 4608271

(1) 9時00分～17時00分
900円～900円

パート労働者 不問 03030- 4609971

800円～800円

パート労働者 不問 03030- 4610371
交替制あり
(1) 8時00分～14時30分

750円～850円 (2) 8時30分～15時00分

パート労働者 不問 03010-27719071
交替制あり

900円～1,200円

パート労働者 不問 03010-27622371

(1) 9時00分～15時00分
800円～800円

有期派遣パート 不問 03010-27689371
フォークリフト免許

(1) 9時00分～16時00分
750円～800円

パート労働者 不問 03010-27468271
1

     （11月27日時点の内容です）

　　１１月２０日　から　１１月２７日　までに受理した求人です。　＜次回発行日は　１２月７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

個人課税部門

1人

当税務署の個人課税部門において、税金の申告及
び納付関係を中心とした事務を担当していただき
ます。主な担当業務は、各種書類整理等の一般事
務、申告書等のデータ入力となります。

岩手県宮古市小山田一丁
目１－１　宮古合同庁舎

宮古税務署

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

パソコン操作（ワード、エ
クセル等の一般的な入力等

ができる程度）

販売員（パート）

1人

ジュエリーの提案・販売および店舗事務作業を行
います。誕生石を覚えたりジュエリーに慣れる事
から始めて頂きます。貴方のセンスを活かして、
お客様にお似合いのジュエリーをおススメして下
さい。・未経験の方も安心してご応募下さい。・

岩手県宮古市小山田二丁目
２－１　ショッピングセン
ターマリンコープＤＯＲＡ
内

ＡＳ－ｍｅエス
テール株式会社
エステール宮古店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

相談員／被災者相談支援セ
ンター

1人

宮古地区被災者相談支援センターにおいて相談を
行います。主に電話相談および窓口での生活再建
に向けた相談への対応及びそれに関連する業務を
行っていただきます。相談結果や内容などパソコ
ン（ワード・エクセル）を使った報告入力をして

岩手県宮古市五月町１番
２０号　宮古地区合同庁
舎内

岩手県沿岸広域振
興局

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作

岩手県宮古市

運転手

1人

山田町内の事業所を中心に、廃棄物の収集運搬作
業を行います。車は２ｔ車～４ｔ車となります。
積み込みは手作業ですが、有資格者には移動式ク
レーンを使用していただきます。小型移動式ク
レーン、玉かけ、大型自動車免許資格尚可

岩手県下閉伊郡山田町飯
岡第２地割１１４番地２

有限会社　山田清
掃社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

駐車場警備及び環境整備

1人

当社請負先において、主に駐車場警備・車両誘導
業務となります。また、草刈り等の環境整備作業
や、その他雑務も行っていただきます。２名体制
となります。（草刈り等がない時期は、リサイク
ル分別に伴う、書類等の種類分け作業を行いま

岩手県宮古市長町１丁目
９－１７

リアス環境管理
株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

清掃係

1人

館内の清掃作業全般を行います。勤務表により週
２０時間未満、月８～１０日程度の勤務となりま
す。レースの状況により残業（１日１時間程）を
お願いする場合があります。経験のない方もご応
募ください。＊水曜と木曜の勤務となります。ナ

宮古市大通り４－３－１
３

財団法人　岩手県
競馬振興公社　宮
古場外勝馬投票券
発売所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

寿司製造（水産部門）８時
～１６時

1人

水産部門でのお寿司の盛付、パック詰め、商品補
充、陳列、清掃作業業務を行っていただきます。
また、仕事に慣れてくれば、発注業務もしていた
だきます。●雇用期間は１年ごとの更新

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

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

農産部門（４時間）

1人

農産部門での商品づくりとなり、袋詰め、パック
詰め、野菜のカット作業、商品補充などになりま
す。また、お客様へ商品おすすめ活動がありま
す。＊土・日・祝、勤務できる方（状況により早
出あり）＊１年更新

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

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

歯科助手（清掃、器材洗
浄、滅菌担当）

1人

院内において、主に診療器材の洗浄、消毒、滅
菌、院内の掃除などを行います。他に医師の指示
のもとに行う診療の補助、治療器具の準備、後片
づけも担当していただきます。立ち仕事になりま
す。

岩手県宮古市上鼻二丁目
２番１号

デンタルクリニッ
ク駒井

雇用期間の定めなし

又は 8時00分～17時30分の
間の8時間

岩手県宮古市

看護職員「看護」

1人

有料老人ホームにおける看護業務全般。入居者２
１名のバイタルチェック、健康管理、服薬管理等
を看護師２名体制で行います。また通院介助のた
め送迎・同乗を行う場合もあります。その際、社
用車（軽ワゴン車）を使用します。

岩手県宮古市刈屋１２－
３

特定非営利活動法
人　愛福祉会

雇用期間の定めなし

又は 9時00分～16時00分の
間の4時間

岩手県宮古市

看護師、准看護師免許
いずれかあれば可

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、荷物の梱包をします。その
他、伝票の整理、付随する所内業務を行います。

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

仕分けスタッフ（短期）

4人

宅急便・メール便の仕分け作業を行います。伝票
を見ながら町・地区ごとに仕分ける業務です。構
内での作業で、立ち仕事となります。ほとんどの
荷物は手作業で持ち運びしますが、フォークリフ
ト資格所有の方は、大きい荷物の移動にも対応し

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）

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

販売・調理スタッフ

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 6時00分～ 2時00分の
間の2時間以上

岩手県宮古市

学校給食センター内での作
業（宮古市蟇目）

2人

宮古市立学校新里給食センターにおいて給食に関
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（食洗機使用）・
厨房内の清掃・その他、関連する業務＊３，００
０食を２３～２７名で各チームで作業を行います

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

建設業仮設足場工事の作業
員（宮古営業所）「建設」

5人

＊足場シート貼り等＊社内での雑務、現場での写
真撮り、採寸等＊その他、上記に関連する業務※
朝、会社へ集合し相乗りで移動します。（３人一
組）・フルタイムでの就労も可能（就業時間等相
談に応じます）

岩手県盛岡市津志田２７
地割３７番地１５号【求
人票送付先指定あり】

有限会社　新鋭

雇用期間の定めなし

又は 8時00分～17時00分の
間の4時間

岩手県宮古市

部品の選別（宮古市）

3人

派遣先の事業所において以下の作業を行っていた
だきます。・プラスチックで作られている部品の
検査・物を拡大して確認できる拡大鏡を使用し、
欠けている部品や傷がついた部品を見つける作業
です。・その他、付随する業務及び指示された業

岩手県盛岡市向中野３丁
目１８番２０号２Ｆ　ア
クエリアスビル

株式会社　エムア
ンドエム　盛岡営
業所雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県宮古市

入荷商品の格納、出荷商品
のピッキング、小分け作業

1人

宮古営業所において以下の業務を担当していただ
きます。・入荷商品の格納・商品を引取りに来た
酒販店への商品引渡し＊ビールケース等（１５ｋ
ｇ程度）の引渡し業務あり＊パソコン操作あり
（入力程度）

岩手県盛岡市肴町４番５
号

国分東北株式会社
岩手支店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市
パソコン操作（入力程度）

フォークリフト荷役

◎ 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１１月３０日発行  


