
普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～15時30分

1,340円～1,340円 (2)10時15分～17時15分
(3) 8時30分～16時45分

パート労働者 不問 03030- 2411681
普通自動車免許ＡＴ

900円～1,100円

パート労働者 不問 03030- 2412981

(1)17時30分～21時00分
858円～858円

パート労働者 不問 03030- 2414481

900円～1,000円

パート労働者 18歳以上 03030- 2416881

(1) 8時30分～14時30分
750円～750円 (2) 9時00分～15時00分

パート労働者 不問 03030- 2407781
普通自動車免許一種

(1)10時00分～15時00分
1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 2410381
交替制あり
(1)17時00分～ 0時00分

800円～1,000円 (2) 0時00分～ 8時00分

パート労働者 18歳以上 03030- 2399981
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～13時00分
850円～850円 (2)13時00分～17時00分

パート労働者 不問 03030- 2403681
普通自動車免許一種

(1) 5時00分～ 8時00分
750円～800円 (2) 8時30分～12時00分

(3)13時30分～17時00分

パート労働者 不問 03030- 2388081

(1) 9時30分～15時30分
900円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 2391481

(1) 8時15分～17時15分
750円～750円

パート労働者 不問 03030- 2382581
理容師

(1) 9時00分～15時00分
850円～1,000円 (2)15時00分～20時00分

パート労働者 不問 03030- 2384781
普通自動車免許一種

740円～850円

パート労働者 不問 03030- 2385881

770円～1,616円

パート労働者 不問 03010-15440581

770円～1,074円

パート労働者 不問 03010-15445181
看護師

准看護師
964円～1,616円

パート労働者 不問 03010-15452281
臨床検査技師

914円～1,428円

パート労働者 不問 03010-15458581
交替制あり
(1) 8時30分～17時15分

810円～860円 (2) 8時30分～12時30分

パート労働者 不問 03010-15492481

1

医療事務（岩泉町）

1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。

【受付窓口と受付周辺のお仕事です】
　

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
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

アルバイト臨床検査技師
（研究補助者：宮古地区）

8人

健診業務（身体測定、血圧測定、採血、採尿や心
電図検査、頚部エコー検査等の生理機能検査）
等
※健康調査の実施日程により宿泊を伴う場合があ
ります。

岩手県盛岡市内丸１９－
１

学校法人　岩手医
科大学

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

又は 8時00分～18時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

アルバイト准看護師・看護
師

8人

健診業務（身体測定、血圧測定、採血、採尿や心
電図検査、頚部エコー検査等の生理機能検査）
等
※健康調査の実施日程により宿泊を伴う場合があ
ります。

岩手県盛岡市内丸１９－
１

学校法人　岩手医
科大学

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

又は 8時00分～18時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

アルバイト研究補助スタッ
フ

2人

いわて東北メディカル・メガバンク機構宮古サテ
ライトにおいて以下の業務を担当していただきま
す。

ＩＭＭ健康調査（詳細二次調査）で採取された生

岩手県盛岡市内丸１９－
１

学校法人　岩手医
科大学

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

又は 8時00分～18時00分
の間の6時間程度

岩手県宮古市

アルバイト健康調査スタッ
フ

8人

・健康調査の同意取得業務、誘導
・健診業務（身体測定、血圧測定、採血、採尿、
心電図検　　査、眼底検査等）等
※採用後は、研修（有給）を受講していただき、
ＧＭＲＣと　して業務を行っていただきます。

岩手県盛岡市内丸１９－
１

学校法人　岩手医
科大学

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

又は 8時00分～18時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

ガソリンスタンドスタッフ

1人

主な仕事の内容は当社のガソリンスタンド内（宮
古給油所（大通）、千徳給油所、黒森給油所のい
ずれか）でのお客さまへの接客応対、給油、洗車
等のサービス業務、軽作業等となります。


岩手県宮古市大通３－６
－３５

中屋石油　株式会
社

雇用期間の定めなし

又は 8時00分～18時00分
の間の5時間程度

岩手県宮古市

理容業

2人

店内での利用し業務全般となります。お客様の応
対、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
行っていただきます。

