
740円～800円

パート労働者 不問 03030- 4983571

(1) 9時00分～15時30分
普通自動車免許一種 1,500円～2,500円

パート労働者 不問 03030- 4987271
普通自動車免許一種

(1) 9時00分～16時00分
1,234円～1,234円 (2) 9時00分～15時00分

パート労働者 不問 03030- 4963171
普通自動車免許一種

（通勤用）
738円～738円

パート労働者 不問 03030- 4974671

(1)22時00分～ 7時00分
800円～800円

パート労働者 18歳以上 03030- 4953271
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～15時00分
750円～800円

パート労働者 不問 03030- 4954971

(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- 4960871
普通自動車免許一種

（通勤用）
840円～840円

パート労働者 不問 03030- 4948171
普通自動車免許一種

850円～850円

パート労働者 不問 03030- 4951771
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～16時30分
890円～890円

パート労働者 不問 03030- 4934571

(1) 8時45分～13時15分
785円～785円 (2)10時00分～14時15分

パート労働者 不問 03030- 4935471

(1) 9時00分～13時00分
785円～785円 (2)13時00分～18時00分

パート労働者 不問 03030- 4936771

(1) 1時00分～11時00分
850円～850円 (2) 6時00分～13時00分

(3) 9時00分～17時00分

パート労働者 不問 03010-29560371

(1) 9時00分～15時50分
750円～800円

有期派遣パート 不問 03010-29567971
交替制あり
(1) 8時00分～12時00分

800円～800円 (2)13時00分～17時00分

パート労働者 不問 03010-29523871

764円～1,616円

パート労働者 不問 03010-29462171

764円～1,069円

パート労働者 不問 03010-29463071

764円～1,069円

パート労働者 不問 03010-29464371
1

研究補助スタッフ（宮古地
区）

3人

健康調査で採取された生体試料（血液・尿）の受
取・調整（遠心分離等）・保管に係る業務を行っ
ていただきます。※トレーニングを受けていただ
いた上で業務にあたっていただきます。※外部施
設会場で行われる健康調査に出向いて業務してい

岩手県盛岡市内丸１９－
１

学校法人　岩手医
科大学

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

 又は 8時00分～18時00分の
間の7時間程度

岩手県宮古市

事務員（宮古地区）

2人

サテライト型健康調査に係る事務補助業務を行っ
ていただきます。・健康調査会場の設営、撤去・
健康調査の受付、誘導・物品の管理・その他事務
補助業務※外部施設会場で行われる健康調査に出
向いて業務していただく場合があります。

岩手県盛岡市内丸１９－
１

学校法人　岩手医
科大学

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

 又は 8時00分～18時00分の
間の7時間程度

岩手県宮古市

     （12月18日時点の内容です）

　　１２月１１日　から　１２月１８日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は　１２月２８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

医療材料の管理及び院内搬
送

1人

病院内（病棟・外来）等で使用される医療材料
（ガーゼ、包帯、点滴セット、注射器など、主に
ディスポ製品）の準備、供給搬送、物品管理など
のお仕事を行っていただきます。

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
１地割１１番地２６　岩
手県立宮古病院地下１階

株式会社　エフエ
スユニマネジメン
ト宮古事業所雇用期間の定めなし

又は 8時30分～17時30分の
間の6時間以上

岩手県宮古市

理学療法士または作業療法
士

1人

デイサービス利用者１０名～１５名の方の機能訓
練を行います。また利用者の家庭（３件～４件）
を訪問し、状況にあった身体や作業の機能訓練を
行います。主に午前中がデイサービス、午後が訪
問サービスとなります。訪問エリアは宮古市内で

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

理学療法士又は
作業療法士

相談員／被災者相談支援セ
ンター（山田サブセン

1人

宮古地区被災者相談支援センター（山田サブセン
ター）において相談を行います。主に窓口および
電話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

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

岩手県下閉伊郡山田町

縫製工

2人

ミシンによる縫製、ボタン付け及び製品の検査が
おもな仕事になります。また、糸やボタン、ファ
スナーなどの付属品を補充する仕事もあります。
重量物を運ぶ仕事はありません。※就業時間につ
いては、相談に応じます。

岩手県宮古市蟇目８－１
２０

有限会社　興亜被
服工業所　宮古工
場雇用期間の定めなし

又は 8時15分～17時15分の
間の5時間

岩手県宮古市

コンビニ販売員／２２時～

1人

コンビニエンスストア店内での接客やレジ、商品
陳列、補充、整理などの販売業務全般を行ってい
ただきます。店内の簡単な清掃も行っていただき
ます。＊土日祝日の勤務可能な方を希望します。
＊接客、レジ経験があれば尚よろしいです

岩手県宮古市金浜第６地
割４－３

ローソン　宮古金
浜店

雇用期間の定めなし

又は22時00分～ 9時00分の
間の8時間

岩手県宮古市

作業補助員／ワークハウス
アトリエＳＵＮ

1人

障がい者就労支援施設で「菓子製造」「手芸品製
造」「清掃作業」等の作業補助及び指導・支援を
する仕事です。主に、菓子製造の作業補助及び指
導・支援をしていただきます。社用車での菓子配
達も行います。障がい者福祉サービス経験者又は

岩手県宮古市保久田３－
２１

特定非営利活動法
人　宮古地区いき
いきワーキングセ
ンター

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

パソコン操作（ワード・エ
クセル）

岩手県宮古市

事務補助員／お客さま提案
課（１０：００～）

1人

配属先は、お客さま提案課です。書類の整理分
類・コピー・綴り込み、お客様情報ファイルの作
成など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。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

