
(1) 8時30分～16時30分
830円～830円

パート労働者 59歳以下 03030-  386081

820円～820円

パート労働者 不問 03030-  388681

(1) 7時45分～ 9時30分
800円～800円 (2)13時45分～15時30分

パート労働者 不問 03030-  389981
普通自動車免許一種
（自家用車使用）

900円～900円

パート労働者 不問 03030-  392281

1,100円～1,100円

有期派遣パート 不問 13090- 4719081
交替制あり

860円～1,000円

パート労働者 59歳以下 03010- 2468681
フレックス
(1)10時00分～17時00分

860円～1,000円 (2)14時00分～19時00分

パート労働者 59歳以下 03010- 2485981

(1)10時00分～16時00分
800円～800円

有期派遣パート 不問 03010- 2158881

(1) 9時00分～15時00分
750円～800円

有期派遣パート 不問 03010- 2183281

(1)10時00分～16時00分
800円～800円

有期派遣パート 不問 03010- 2206081
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
740円～740円 (2)10時00分～19時00分

(3)17時00分～ 1時00分

パート労働者 不問 03030-  385181

750円～800円

パート労働者 不問 03030-  376281

(1) 9時00分～15時30分
1,200円～1,300円

パート労働者 64歳以下 03030-  368281

(1) 6時00分～10時00分
760円～760円 (2)16時00分～21時00分

パート労働者 不問 03030-  370681

(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-  361381
普通自動車免許一種

（通勤用） (1) 5時00分～ 8時30分
800円～800円 (2)16時00分～20時30分

パート労働者 不問 03080-  389781

(1) 7時00分～10時00分
900円～900円

パート労働者 不問 04011-  407181
普通自動車免許一種

（通勤用） (1)14時15分～18時15分
888円～888円

パート労働者 不問 03030-  394081
1

放課後児童支援員（非常勤
職員）

1人

町内の放課後児童クラブにおいて、小学校の放課
後と土曜日を含む学校休校日に児童を預かり、安
心と安全を確保しながら、児童が遊び勉強し成長
する環境づくりを行っていただきます。就業場所
には支援員が２名配置されております。※「教

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
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

     （1月29日時点の内容です）

　　１月２３日　から　１月２９日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　２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

レジチェッカー・品出し
（８時３０分～）

1人

主に業務用の容量の多い食品などを取り扱ってい
るスーパーになります。商品の陳列、品出し、包
装、レジ操作会計、接客等を行います。初めての
方でも指導しますので、ご応募下さい。

岩手県下閉伊郡山田町大
沢第２地割４８番地４

株式会社　マルイ
チ　業務スーパー
山田店雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

保育／未就園児または保育
補助「保育」

3人

未就園児の親子を対象としたサークル活動を担当
していただきます。毎週月～金曜日の９時から１
４時まで開園し、親子が自由に過ごせる環境を提
供します。その他に、通常の保育業務もおこなっ
ていただきます。＊平成２７年１１月より認定こ

岩手県宮古市西町３丁目
３－２６

学校法人　岩手キ
リスト教学園　認
定こども園　宮古
ひかり

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 8時30分～18時30分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

幼稚園教諭または
保育士

園バス添乗員

2人

平成２７年１１月より認定こども園宮古ひかりと
して開園。園バス（送迎バス）の添乗業務を担当
していただきます。子育て経験や子どもが好きな
方からのご応募をお待ちしております。＊保育
士・幼稚園教諭免許は必要ありません。

岩手県宮古市西町３丁目
３－２６

学校法人　岩手キ
リスト教学園　認
定こども園　宮古
ひかり

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

一般事務

1人

パソコンを使用し、請求書の作成、給与計算、勤
怠管理、社会保険等手続き、帳簿管理、電話、来
客対応、事務所内清掃等になります。外出用務は
月数回程度で自家用車使用となります。建設事務
経験あれば尚可