岩手県宮古市末広町４－
１９

とこやさん髪楽
かみらーく

雇用期間の定めなし

実務経験２年以上
又は 9時00分～20時00分
の間の5時間程度

岩手県宮古市、他

浄土ケ浜海水浴場監視員

4人

浄土ヶ浜海水浴場の危険防止等に関する監視業
務、救護活動及び負傷者の応急手当、海岸の清
掃、観光客に対する簡単な案内業務が主な仕事に
なり、他３名の監視員がいます。体力に自信があ
り、水泳が可能な方を募集します。

岩手県宮古市藤原上町５
番１５号

ＮＰＯ法人　浄
土ヶ浜ネイチャー
ガイド雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県宮古市

サービススタッフ（客室
セット）

2人

当浄土ヶ浜パークホテルに宿泊されるお客様の客
室において客室内のゴミの回収、備品等の補充や
セット作業等に従事していだきます。作業手順は
採用後に指導いたしますので、経験の有無は問い
ません。

岩手県宮古市日立浜町３
２－４

株式会社　浄土ヶ
浜パークホテル

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

野菜栽培スタッフ

1人

トマト、ピーマン、イチゴ、キャベツ、ブロッコ
リー、白菜、ネギ、ほうれん草、小松菜、さつま
芋、カボチャ、アスパラガス、トウモロコシ、米
などの栽培、管理、収穫、出荷調整作業や産直、
スーパーへの出荷業務となります。季節により就

岩手県宮古市花輪第１１
地割１０番地

上山農園

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

事務補助≪急募≫

2人

保険代理店において電話、来客対応、書類整理、
事務所内清掃等を行います。その他書類提出等で
外出用務をお願いする場合があります。その際は
社用車を使用していただきます。


岩手県宮古市太田１－３
－１３

あんしんライフサ
ポート　合同会社

雇用期間の定めなし

パソコン（エクセル）基
本操作出来る方

又は 9時00分～17時00分
の間の4時間程度

岩手県宮古市

清掃業務（短期）

2人

客室清掃の業務全般に従事していただきます。１
～２名体制の勤務となります。その他に、フロン
ト業務（電話応対など）や敷地内の清掃等もして
いただきます。時間や曜日等、ぜひご相談下さ
い。

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根１－２１４－２

有限会社　Ｒ（ホ
テルＲ）

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

配達係

1人

お客様が購入した品物（生もの以外）を自宅まで
配達する業務です。配達の範囲は旧宮古市内（崎
山、花輪、津軽石など）で通常は１日１０件程度
ですが、特売日には１５件程になる場合がありま
す。その時は他の者も対応します。業務には社用

岩手県宮古市栄町３－３
５

有限会社　ミナッ
ク（宮ビル）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

鮮魚部門及び惣菜部門

1人

鮮魚部門及び惣菜部門での業務
【鮮魚部門】
鮮魚の加工（開き、切り身等）、パック詰め、品
出し等の業務。２人体制。
【惣菜部門】

岩手県宮古市佐原三丁目
１１－２

有限会社　フード
ショップはこいし

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

調理（調理見習い可）

1人

居酒屋としての一品料理などをメインに調理をし
て頂きます。食材のカット、仕込み、調理、盛り
付け、片付け、清掃などの業務を行います。調理
者は２人体制となります。
＊調理経験があれば尚可

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

山田中学校プール一般開放
監視員／生涯学習課

2人

山田中学校プールにおいて、２人体制で遊泳者の
安全監視、使用ルールの指導、清掃、水質管理等
その他付随する業務を行っていただきます。体力
に自信のある方を希望します。


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
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

一般事務

1人

工事現場の当社現場事務所において、パソコンを
使った各種書類の作成、整理等をしていただきま
す。官公庁等への外出用務をお願いする場合があ
りますが、その際は自家用車を使用していただき
ます。（ガソリン代は別途支給）

岩手県宮古市新町２－１
３

株式会社　村山電
機商会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

パソコン操作（ワード、
エクセル等）が出来る方

又は 9時00分～17時00分
の間の5時間程度

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

公民館主事／生涯学習課
（非常勤職員）

1人

中央公民館分館に勤務し、社会教育事業の企画、
実施を行います。また施設利用申請の受付、利用
者の案内、施設管理、書類作成等を行います。社
会教育に関心がある人の応募をお待ちしておりま
す。

岩手県宮古市新川町２－
１

宮古市役所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

パソコン（ワード・エ
クセルによる文書等作

成）のできる方

     （6月25日時点の内容です）

　　６月１９日　から　６月２５日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　７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

◎ 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６月２８日発行  


