
交替制あり
(1)18時00分～22時15分

760円～760円 (2)18時00分～21時00分
(3)16時00分～21時00分

パート労働者 不問 03010- 7986181
普通自動車免許ＡＴ

800円～800円

パート労働者 不問 03030- 1271881

(1)10時00分～15時00分
雇用期間の定めなし 800円～800円

パート労働者 不問 03030- 1270781

1,760円～1,760円

パート労働者 不問 03030- 1255881

(1)17時00分～22時00分
900円～900円

パート労働者 不問 03030- 1257181

(1)10時00分～13時00分
900円～900円

パート労働者 不問 03030- 1260581
普通自動車免許ＡＴ

800円～850円

パート労働者 不問 03030- 1244581

(1) 9時00分～16時00分
793円～793円

パート労働者 不問 03030- 1245481

(1) 8時00分～10時00分
800円～900円

パート労働者 不問 03030- 1248281
交替制あり
(1) 7時30分～15時30分

810円～860円 (2) 7時30分～11時00分
(3) 7時30分～16時30分

パート労働者 不問 03010- 8035281
普通自動車免許ＡＴ

800円～900円

パート労働者 不問 03030- 1281181
看護師または准看護師

(1) 8時45分～15時10分
1,538円～1,538円

パート労働者 不問 03030- 1282081
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時15分～17時15分
750円～750円 (2) 9時00分～18時00分

(3)17時00分～ 9時00分

パート労働者 64歳以下 03030- 1286581
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時15分～17時15分
750円～750円 (2) 9時00分～18時00分

パート労働者 64歳以下 03030- 1287481
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時15分
840円～1,240円

パート労働者 不問 03030- 1288781
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時15分
840円～1,240円

パート労働者 不問 03030- 1289881
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時15分
840円～1,240円

パート労働者 不問 03030- 1290181

(1) 9時00分～15時00分
880円～1,220円 (2) 9時30分～15時30分

パート労働者 不問 03030- 1291081
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時15分
840円～1,250円

パート労働者 不問 03100-  810481
1

森林作業業務補助【３】

3人

◆管理する国有林野における現場巡視、各種調査
補助、自動車道路等の簡易な維持修繕を行いま
す。※作業は、２～３名で行います。※現場まで
の移動は、公用車を運転していただきます。※経
験等は特別問いませんが、森林での作業となりま

岩手県久慈市夏井町大崎
１４－１２

三陸北部森林管理
署　久慈支署

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

国有林現場経験者尚可 岩手県下閉伊郡岩泉町

事務補助

4人

当森林管理署において、パソコンによるデータ入
力、文書等作成、書類等の検算、電話応対、来客
応対、軽作業、その他雑務を行っていただきま
す。まれに外出用務をお願いする場合がありま
す。

岩手県宮古市磯鶏石崎４
番６号

三陸北部森林管理
署

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・一太郎）

岩手県宮古市

現場巡視・調査業務補助／
川井

3人

管理する国有林野における現場巡視、各種調査補
助、自動車道路等の簡易な維持修繕を行います。
作業は２～３名で行い移動は公用車を運転してい
ただきます。急峻な現場もありますので、体力に
自信がある方希望します。国有林現場経験あれば

岩手県宮古市磯鶏石崎４
番６号

三陸北部森林管理
署

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

     （3月26日時点の内容です）

　　３月１９日　から　３月２６日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　４月５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

ドラッグストアでの販売
（宮古磯鶏店）

1人

・医薬品販売に関する業務（接客、商品管理、在
庫管理等）・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。＊

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）

厨房及びホール（宮古店）

1人

宝介宮古店にて、接客業務（席へのご案内、注文
の受付、配膳、下膳）や、厨房で盛り付けなどの
調理補助、店内の清掃、食器・調理器の洗い物、
その他付随する業務を行っていただきます。

岩手県宮古市大字根市第
２地割字中割目六番四

ローソン宮古根市
店

岩手県宮古市

非常勤講師

2人

小学校において教員が行う授業のサポートに入
り、基礎的な学習の定着や基本的な学習習慣の確
立の支援補助等を行います。朝会から給食、業間
時間や休み時間などを含め１日の生活を共に過ご
し、生徒指導上の支援を行います。

岩手県宮古市五月町１－
２０　宮古合同庁舎内

宮古教育事務所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 8時00分～15時00分の
間の6時間程度

岩手県宮古市、下閉伊郡山田町

小学校教諭免許状、中
学校教諭免許状、幼稚
園教諭免許状のいずれ

か

フロントスタッフ（遅番）

2人

ホテルに関する業務全般を行っていただきます。
フロント業務（チェックイン、チェックアウ
ト）、電話対応、予約受付、予約確認（パソコン
データ入力）が主な仕事です。＊＊未経験の方も