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

レストラン調理補助

1人

道の駅山田にあるレストランでの調理補助業務を
担当していただきます。料理の盛り付けや、食器
洗浄作業、調理場の片付け等を行っていただきま
す。洗浄作業には食器洗浄機を使用します。

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－１４１

山田町特産品販売
協同組合

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は11時00分～15時00分の
間の4時間

岩手県下閉伊郡山田町

事務≪急募≫

1人

司法書士の指示に基づく、補助的な事務処理業務
を行います。電話、来客対応、社用車を使用して
の顧客先への書類受取り並びに完了書類お届けを
する事から始めていただき、業務の習熟度に合わ
せて、パソコンによる書類作成を行います。

岩手県宮古市小山田２丁
目３番１号

司法書士　昆裕司
事務所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン操作（ワード、エ
クセル入力可能な方）

又は 8時30分～17時30分の
間の6時間程度

岩手県宮古市

健康プロジェクト支援員
（非常勤職員）

1人

オランダ島ハウスで行われる、健康子育てプロ
ジェクト推進事業に係る業務を行っていただきま
す。コーディネーター（精神科医）のもとでの事
務補助、事業運営補助などが主な業務内容です。
山田町役場に出勤後、公用車でオランダ島ハウス

岩手県下閉伊郡山田町八
幡町３－２０

山田町役場

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

パソコン操作（ワード・エ
クセル）

岩手県下閉伊郡山田町

サービス係（レジ担当）≪
急募≫

2人

レジ接客業務全般に従事していただきます。バー
コード読込み、レジスター操作、商品代金の精算
（自動精算機を使用）を行います。また、組合員
カードの読込み、レジ袋の確認、配布、エコバッ
クへの商品袋詰めなど、その他付帯した業務とな

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

サービス係（レジ担当）
金・土・日≪急募≫

2人

レジ接客業務全般に従事していただきます。バー
コード読込み、レジスター操作、商品代金の精算
（自動精算機を使用）を行います。また、組合員
カードの読込み、レジ袋の確認、配布、エコバッ
クへの商品袋詰めなど、その他付帯した業務とな

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

寿司・オードブル担当アル
バイト【１】（マリンコー

73人

マリンコープＤＯＲＡにおいて、下記の業務を
行っていただきます。・メニュー表に沿っての簡
単な製造・寿司の製造（シャリにネタをのせる・
パック詰め）・オードブルのパック詰め・その
他、関連業務、指示された業務＊雇用期間は平成

岩手県滝沢市土沢２２０
－３

いわて生活協同組
合

日雇

又は 1時00分～18時00分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

部品集め補助（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。・指示書通りに部品を集めます。・部品
は数字とアルファベットの組み合わせた番号で判
別できますので、名称などを覚えなくても集めら
れます。

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

商品入出庫作業（宮古支
店）

1人

宮古支店において商品の入出庫作業を行っていた
だきます。当社は、水道関連の製品・部材を取り
扱っている卸売業者です。主な作業は来客者に対
する商品の品揃えと在庫商品の棚入となります。
尚、作業においては、パソコンでの処理がありま

岩手県紫波郡矢巾町流通
センター南３－９－７

株式会社　藤村商
会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン操作 岩手県宮古市

登録型ＧＭＲＣ（宮古地
区）

8人

・健康調査の同意取得業務を行っていただきま
す。・医療職有資格者の方には、健診業務（身体
測定、血圧測定、採血、採尿、心電図検査、眼底
検査等）を行っていただく場合もあります。・可
能な範囲で、外部施設で行われる健康調査に出向

岩手県盛岡市内丸１９－
１

学校法人　岩手医
科大学

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

 又は 8時00分～18時00分の
間の8時間程度

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１２月２１日発行  



(1) 9時00分～17時00分
820円～940円

パート労働者 59歳以下 03010-29326071
普通自動車免許一種

900円～900円

パート労働者 59歳以下 03080- 4513471
普通自動車免許一種

750円～800円

パート労働者 59歳以下 03080- 4514771

2

一般事務（パート）

1人

建設機械のレンタル及び販売に関する以下の業務
を担当していただきます。・来店するお客様対応
（電話、店頭）・社内オンラインシステム等への
データ入力・その他付随する関連業務※経験の無
い方でも応募が可能です。

岩手県大船渡市赤崎町字
亀井田１０３－１

株式会社ワキタ
大船渡営業所

雇用期間の定めなし

又は 8時30分～17時30分の
間の7時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

建設機械洗車スタッフ
（パート）

1人

建設機械の入出庫及び清掃業務を担当していただ
きます。・取り扱う建設機械の倉庫内における入
出庫管理業務・洗車場におけるレンタル商品や建
設機械等の清掃洗浄を行う業務・その他関連する
付随業務※経験の無い方でも応募可。

岩手県大船渡市赤崎町字
亀井田１０３－１

株式会社ワキタ
大船渡営業所

雇用期間の定めなし

又は 8時30分～17時30分の
間の7時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

積算事務パート（合掌堂
宮古店）

1人

仏壇・墓石を販売する合掌堂では、一生に一度の
大切なお買い物のお手伝いをするため、心に寄り
添うサービスを提供しております。具体的な内容
は、入金管理等の事務処理（精算）や電話対応、
接客、専用端末の入力作業、清掃等を行っていた

岩手県盛岡市津志田南３
丁目１４番６５号【求人
票郵送先指定あり】

株式会社　サン
ファミリー（愛グ
ループ）雇用期間の定めなし

パソコンがある程度使える
方

岩手県宮古市


