
交替制あり
(1) 6時00分～10時00分

740円～760円 (2) 9時00分～13時00分

パート労働者 不問 03010-27323371
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 03010-27327771

(1) 8時30分～17時15分
810円～860円

パート労働者 不問 03010-27351471

(1) 9時00分～15時00分
750円～800円

有期派遣パート 不問 03010-27062971

(1) 8時30分～15時00分
750円～750円

有期派遣パート 不問 03010-27063171

(1) 9時00分～15時00分
760円～760円 (2) 9時30分～15時30分

(3)10時00分～16時00分

パート労働者 不問 03030- 4593871

(1) 8時30分～12時30分
750円～750円 (2)14時00分～18時00分

パート労働者 不問 03030- 4594271
普通自動車免許一種

（通勤用） (1) 9時00分～15時30分
740円～740円

パート労働者 不問 03030- 4595971

(1) 9時00分～16時00分
雇用期間の定めなし 750円～750円

パート労働者 不問 03030- 4589371
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～12時00分
800円～800円 (2) 7時00分～12時00分

パート労働者 不問 03030- 4591471

(1) 9時00分～13時00分
740円～900円 (2)11時00分～15時00分

パート労働者 不問 03030- 4579171

740円～900円

パート労働者 不問 03030- 4580671
普通自動車免許一種

（通勤用）
1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 4587171

(1) 7時00分～ 8時00分
780円～780円 (2)17時00分～19時00分

パート労働者 18歳以上 03070- 6938871

1

     （11月17日時点の内容です）

　　１１月１４日　から　１１月１７日　までに受理した求人です。　＜次回発行日は　１１月３０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

調理補助（宮古市）

1人

宮古高等技術専門校において、朝食、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・厨房内の清掃・パソ
コンを使用し簡単な事務作業・その他、関連する
業務＊１０食を１～２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）

調理場経験１年以上 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

医療事務（岩泉町）

1人

請負先の医療機関にて以下の医事業務全般を行い
ます。【受付窓口と受付周辺のお仕事です】◇カ
ルテの出し入れ、カルテの搬送◇保険証の確認、
登録◇診断書などの書類の受付。医療事務未経験
の方でも大歓迎です！丁寧にご指導いたしますの

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）

岩手県下閉伊郡岩泉町

軽作業（宮古市）

2人

派遣先事業所において、下記業務を行っていただ
きます。＜主な作業＞・部品へのグリス塗りこみ
・部品を製造装置へセット・動かない基盤への手
作業による部品差し・その他、付随する業務

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

基板加工（宮古市）

2人

派遣先事業所において、次の業務を担当します。
・機械で分割した基板を向き等に気を付けてトレ
イに並べる・停止している基板に部品を手で差す
・その他、上記に付随する業務

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

月以上） 岩手県宮古市

事務補助員／お客さまサー
ビス課

1人

配属先は、お客さまサービス課です。電気料金
メーター検針用の地図作成、検針データ入力およ
び照合業務が主な業務となります。その他、お茶
出し等の業務があります。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きま

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

医療事務

2人

当院おかだ外科内科クリニックにおいて、受付窓
口業務を行います。カルテ出し、管理、会計、電
話対応、待合室の整理などを行います。データ管
理にはＰＣを使用します。経験がない方には指導
しますので安心して応募ご相談下さい。

岩手県宮古市実田２丁目
５－１０

医療法人　おかだ
外科内科クリニッ
ク雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

パソコン基本操作
又は 8時30分～18時00分の
間の4時間程度

岩手県宮古市

加工業務

3人

社内での製品加工業務。電線をコネクターに挿入
する作業、電線の指定された箇所にテープを巻く
作業、電線切断作業等を行っていただきます。専
用の器具を使った作業も一部ありますが、大半が
手作業となります。○初めての方でも、ご指導い

岩手県宮古市田鎖第９地
割２５

有限会社　ユーエ
ムアイ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

電子機器の組立作業員

2人

センサーの組立業務に従事していただきます。主
に手作業でプラスチックケースに部品を取り付け
る仕事です。簡単な作業から行っていただきます
ので、未経験の方も安心してご応募下さい。

岩手県宮古市大字津軽石
１９－１８

有限会社宮町電子

岩手県宮古市

配送係≪急募≫

2人

食材の配達業務。幼稚園や保育所、介護施設など
へ、予め配達先毎に準備された食材を軽ワゴン車
（ＡＴ車）を使って配達します。配達は１日５～
６件で主に旧宮古市内～新里地区～田老地区とな
ります。

岩手県宮古市田の神２－
２－３０

いわて生活協同組
合　ベルフ西町店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

清掃、客室係

2人

旅館内及び各部屋の清掃を行っていただきます。
客室は８部屋でユニットバスもあります。時間帯
によっては、下膳や旅館アメニティのセッティン
グ、布団上げ、布団敷きを行います。制服は貸与
します。土日いずれかは出勤となります。ホテル

岩手県宮古市築地一丁目
１－３８

浄土ヶ浜海舟　株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

食器洗い係

1人

当館内において、宿泊・会食・法事等の利用客の
食器洗いを担当していただきます。区分けされた
食器を手洗いや機械洗浄を行い、拭取り、片付
け・整理等を行います。二人一組で作業します。
日曜勤務可能な方希望します。

岩手県宮古市築地一丁目
１－３８

浄土ヶ浜海舟　株
式会社

雇用期間の定めなし

又は10時00分～15時00分の
間の4時間

岩手県宮古市

指導員／赤前・津軽石・花
輪学童の家（短期）≪急募

3人

各学童の家において、児童（小学校低学年）の指
導、安全管理等を行います。児童と一緒に運動な
ども行います。児童数は１０名程度です。教員免
許、保育士資格お持ちの方は優遇します。就業時
間や勤務場所は相談可能です

岩手県宮古市赤前第３地
割１４－１１

社会福祉法人　慈
愛会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

又は 7時30分～18時30分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

警備員（宮古市）

2人

◆当社請負先の警備業務をお願いします。・校舎
内の施錠、開錠、巡回業務・学校職員出動、退勤
後の電話対応・その他付随する業務＊就業時間の
（１）（２）を２名体制でシフトにより勤務して
いただきます。※急募

岩手県北上市幸町２番５
号

北上ビルメン　株
式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

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１１月２２日発行  


