
(1) 9時00分～15時45分
760円～760円

パート労働者 不問 03030- 1316981

(1)18時00分～22時00分
850円～850円

パート労働者 59歳以下 03030- 1317581

810円～1,350円

パート労働者 59歳以下 03030- 1318481
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～13時00分

800円～820円 (2) 9時00分～14時00分
(3)11時00分～16時00分

パート労働者 不問 03030- 1324581

(1) 7時00分～15時15分
760円～760円

パート労働者 不問 03030- 1306381

(1)18時15分～21時00分
760円～760円 (2)16時45分～21時00分

パート労働者 不問 03030- 1307681
普通自動車免許一種

(1) 9時00分～16時00分
1,100円～1,100円

パート労働者 不問 03030- 1309581

(1)10時30分～13時30分
740円～740円

パート労働者 不問 03030- 1311281

740円～750円

パート労働者 不問 04010-22677181

(1) 8時00分～17時00分
800円～800円

パート労働者 不問 03030- 1305081

(1)15時00分～19時30分
785円～785円 (2)13時00分～19時45分

パート労働者 不問 03030- 1297781

850円～1,000円

パート労働者 18歳以上 03030- 1298881

(1)13時00分～18時30分
750円～800円 (2) 7時30分～18時30分

パート労働者 不問 03030- 1302881
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1)13時30分～20時30分
750円～800円

パート労働者 不問 03030- 1303281

1

     （3月30日時点の内容です）

　　３月２７日　から　３月３０日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　４月１２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

基準寝具、病衣交換作業

1人

請負先病院において寝具や病衣等交換、消毒作業
を行います。その他寝具、病衣等伝票整理、包布
（掛布団カバー）交換、関係書類作成作業となり
ます。患者さんに配慮できる方希望します。

岩手県宮古市長町１丁目
９－１７

リアス環境管理
株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

雑貨等の販売

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、販売に係る業務を行っていただきます。また
主に雑貨や食料品コーナーの商品補充や陳列作業
もあります。

岩手県宮古市南町１４ー
３

株式会社　ツルハ
ドラッグ　宮古南
町店雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

化粧品の販売

1人

店内でのレジ打ち、接客、品出し、清掃等、販売
に係る業務
を行っていただきます。主に化粧品コーナーの担
当をしていただきます。


岩手県宮古市南町１４ー
３

株式会社　ツルハ
ドラッグ　宮古南
町店雇用期間の定めなし

又は 9時00分～22時00分の
間の6時間以上

岩手県宮古市

調理員

2人

２０１５年１１月から認定こども園となり、給食
は他の業者に委託していました。２０１８年４月
から自園で給食を用意いたします。仕事内容は、
０～５歳児並びに教職員約１６０食分の昼食とお
やつの制作となります。０歳児は離乳食から行っ

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

雇用期間の定めなし

現場経験者 岩手県宮古市

下膳・食器洗浄業務

1人

下膳、食器洗浄業務を行います。２００食分程度
の食器等を食器洗浄機を使用しますが、汚れがひ
どい場合は手洗いも行います。患者さん用のお茶
の準備、その他付随する業務もあります。５名で
業務を行います。

岩手県宮古市長町１丁目
９－１７

リアス環境管理
株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

下膳・食器洗浄業務

1人

下膳、食器洗浄業務を行います。２００食分程度
の食器等を食器洗浄機を使用しますが、汚れがひ
どい場合は手洗いも行います。患者さん用のお茶
の準備、その他付随する業務もあります。５名で
業務を行います。

岩手県宮古市長町１丁目
９－１７

リアス環境管理
株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

給食配送業務

1人

給食車（１．５ｔ）の運転配送業務に従事してい
ただきます。給食センターから各学校への給食の
運搬（岩泉町内）、給食の積み下ろし、コンテナ
の清掃、雑務等、その他付随する業務となりま
す。５人（車５台）で２～３校を対応します。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字鼠入川６６

中央第一総合　有
限会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

ホール係及び厨房補助

1人

店内での接客業務および厨房の補助業務となりま
す。お客様の注文受け、配膳、片付け、食器等の
洗浄、店内の清掃などを行います。その他レジを
お願いする場合もあります。


岩手県宮古市西町１丁目
２－２３

麺屋　清兵衛

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

（請）法務局証明書発行窓
口業務［宮古市］

1人

法務局内登記事項証明書等の発行業務
・窓口受付、証明書作成、交付
・電話応対、印紙販売

＊上記就業場所では平成３２年９月３０日迄です

宮城県仙台市青葉区立町
１－２　広瀬通東武ビル
８階

株式会社　東武

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

簡単なパソコン操作
又は 8時30分～17時15分の
間の3時間以上

岩手県宮古市

販売員（土日勤務）

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。



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

又は 8時00分～17時00分の
間の4時間以上

岩手県宮古市

レジ担当／コープチェリオ
店

2人

レジ接客業務全般に従事していただきます。バー
コード読込み、レジスター操作、商品代金の精算
を行います。また、組合員カードの読込み、レジ
袋の確認、配布、エコバックへの商品袋詰めな
ど、その他付帯した業務となります。初めての方

岩手県宮古市西ヶ丘１丁
目６－１

いわて生活協同組
合　コープ西ヶ丘
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

ホール係

1人

店舗内においてお客様のご案内、注文取り、接
客、配膳（料理・ドリンク等）、会計、店舗清掃
等をしていただきます。
フロアはテーブル席、座上がりの席となっていま
す。

岩手県宮古市末広町３－
３

山小屋

雇用期間の定めなし

又は17時00分～ 2時00分の
間の3時間以上

岩手県宮古市

学童の家補助員／宮古養護
学童の家≪急募≫

1人

宮古養護学童の家において、障がいのある小学校
１年生から高校３年生までの約２０名の遊び・学
習・生活の指導を５名から７名で行います。
＊放課後児童支援の資格があれば尚可


岩手県宮古市保久田３－
２１

特定非営利活動法
人　宮古地区いき
いきワーキングセ
ンター

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

飲食サービス係

1人

宴会・朝食・夕食のテーブルクロス掛け等の会場
準備、給仕飲食のサービス業務を行います。ま
た、必要に応じてホテル内での清掃、料理の盛
付、後片付け、社有車にて法事ご会食配達等もし
ていただきます。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字府金４８

株式会社　岩泉総
合観光

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は12時00分～20時00分の
間の7時間

岩手県下閉伊郡岩泉町

◎ 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４月５日発行  


