
(1) 9時30分～17時00分
1,000円～1,000円

パート労働者 59歳以下 03010- 4813181
普通自動車免許一種

1,000円～1,500円

パート労働者 不問 11040- 3374581

(1)10時30分～14時30分
740円～740円

パート労働者 不問 03030-  780681
栄養士

(1) 8時30分～15時15分
1,668円～1,668円

パート労働者 不問 03030-  782581
普通自動車免許一種

738円～900円

パート労働者 不問 03030-  786281

(1) 5時00分～ 8時00分
880円～880円

パート労働者 不問 03030-  757681
普通自動車免許一種

(1) 7時40分～13時25分
840円～840円

パート労働者 不問 03030-  758981
普通自動車免許一種

(1) 9時00分～16時30分
907円～907円 (2) 9時00分～12時00分

パート労働者 不問 03030-  761281
介護職員初任者研修

(1)16時45分～ 8時45分
1,630円～1,630円

パート労働者 18歳以上 03030-  740981
介護職員初任者研修
普通自動車免許一種

857円～887円

パート労働者 不問 03030-  742481

(1) 8時00分～15時30分
中型自動車運転免許 1,666円～2,500円
（ＡＴ限定不可）

パート労働者 不問 03010- 4462581
交替制あり
(1) 9時40分～14時40分

750円～750円 (2)13時10分～18時50分

パート労働者 不問 03010- 4087481

1

宝くじ販売（宮古ＤＯＲＡ
チャンスセンター）

1人

宮古ＤＯＲＡチャンスセンター宝くじ売り場にお
いて宝くじの販売と当せん金の支払い業務を行っ
ていただきます。その他、上記に付随する業務を
行っていただきます。＊採用後、３日程度の研修
があります。≪急募≫

岩手県盛岡市中央通１丁
目７－２５　朝日生命盛
岡中央通ビル３Ｆ

株式会社　エヌエ
ヌシ－　盛岡支店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

配達運転手（宮古地域）

1人

＊タンクローリー（４ｔ）で宮古地域の各工事現
場へ給油配達を行っていただきます。＊宮古地域
（宮古市、山田町、岩泉町、田野畑町）＊配達の
状況により、勤務時間が短くなることがありま
す。＊その他、関連する業務及び指示された業

岩手県紫波郡紫波町北日
詰字城内７５番地１

有限会社　キョー
ワ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

危険物取扱者
（甲・乙問わず）

訪問ヘルパー・９／３０
「介護」

5人

市内の利用者宅で、家事や介護のヘルパー業務に
従事していただきます。朝・昼・夜の時間帯を中
心に、１日おおよそ３件、１件あたり１～２名の
職員で訪問します。外出の際には、当施設の車両
を使用します。活動着上下貸与します。＊１日３

岩手県宮古市小山田２丁
目９番２０号

社会福祉法人　宮
古市社会福祉協議
会雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は 7時30分～18時30分の
間の3時間以上

岩手県宮古市

介護員夜間専従／清寿荘
「介護」

2人

施設入所者（定員５０名）の居室巡回及び食事な
どの介助業務に従事していただきます。職員２名
体制で休憩は交替で行います。

岩手県宮古市小山田２丁
目９番２０号

社会福祉法人　宮
古市社会福祉協議
会雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

河川管理補助（宮古土木セ
ンター）

1人

県が管理する宮古市・山田町内の河川の状態の巡
視、調査、報告書作成等となり、パソコン（ワー
ド、エクセル）を使用してデータ入力が伴いま
す。水質の汚れ、不法な工作物の設置の有無、土
砂等の堆積物・構造物の確認や河川のゴミの収集

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
月以上）

パソコン入力（ワード・エ
クセル）操作

岩手県宮古市

郵便外務／軽自動車

1人

軽自動車を使用して、ゆうパックの集配・集荷業
務、運送業務を行っていただきます。集配先は主
に宮古市内の事業所になります。重さが３０ｋｇ
以内の荷物を取り扱い、携帯端末を操作して料金
計算・領収書発行等の作業をします。川井地域あ

岩手県宮古市栄町１－７ 日本郵便株式会社
郵便事業総本部
宮古郵便局雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

販売員（５：００～）

1人

接客、レジ、商品の受け渡し、商品の袋詰め、商
品陳列、補充、発注、揚げるなどの簡単な調理、
店内の清掃等の業務を行っていただきます。＊長
期間勤務出来る方、土日勤務可能な方を希望しま
す。＊未経験者の方も応募可能です。

岩手県宮古市実田二丁目
２－８

株式会社　三栄

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ペットショップスタッフ
（トリマー、グルーマー）

2人

ペットショップでの接客、電話応対、トリミン
グ、ホテル利用ペットのお世話、送迎、清掃等業
務全般を行っていただきます。○動物への愛情が
深く、明るく責任感のある方を希望○土日祝日に
勤務可能な方、歓迎。雇用期間：３年更新

岩手県宮古市上鼻二丁目
５－５

株式会社　ＤＯＧ
１ハートフル

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 9時00分～18時00分の
間の6時間程度

岩手県宮古市

栄養士／小山田保育所
（非常勤職員）

1人

宮古市立小山田保育所に勤務となります。市内公
立保育所の献立作成、入所児童の栄養管理業務に
従事していただきます。その他付随する業務もあ
ります。


岩手県宮古市新川町２－
１

宮古市役所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

食堂調理補助員

1人

合同庁舎内の食堂において調理補助（盛付、下ご
しらえ等）、メニュー注文受付、接客、会計、食
器洗浄機を使用し食器洗浄、食堂清掃を行いま
す。食堂ではメニューの他弁当も提供していま
す。

岩手県宮古市五月町１－
２０

宮古地区合同庁舎
食堂　小山義則

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業／岩手エリア（在宅勤
務）

1人

◇クライアント（電機メーカー）の営業を代行す
る業務です・岩手エリアの家電量販店を巡回・商
品展示状況のチェック、メンテナンス・営業先と
の販促コミュニケーション・各種情報収集・クラ
イアントへの報告書提出※巡回営業はペアで行う

埼玉県富士見市ふじみ野
東１丁目２１番１号　ラ
ガールふじみ野３０２

株式会社　ライフ
マスター

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 9時50分～19時00分の
間の8時間

岩手県宮古市、他

・家電又は営業ラウンダー
の経験、知識

・パソコン操作（ワード、
エクセル）

・スマートフォン操作

事業所名
求人番号

住宅展示場での簡単な接客
補助（宮古店）

1人

【アテンダントスタッフ】１．店舗清掃、設え
２．お客様入店誘導３．接客ご案内、アンケート
取得４．営業接客の補助（来店のお客様へのお茶
出し、商談中のお客様のお子様対応等）＊単独展
示場：土・日・祝のみの勤務＊勤務日・勤務時間

岩手県盛岡市津志田町３
丁目７番２３号

セキスイハイム東
北　株式会社　岩
手支店雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

     （2月19日時点の内容です）

　　２月９日　から　２月１９日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　３月１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３０年２月２２日発行  