岩手県宮古市藤の川１５
番地３８号

ルートインジャパ
ン株式会社　ホテ
ルルートイン宮古雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
パソコン入力操作程度 岩手県宮古市

大浴場清掃スタッフ

2人

宿泊されたお客様がチェックアウトされた後の大
浴場のデッキブラシや家庭用洗剤使用による清
掃、シャンプーリンス等の補充、トイレ掃除等に
なります。清掃作業は１人または２人で行いま

岩手県宮古市藤の川１５
番地３８号

ルートインジャパ
ン株式会社　ホテ
ルルートイン宮古雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上） 岩手県宮古市

介護員「介護」≪急募≫

3人

介護員６名で施設利用者１５名の介護を行いま
す。利用者の送迎、健康管理、食事介助、排泄介
助、入浴介助、レクリエーションの企画・運営が
主な仕事になります。介護業務経験・資格が無い
方でも相談に応じます。

岩手県宮古市実田一丁目
７番２８号

有限会社　ライフ
ネットワーク

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4時間程度

岩手県宮古市

調理員（非常勤）

1人

当施設入所者および通所者への食事提供にかかる
調理業務補助となります。１回約１１０食分を５
～６名の調理員で、調理・食器洗浄・清掃などを
行います。＊正社員への登用制度あり

岩手県宮古市崎山第５地
割９４番地

社会福祉法人　若
竹会　わかたけ学
園雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上） 岩手県宮古市

清掃員（土・日勤務）

1人

施設内の清掃業務全般。主に売り場、トイレ、事
務所の清掃およびゴミ回収など。モップ・ほう
き・掃除機等でちりやほこりを取り除きます。ト
イレ清掃では、トイレットペーパー・備品の補充
も行います。＊土・日の勤務となります。＊清掃

岩手県宮古市板屋１－６
－６

株式会社　玉木屋

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

医療事務（宮古市）

2人

請負先の医療機関にて以下の医事業務全般を行い
ます。【物品搬送供給業務】診療に使う薬品の
オーダーの指示を受けセットを作ります。その
後、依頼のあった外来や病棟へ薬品を搬送しま
す。また、入院患者さんのお食事を各階フロアー

岩手県盛岡市盛岡駅西通
２－９－１　マリオスビ
ル１２Ｆ

株式会社　ニチイ
学館　盛岡支店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

事務職

1人

簡単な経理（会計仕分等）、労務管理、銀行関
係、庶務等の事務業務全般を行っていただきま
す。パソコンを使用し、会計ソフトへの入力、文
書作成等を行っていただきます。初心者の方にも
丁寧にお教えいたします。経理事務経験者は優遇

岩手県宮古市田鎖３－８ 株式会社　みやこ
ケアセンターみや
こ雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード、エ
クセル）

又は 8時30分～17時30分の
間の3時間以上

岩手県宮古市

看護師「看護」

1人

当校の医療的ケア（看護）が必要な児童生徒に対
し、各々の主治医が示す「指示書」に則って、経
管栄養供給や痰の吸引等の医療行為を行っていた
だきます。１日あたり４～５人のチームで業務を
行います。＊週２９時間以内の範囲で、１日６時

岩手県宮古市大字崎山第
５地割８８番地

岩手県立宮古恵風
支援学校

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

病院等での臨床経験 岩手県宮古市

介護員「介護」

1人

「グループホームひなた」（入居定員９名）にお
いて、介護業務全般（食事・入浴・排泄の支援、
見守り、介助、レクリエーション、病院受診時の
同行等）に従事していただきます。平成３０年３
月開設予定＊介護職員初任者研修修了者や介護福

岩手県宮古市西ケ丘三丁
目１１一１－１０６

株式会社　風和璃

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護員／日勤「介護」

1人

「グループホームひなた」（入居定員９名）にお
いて、介護業務全般（食事・入浴・排泄の支援、
見守り、介助、レクリエーション、病院受診時の
同行等）に従事していただきます。平成３０年３
月開設予定＊介護職員初任者研修修了者や介護福

岩手県宮古市西ケ丘三丁
目１１一１－１０６

株式会社　風和璃

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

現場巡視・調査業務補助／
岩泉町

3人

管理する国有林野における現場巡視、各種調査補
助、自動車道路等の簡易な維持修繕を行います。
作業は２～３名で行い移動は公用車を運転してい
ただきます。急峻な現場もありますので、体力に
自信がある方希望します。国有林現場経験あれば

岩手県宮古市磯鶏石崎４
番６号

三陸北部森林管理
署

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

現場巡視・調査業務補助／
山田町

2人

管理する国有林野における現場巡視、各種調査補
助、自動車道路等の簡易な維持修繕を行います。
作業は２名で行います。現場までの移動は公用車
を運転していただきます。森林での作業となりま
すので、山歩きのできる方を希望します。国有林

岩手県宮古市磯鶏石崎４
番６号

三陸北部森林管理
署

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市、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２９日発行  


