
860円～980円

パート労働者 59歳以下 03010-10778281
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

1,060円～1,180円

パート労働者 59歳以下 03010-10672881

(1) 8時30分～17時00分
780円～780円

パート労働者 不問 03010-10349581

(1) 9時00分～15時00分
780円～780円

パート労働者 不問 03010-10353081
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～17時30分
800円～800円

パート労働者 不問 03010-10369181
交替制あり

750円～1,000円

パート労働者 不問 03010-10389981
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時15分
788円～905円

パート労働者 不問 03030- 1692081
看護師

1,300円～1,300円

パート労働者 不問 03030- 1694681

850円～950円

パート労働者 不問 03030- 1695981

(1) 8時30分～17時15分
1,600円～1,600円 (2) 9時00分～16時00分

パート労働者 不問 03030- 1696581

(1) 9時00分～15時00分
738円～738円 (2) 9時00分～16時00分

パート労働者 不問 03030- 1697481

(1) 9時00分～16時00分
810円～860円 (2)12時00分～19時00分

(3)14時00分～21時00分

パート労働者 59歳以下 03030- 1687981

(1) 8時30分～12時00分
750円～850円

パート労働者 不問 03030- 1680781

(1) 9時30分～15時30分
742円～742円

パート労働者 不問 03030- 1683181

(1) 7時30分～11時00分
760円～760円 (2) 7時30分～11時30分

パート労働者 不問 03030- 1668081

1

     （4月23日時点の内容です）

　　４月１７日　から　４月２３日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は　５月１０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

献茶パート（宮古典礼会
館）

2人

典礼会館にて、お葬儀や法事の際の仕出しの配膳
やお飲み物の提供、ご親族様のフォロー及び控室
の清掃等を行っていただきます。ご親族様の不安
を少しでも和らげるような「お声掛け」や細かい
所まで行き届いた清掃等、あなたの「気付き」が

岩手県盛岡市津志田南３
丁目１４番６５号【求人
票郵送先指定あり】

株式会社　サン
ファミリー　（愛
グループ）雇用期間の定めなし

又は 8時30分～17時30分
の間の7時間

岩手県宮古市

業務パート（宮古典礼会
館）

2人

典礼会館にて葬儀通夜の準備や、会場・祭壇の設
営、片付けなどを行っていただきます。病院への
お迎え業務や、会葬者様へのご案内などご親族様
のサポートをお願いします。
特別なスキルは必要ありません！

岩手県盛岡市津志田南３
丁目１４番６５号【求人
票郵送先指定あり】

株式会社　サン
ファミリー　（愛
グループ）雇用期間の定めなし

又は 9時00分～18時00分
の間の7時間程度

岩手県宮古市

事務職（７．５時間勤務／
宮古営業所）

1人

宮古営業所において下記業務を担当していただき
ます。
・一般事務全般
・給与計算
・勤怠管理

岩手県盛岡市厨川１－１
７－１８

岩手県北自動車
株式会社

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、エクセルを使って
定型フォームの入力が
できること）

事務職（５時間勤務／宮古
営業所）

1人

宮古営業所において下記業務を担当していただき
ます。
・一般事務全般
・給与計算
・勤怠管理

岩手県盛岡市厨川１－１
７－１８

岩手県北自動車
株式会社

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、エクセルを使って
定型フォームの入力が
できること）

販売員（宮古市）

1人

請負先である宮古山口病院内売店において下記の
業務を行っていただきます。
・接客及びレジ業務（バーコード）
・商品の発注業務（仕事に慣れてきたら行って頂
きます）

岩手県盛岡市中太田泉田
６６－１１

ワタキューセイモ
ア　株式会社　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

理美容アシスタント（宮古
市）

1人

理容・美容クイックにおいて、業務全般のアシス
タントをしていただきます。
・シャンプー・顔そり・カラー等アシスタント、
雑務等


岩手県盛岡市緑が丘４丁
目１－６２【求人票郵送
先指定あり】

株式会社　クォー
ル

雇用期間の定めなし

又は 9時00分～18時30分
の間の2時間以上

岩手県宮古市

住民健診受付補助員（日日
雇用職員）

2人

住民健診時の受付補助業務が主になります。
その他に宮古市役所総合窓口課において職員補助
（受付したデータをパソコンで入力）をしていた
だきます。
勤務日は６月～１１月の間で指定した日となりま

岩手県宮古市新川町２－
１

宮古市役所

日雇

パソコン操作（基本入力
程度）のできる方

岩手県宮古市

看護師「看護」

1人

介護施設・通所リハビリテーションの利用者及び
入所利用者への看護業務全般を行います。入所利
用者（現在７５名ぐらい）に対するバイタル
チェック、服薬管理、健康管理、医療処置を行い
ます。その他記録業務や付帯する業務がありま

岩手県下閉伊郡山田町飯
岡第９地割２３－１

医療法人　晃生会
介護老人保健施設
さくら山雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は 8時00分～17時30分
の間の3時間以上

岩手県下閉伊郡山田町

介護職「介護」

1人

介護施設・通所リハビリテーション、もしくは入
所施設において、介護業務全般を担当します。各
担当部署で利用者の方の入浴、食事、排泄等の身
体介護や、レクリエーションの実施、運転や送迎
介助などの業務です。夜勤は４人体制となりま

岩手県下閉伊郡山田町飯
岡第９地割２３－１

医療法人　晃生会
介護老人保健施設
さくら山雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は 8時00分～17時30分
の間の3時間以上

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、ＳＮ
Ｓやインターネット等を活用した情報発信、交流
イベントや移住体験ツアーなどの企画・実施、移
住を希望する方や検討している方などの相談受
付、岩手県やその他団体が開催する移住促進イベ

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

ケーブル加工員≪急募≫

3人

電線を専用ハサミでカットおよび準備加工、圧
着・ハンダ付け作業に従事していただきます。
初めての方でも、責任をもって作業していただけ
れば指導いたしますのでご応募下さい。

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根２－１０５－４

有限会社　八千代
ＴＥＣ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

化粧品の販売

1人

当店では医薬品、化粧品、雑貨、食料品等を取り
扱っています。店内でのレジ打ち、接客、清掃
等、販売に関わる業務を行っていただきます。
主に、化粧品に関わる業務を担当していただきま
すが、商品に関する勉強会を実施しておりますの

岩手県下閉伊郡山田町中
央町５－６

株式会社　ツルハ
ドラック岩手山田
店雇用期間の定めなし

又は 9時00分～21時00分
の間の6時間

岩手県下閉伊郡山田町

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

給食車助手（新里）≪急募
≫

1人

新里地区の給食センターから宮古市内の学校への
給食の配送と回収業務の補助を行います。積み込
み、清掃等の業務もあります。給食は台車での運
搬ですので、重量物の持ち上げ等はほとんどあり
ません。運転手と助手の２名での運行となりま

宮古市田老字新田平１６
－１３

東日本交通株式会
社　宮古営業所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

クリンクルー（西町）

1人

請負先の館内の清掃全般（男女トイレ・玄関・フ
ロアーの掃除、ごみの回収など）を行っていただ
きます。フロアーはモップ掛けと洗浄機を使って
の清掃作業です。原則は直行直帰です。同じ時間
帯は計２名での作業となります。

岩手県宮古市長町１丁目
９－１７

リアス環境管理
株式会社

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。 

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 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。 

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 パートタイム 

平成３０年４月２６日発行  


