
(1) 8時00分～14時00分
900円～900円

パート労働者 不問 03020-  496181
普通自動車免許一種

（通勤用）
750円～950円

パート労働者 64歳以下 03030-  819081
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時00分
1,692円～1,692円

パート労働者 不問 03030-  820981

1,100円～1,100円

パート労働者 不問 03030-  811681
大型自動車免許一種

(1) 7時45分～ 9時45分
1,200円～1,200円 (2)13時45分～15時45分

パート労働者 不問 03030-  812981

(1) 8時30分～12時30分
750円～850円

パート労働者 不問 03030-  813581
美容師または理容師

750円～1,500円

パート労働者 不問 03030-  803681
普通自動車免許一種

740円～800円

パート労働者 不問 03030-  796081
普通自動車免許一種

(1)13時15分～17時15分
800円～800円

パート労働者 不問 03030-  792781
交替制あり

1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03010- 5271181
交替制あり
(1) 8時00分～13時00分

780円～780円 (2)13時00分～18時00分

パート労働者 不問 03010- 4905981

1

     （2月26日時点の内容です）

　　２月２０日　から　２月２６日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　３月８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

清掃員（山田町／作業員宿
舎　大沢寮）

1人

※復興工事の作業員宿舎での清掃業務を担当して
頂きます。入居者数は２００名。・入居棟共用部
分（廊下・トイレ・洗面所）の清掃⇒１人１棟を
担当します。・浴室・洗濯場の清掃⇒２名で担
当。・ゴミの収集⇒担当棟のゴミを分別収集し所

岩手県釜石市桜木町１丁
目６番４１号

株式会社　ニッコ
クトラスト　東日
本支社雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
仕事の内容欄経験あれば尚

可
岩手県下閉伊郡山田町

調理員（補助員）≪急募≫

1人

館内レストランにおいて、調理業務全般を行いま
す。主に和食が中心となり、山菜料理や鮎を使っ
た料理などが看板メニューです。宴会等ある場合
は、幅広いメニューを作っていただきます。調理
員は他４名おります。

岩手県宮古市茂市８－５
３

株式会社　新里産
業開発公社　湯っ
たり館雇用期間の定めなし

又は 8時00分～22時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

非常勤職員（就職支援業
務）

1人

大学の事務局における就職支援業務。学生の就職
相談に対する指導及び助言、就職支援及びキャリ
ア支援、求人の開拓、就職・編入委員会に関する
こと、就職・編入相談室に関すること等を行って
いただきます。その他、学内行事の補助業務もお

岩手県宮古市河南一丁目
５番１

岩手県立大学　宮
古短期大学部

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

パソコン操作（ワード・エ
クセル・メール等）のでき

る方（必須）

引越作業員（短期）

6人

梱包、積み込み、荷降ろし等の引越作業を行って
いただきます。当支店に集合し、他の作業員と一
緒に依頼主のお宅へ向かいます。現場は宮古・下
閉伊管内および大槌・釜石方面となります。雇用
期間：３／２０～４／８頃までを予定しておりま

岩手県宮古市大字津軽石
第１０地割字向川原３５
－３７

岩手三八五流通株
式会社宮古支店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

又は 8時00分～17時00分の
間の6時間程度

岩手県宮古市

スクールバス運転手

1人

１８～２０名乗りのマイクロバスを運転し、市内
幼稚園児の送迎を行います。マイクロバスは２台
あり他１名の運転手がいます。その他送迎バスの
洗車等も行っていただきます。園児の送迎となり
ますので、安全に配慮できる方希望します。

岩手県宮古市上鼻２－６
－６

学校法人　宮古泉
学園

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

大型、マイクロ運転経験 岩手県宮古市

せんべい製造

1人

当社工場において、商品の製造業務全般を行って
いただきます。練り、焼き、乾燥、包装、器具洗
浄、工場内清掃等の作業をお願いします。製造業
務は他３名担当がおります。初めての方からの応
募も可能です。

岩手県下閉伊郡山田町飯
岡第２地割１１２－８

株式会社　太田幸
商店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

美容師・理容師

1人

店内での理容師または美容師業務全般となりま
す。お客様の応対、注文に応じてシャンプー、
カット、パーマ、カラーリング、セット等を行っ
ていただきます。また、機材や用具の準備、片付
け、洗浄、店内の清掃等も行います。＊就業時間

岩手県宮古市末広町８－
１１

理容・美容・クリ
エイティブヘアー
ＬＩＴＴＬＥ・Ｇ
ＡＲＤＥＮ

雇用期間の定めなし

又は 9時00分～18時00分の
間の4時間程度

岩手県宮古市

総務事務

1人

パソコン（ワード・エクセル）を使用し書類作
成、見積書、請求書作成、データまとめ等又取引
先や各関係機関のデータやりとり等、仕事の配事
や現場手配の準備や手伝い関連書類等作成です。
各現場や各関係先等へ出掛ける場合は社用車使用

岩手県宮古市黒田町６－
１

株式会社　国際資
源サービス

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード・エ
クセル）が出来る方

又は 8時30分～17時30分の
間の5時間

岩手県宮古市

事務補助

1人

当社アバンギャルド店において事務作業の補助を
行っていただきます。自動車の名義変更等に伴う
書類の作成や、電話やお客様対応、役場などへの
書類の提出や申請手続きなどを主に行っていただ
きます。

岩手県下閉伊郡岩泉町尼
額字下坪５番地１３

有限会社　細越自
動車販売

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

簡単なパソコン操作（ワー
ド・エクセル等）が出来る

方

工事現場のパトロール（岩
手県沿岸地区）

1人

岩手県沿岸部（宮古～久慈間）にある当社土木工
事現場の巡視員（安全パトロール）業務を行って
いただきます。＊社用車を貸与、又は自家用車を
使用（ガソリン代等支給）していただきます。＊
ご自宅からの直行、直帰の勤務です。

岩手県盛岡市下太田下川
原１００番１号

樋下建設　株式会
社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

現場技術員
又は 8時00分～17時00分の
間の4時間以上

岩手県宮古市、他

土木施工管理技士１級
（２級も可）

ドラッグストアでの販売
（岩手山田店）

1人

・商品管理（発注、陳列、補充、整理）・レジ業
務・店内外の清掃・ＰＯＰ（値札）貼り等＊当社
は東北５県に店舗を展開する一部上場企業です。
＊販売未経験の方も大歓迎です。＊薬を販売でき
る資格取得のサポートあり。

岩手県紫波郡矢巾町大字
広宮沢第３地割４２６番
地

株式会社　薬王堂

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

◎ 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３月１日発行  