岩手県宮古市太田１丁目
５－１２

株式会社　栄光

雇用期間の定めなし

又は 9時00分～17時00分の
間の6時間程度

岩手県宮古市

パソコン操作（ワード・エ
クセル）

大手家電量販店での接客・
販売業務／宮古市磯鶏

1人

・大手家電量販店での接客、販売のお仕事で
す。・研修あり。・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・人と接する仕事
なので、コミュニケーション能力が養われます。

東京都豊島区東池袋１丁目
３０－６　セイコーサン
シャインビル１２　１０階

株式会社　トップ
スポット　関東第
一営業部雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）
又は10時00分～20時00分の
間の8時間

岩手県宮古市

事務員（宮古事務局）

1人

◇下記の事務業務を担当していただきます。・お
客様の問い合わせによる電話対応・月謝管理、給
与管理・一般事務補助（パソコン入力業務）・そ
のほか付随する業務＊長期勤務できる方＊学習指
導ができる方優遇します

岩手県盛岡市開運橋通５
－６　第五菱和ビル２Ｆ

株式会社　ＫＡＴ
ＥＫＹＯグループ
岩手県家庭教師協
会　盛岡事務局

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード、エ
クセル）

又は10時00分～21時00分の
間の6時間程度

岩手県宮古市

事務員教師（宮古事務局）

1人

◇下記の事務業務を担当していただきます。・お
客様の問い合わせによる電話対応・月謝管理、給
与管理・一般事務補助（パソコン入力業務）・教
師管理、生徒管理の補助・小学生・中学生・高校
生への完全個別指導（完全マンツーマン指導教

岩手県盛岡市開運橋通５
－６　第五菱和ビル２Ｆ

株式会社　ＫＡＴ
ＥＫＹＯグループ
岩手県家庭教師協
会　盛岡事務局

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード、エ
クセル）※入力程度

又は10時00分～21時00分の
間の6時間程度

岩手県宮古市

部品の選別（宮古市）

2人

派遣先の事業所において以下の作業を行っていた
だきます。・プラスチックで作られている部品の
検査・物を拡大して確認できる拡大鏡を使用し、
欠けている部品や傷がついた部品を見つける作業
です。・その他、付随する業務及び指示された業

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

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＞・手作業による電子部品の
組立・部材を加工機にセットし、スタートボタン
を押す・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（宮古市）

1人

派遣先の事業所において以下の作業を行っていた
だきます。・資材の発注業務（品名、数量等をパ
ソコンで発注）・納入した資材の検品業務・出荷
業務（ラベル作成・梱包）・その他付随する業務
および指示された業務

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

介護職員（グループホー
ム）「介護」≪急募≫

1人

認知症グループホーム利用者（９名）の食事の世
話・簡単な身体介助等の介護サービスや、調理・
施設清掃・洗濯等の日常生活のお世話をして頂き
ます。状況によっては、利用者さんの通院に同行
していただく場合があります（社用車使用）未経

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根２－１１１－３

株式会社　メイト

雇用期間の定めなし

(4) 1時00分～ 9時00分
岩手県下閉伊郡山田町

お弁当の調理・販売《急
募》

2人

ほっかほっか亭宮町店にてお弁当の調理、販売及
び接客をしていただきます。お弁当の調理につい
ては、マニュアルに基づいて作成します。食材の
下処理、調理、盛り付け、レジ、接客等となりま
す。飲食の仕事が初めてで、未経験の方も、一か

岩手県宮古市西ケ丘四Ｔ
目１３一９

株式会社　ばんど
う

雇用期間の定めなし

又は 7時00分～21時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

看護師「看護」

1人

デイサービスでの看護業務に従事します。当デイ
サービス利用者（およそ３０名）の健康管理とな
ります。主にバイタルチェックや、状態観察、与
薬などの業務を行っていただきます。

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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師もしくは
准看護師

販売員／宮古南町店

2人

コンビニエンスストア店内での販売業務（レジ、
接客応対、商品袋詰め、品出し、陳列など）を担
当していただきます。その他店内外の清掃等もお
願いします。一緒においしい焼き立てパンを作っ
てみませんか。日・祝働ける方希望します。

