１月１５日 から １月２２日 までに受理した求人です。

平成３０年１月２５日発行

ハローワーク 宮古

（1月22日時点の内容です）

宮古公共職業安定所

＜次回発行日は ２月１日です＞

◎
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。 ◎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。
◎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。
◎
◎「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。
◎ 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。
職種・雇用期間・雇用形態求人数
データ入力（宮古市）
雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）
有期派遣パート
ラーメンショップスタッフ
（ユニオン宮古店）
雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）
パート労働者
少年補導職員（非常勤職
員）
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

1人

1人

1人

パート労働者
内務事務
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

2人

パート労働者
電子部品組立又は検査作業
雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

5人

パート労働者
水産加工員
雇用期間の定めなし

2人

パート労働者
銀行事務
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

1人

パート労働者
下膳・食器洗浄業務
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）
パート労働者
大手家電量販店での商品管
理・品出し業務／宮古市磯
雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）
有期派遣パート
学校給食センター内での作
業（宮古市重茂）
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

1人

1人

1人

パート労働者
事務補助（宮古市）
雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）
パート労働者
看護師（正・准）／訪問看
護「看護」
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

1人

2人

パート労働者
配達員
雇用期間の定めなし

1人

パート労働者
水産販売員（７Ｈ）
雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）
パート労働者
水産販売員（練り製品補充
担当）【短時間】
雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

1人

1人

パート労働者
ホームヘルパー「介護」
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

3人

パート労働者
販売員（石崎店）１６時～
雇用期間の定めなし

3人

パート労働者
警備員（宮古市）
雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）
パート労働者

2人

仕事の内容
年
齢
派遣先事業所において下記の業務を行っていただ
きます。＊データ入力等の事務作業・部品受入れ
データ入力・客先とのメールのやり取り（内容は
上長の指示通り）・生産データ入力等・その他、
付随する業務
不問
＊ラーメンショップ『おそばの源さん』内での調
理及び接客業務。その他付随する業務及び指示さ
れた業務。＊時間、日数については応相談（土・
日・祝日働ける方）＊調理が好きで、人と接する
ことが好きな方。明るく接客ができる方希望。
不問
少年補導職員として下記の業務を行っていただき
ます。・街頭での少年補導・少年や保護者等から
の相談受理・非行防止教室の開催・広報資料の作
成及び警務業務・その他関連する業務
不問
お客様からの荷物に関する問合せ電話対応等が、
主な業務となる内務事務業務です。システム管理
されている荷物の状況確認をしますが、パソコン
基本操作ができれば対応できます。●長く働いて
いただける方大歓迎！！
不問
電子部品組立作業は指サックを使用し手作業業務
となります。様々な大きさの部品を担当毎に行っ
ていきます。検査作業は、組立した部品を拡大
鏡、実体顕微鏡を使用し、チェックします。どち
らの作業も主にイスに座って行う仕事です。適正
不問
殻つきホタテの箱詰め作業、殻むき、貝柱のパッ
ク詰め、加工製品製造（ホタテグラタン等）をし
て頂きます。時期により鮮魚の箱詰め、ウニ、ア
ワビ、イクラの加工もあります。作業現場の温度
管理を重視している為、年間ある程度一定した室
69歳以下
岩手銀行宮古支店において、銀行事務（銀行後方
事務、窓口業務、その他付随する業務）を行って
いただきます。＊担当業務、金融機関勤務経験等
により時間給を決定します＊金融機関経験者の方
は優遇します
不問
下膳、食器洗浄業務を行います。２００食分程度
の食器等を食器洗浄機を使用しますが、汚れがひ
どい場合は手洗いも行います。患者さん用のお茶
の準備、その他付随する業務もあります。５名で
業務を行います。
不問
・大手家電量販店での商品管理、品出しのお仕事
です！・未経験の方も大歓迎です！先輩スタッ
フ、リーダーがしっかりサポートしてくれます。
不問
宮古市立重茂学校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＊１５０食
分を４名で調理します。
不問
指定管理施設「宮古市民文化会館」において下記
の業務を行っていただきます。・施設管理、受
付、イベント企画運営補助・その他、付随する業
務および指示された業務＊雇用期間は平成３０年
２月１日～３月３１日までで、１年毎更新の可能
不問
訪問看護・訪問入浴に関わる看護師業務をしてい
ただきます。在宅療養する利用者さんのご自宅に
訪問し、バイタルチェック・健康管理・服薬管
理・入浴介助等を行います。訪問の際は社用車
（ＡＴ車）を使用していただきます。●１年毎の
不問
市内の施設、保育所、病院等に食材を配達しま
す。食材を検品を行い、コンテナボックスに詰た
野菜や精肉、鮮魚の配達を行います。軽ワゴン車
での配達となります。重いものは１５キロ程度あ
るコンテナもあります。配達の他に、ゴミ出し、
不問
山田インター店水産部門に配属となります。商品
のパッケージ・値付け等の業務に従事していただ
きます。また、商品の陳列や補充等、その他指示
された業務などに従事していただきます。

必要な免許資格
必要な経験など

18歳以上
◆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）（３）を２名体制でシフトにより勤
務していただきます。※※※ 急 募 ※※※
18歳以上

時間額

就業時間
(1) 9時30分～16時00分

850円～850円
ワード、エクセル、
メール操作

パートタイム
フルタイム
所在地
就業場所

事業所名
求人番号

岩手県盛岡市向中野３丁 株式会社
目１８番２０号２Ｆ ア ンドエム
クエリアスビル
業所

エムア
盛岡営

岩手県宮古市

750円～750円

交替制あり
(1) 9時00分～17時00分
(2)11時30分～19時30分
(3)12時30分～20時30分

03010- 2067781
岩手県盛岡市東見前５地 株式会社 飛鳥商
割５７－１－２Ｆ
事
岩手県宮古市

普通自動車免許一種

1,067円～1,067円

(1) 9時00分～16時00分
(2)13時00分～18時00分

パソコン操作（ワード、エ
クセル、パワーポイント）
可能な方

03010- 1957681
岩手県下閉伊郡岩泉町岩 岩泉警察署
泉字太田２３番地４
岩手県下閉伊郡岩泉町

普通自動車免許一種
（通勤用）

760円～760円

(1) 7時30分～14時00分
(2)11時45分～18時30分

03030- 352181
岩手県下閉伊郡岩泉町岩 日本郵便株式会社
泉字村木７－５
郵便事業総本部
岩泉郵便局
岩手県下閉伊郡岩泉町

パソコン操作可能な方

738円～738円

(1)13時00分～16時00分
(2) 9時00分～15時00分

03030- 353081
岩手県宮古市板屋３－１ 株式会社 エム・
１－１５
アイ・エス東北工
場
岩手県宮古市

03030- 359781
岩手県下閉伊郡山田町川 株式会社 川石水
向町１６８
産

740円～740円
又は 7時00分～16時00分の
間の5時間程度

800円～800円
又は 9時00分～16時00分の
間の5時間

760円～760円

(1) 7時00分～15時15分
(2) 8時30分～15時15分

岩手県下閉伊郡山田町

03030- 360081
岩手県宮古市築地一丁目 株式会社 岩手銀
１－２８
行 宮古支店
岩手県宮古市

03030- 345081
岩手県宮古市長町１丁目 リアス環境管理
９－１７
株式会社
岩手県宮古市

03030-

東京都豊島区東池袋１丁目 株式会社
３０－６ セイコーサン
スポット
シャインビル１２ １０階 一営業部

1,000円～1,000円
又は10時00分～20時00分の
間の8時間
(1) 8時00分～16時30分

800円～850円

347681
トップ
関東第

岩手県宮古市

13090- 3994681
岩手県盛岡市前九年２丁 一冨士フードサー
目１１－１５ ポムド
ビス 株式会社
テール２１２
盛岡出張所
岩手県宮古市

ＰＣ基本操作（ワード、エ
クセルの基本操作ができる
こと。インターネット検索
等ができること。）

交替制あり

830円～830円
又は 8時30分～22時00分の
間の5時間程度

看護師又は准看護師
普通自動車免許一種

1,300円～1,450円
又は 8時30分～17時30分の
間の4時間以上

普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可）

750円～750円

(1) 6時30分～11時00分
(2) 6時30分～12時00分

03010- 1768781
岩手県盛岡市肴町４－２ 特定非営利活動法
０ 永卯ビル３Ｆ
人 いわてアート
サポートセンター
岩手県宮古市

03010- 1786881
岩手県下閉伊郡山田町山 社会福祉法人 山
田第１５地割８２番地２ 田町社会福祉協議
会
岩手県下閉伊郡山田町

03030- 327281
岩手県宮古市山口３丁目 山口団地 ショッ
５－１２
ピングセンター
岩手県宮古市

変形（１年単位）
(1) 8時00分～16時00分

800円～900円

03030- 330981
岩手県下閉伊郡山田町山 株式会社 キクコ
田５－４１－１
ウストア 山田イ
ンター店
岩手県下閉伊郡山田町

不問
山田インター店水産部門に配属となります。かま
ぼこ等の練り製品入荷時の陳列を主に担当してい
ただきます。商品検収、品出し、陳列、補充、売
場の整理整頓を行っていただきます。
不問
山田町内の利用者宅への訪問介護業務に従事して
いただきます。身体介護、入浴介助および家事の
支援、通院介助などを行っていただきます。な
お、訪問時には自家用車を使用していただきま
す。介護福祉士の資格あれば尚可です。
不問
接客、レジ打ち、商品袋詰め、電話対応、品出
し、商品発注、清掃等、コンビニエンスストア内
の業務全般を行います。３～４名で業務対応を行
います。＊短期アルバイト相談可

TEL 0193－63－8609

800円～800円

変形（１年単位）
(1)11時00分～15時00分
(2)12時00分～16時00分

03030- 313681
岩手県下閉伊郡山田町山 株式会社 キクコ
田５－４１－１
ウストア 山田イ
ンター店
岩手県下閉伊郡山田町

介護職員初任者研修
普通自動車免許一種
（自家用車使用）

03030- 314981
岩手県下閉伊郡山田町山 社会福祉法人 山
田第１５地割８２番地２ 田町社会福祉協議
会

1,100円～1,400円
又は 7時00分～18時00分の
間の1時間以上
(1)16時00分～23時00分

750円～750円

岩手県下閉伊郡山田町

03030- 319281
岩手県宮古市大字根市第 ローソン宮古根市
２地割字中割目六番四
店
岩手県宮古市

780円～780円

(1) 7時10分～ 8時10分
(2)16時40分～21時40分
(3)16時40分～18時40分

03030- 308781
岩手県北上市幸町２番５ 北上ビルメン 株
号
式会社
岩手県宮古市

03070-

393081
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