岩手県宮古市南町１２ー
１７

有限会社　坂兼商
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務補助

1人

東北電力宮古技術センターでの事務補助業務とな
ります。主に設計補助・各文書作成・コピー・照
会作業などの業務に対応して頂きます。その他に
来客者の応対等があります。雇用期間終了後、勤
務状況により１回の更新（３ヶ月間）＊先着３名

岩手県宮古市太田一丁目
３番７号

東北電力株式会社
宮古技術センター

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）のできる方

岩手県宮古市

調理補助（アイルーム山田
町）

2人

ホテル「アイルーム山田町」に宿泊するお客様に
提供する朝食及び夕食の調理の補助業務を担当し
ていただきます。・簡単な調理、盛付け、配膳、
食器洗浄、後片付け、清掃等が主な仕事です。＊
未経験の方の応募も歓迎します。

岩手県陸前高田市竹駒町
字館６３ー４

株式会社　アグ
リ・フードシステ
ム雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

（宮古店）飲食店での接
客・調理

2人

和食レストラン『まるまつ』での接客又は料理を
行います。接客・・お客様のご案内、ご注文や提
供作業を行います。調理・・すし、天ぷら、そば
の調理を行います（未経験の方でも行える内容で
す）清潔なお店で接客をお願いします。未経験で

宮城県富谷市成田９丁目
２－９

株式会社　カルラ

雇用期間の定めなし

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３０年２月１日発行  



普通自動車免許一種
(1)10時15分～17時30分

892円～892円

パート労働者 不問 03030-  395381

(1) 8時30分～17時15分
892円～892円 (2) 9時00分～16時00分

パート労働者 不問 03030-  396681

(1) 8時30分～17時15分
892円～892円 (2) 9時00分～16時00分

パート労働者 不問 03030-  397981
看護師又は保健師

普通自動車免許一種 (1) 8時30分～17時15分
1,446円～1,446円 (2) 9時30分～17時15分

パート労働者 不問 03030-  398581

(1) 8時30分～17時00分
892円～892円

パート労働者 不問 03030-  399481

2

ふれあいセンター専門員
（非常勤職員）

1人

山田町ふれあいセンターに勤務となります。山田
町ふれあいセンター主催事業の企画・運営等を行
います。多忙時には図書館業務（窓口での本の貸
出・返却業務など）を支援していただきます。

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
月以上） パソコン操作（ワード・エ

クセル）に熟知しているこ
と 岩手県下閉伊郡山田町

認知症初期集中支援推進員
（非常勤職員）

1人

地域包括支援センター（山田町役場／長寿福祉課
内）に勤務していただきます。認知症高齢者の相
談や医療と介護の連携で訪問支援業務をしていた
だきます。また、パソコンを使用し書類などの作
成業務もあります。○訪問時は公用車を使用しま

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
月以上）

パソコン操作（ワード・エ
クセル）ができること

岩手県下閉伊郡山田町

移住コーディネーター

1人

ＵＩターン等移住を希望する方を対象とした事業
の制度づくり、同様の業務を行っている団体との
調整、広報活動、移住相談の受付等を行っていた
だきます。＊ＵＩターン希望者に対し親身になっ
て相談に応じ、信頼関係を構築できるコミュニ

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
月以上）

パソコン操作（ワード・エ
クセル）ができる方

岩手県下閉伊郡山田町

コミュニティ形成支援員

1人

復興企画課において、高台団地や災害公営住宅等
で生活再建した住民を対象とした、新たな地域コ
ミュニティ、自治会運営をサポートし、情報収集
と提供・相談・支援事業を行っています。＊行
政、ＮＰＯ団体、公益団体等での業務経験者優遇

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
月以上）

パソコン操作（ワード・エ
クセル）ができる方

岩手県下閉伊郡山田町

水道事業推進員（非常勤職
員）

1人

上下水道課での勤務となります。水道料金の徴収
や、収納関係電算業務を担当していただきます。
パソコンを使用したデータ入力、その他職員の補
助的業務を行っていただきます。

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
月以上）

パソコン操作が
出来ること

岩手県下閉伊郡山田町


