
(1) 9時00分～15時00分
750円～770円

パート労働者 64歳以下 03030- 2378281

(1) 6時30分～11時30分
800円～800円 (2)14時00分～19時00分

(3)10時00分～15時00分

パート労働者 不問 03030- 2379181

(1)13時15分～17時45分
760円～760円

パート労働者 不問 03030- 2380681

1,500円～2,400円

パート労働者 不問 03010-15214981

(1) 9時00分～17時00分
800円～800円

パート労働者 不問 04010-41731081
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 7時30分～16時00分
850円～850円 (2) 8時15分～17時00分

パート労働者 不問 03010-15048781
変形（１年単位）
(1) 8時30分～12時30分

800円～900円 (2) 8時30分～13時30分

パート労働者 不問 03030- 2366981
看護師

(1) 9時00分～18時00分
1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 2360881

(1) 9時00分～16時00分
750円～750円

パート労働者 不問 03030- 2361281
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- 2362181

(1)14時00分～18時30分
758円～800円 (2) 7時30分～18時30分

パート労働者 不問 03030- 2356381

(1) 5時00分～ 8時30分
800円～800円 (2)16時00分～21時00分

パート労働者 不問 03080- 2385581
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～12時00分
900円～900円 (2)16時00分～20時00分

パート労働者 不問 13170-25760481

1

     （6月18日時点の内容です）

　　６月１１日　から　６月１８日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　６月２８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

清掃員

2人

営業課に配属され、施設内の清掃業務に従事して
いただきます。チェックアウト後の客室や階段、
廊下等の清掃が主な仕事になります。清掃業務は
１日５～６名でおこなっております。

岩手県宮古市田老字向新
田１４８

株式会社　グリー
ンピア三陸みやこ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理員≪急募≫

1人

当社はクックチル調理法で行っており、真空状態
の食材を専用の機械で温め利用者の方に提供して
います。２０～４５食を盛付し準備します。ごは
んと味噌汁は食事毎に調理します。その他配膳、
片付け、食器洗浄（洗浄機使用）厨房内清掃等を

岩手県宮古市実田２丁目
５－１０

医療法人　おかだ
外科内科クリニッ
ク雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
家庭料理経験

岩手県宮古市

クリンクルー

1人

宮古港フェリーターミナルの清掃業務に従事して
いただきます。２名体制で、事務所・トイレ・パ
ブリックスペース等館内・外の清掃作業となりま
す。直行直帰となりますので、自力で通勤できる
方を希望します。

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）

岩手県宮古市

家庭教師（宮古市）

3人

小学生・中学生・高校生・浪人生への学習指導　
　１日２時間の指導
　小学生は主に国語・算数
　中学生・高校生・浪人生は数学・英語が中心と
なります。

岩手県盛岡市上田２丁目
２０－２０　サンヴィ
レッジ上田　２０１

学生家庭教師会
盛岡

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は16時00分～22時00分
の間の2時間程度

岩手県宮古市

清掃及び簡単な修理作業
［宮古市］

2人

・病院の病室のベット脇にあるテレビ・冷蔵庫付
の木製キャ　ビネット（床頭台）の清掃及び簡単
な修理作業
　（誰にでもできます）


宮城県仙台市若林区伊在
字白山前３６－２

株式会社　パース
ジャパン　東北営
業所雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

清掃業務及び食器洗浄業務
（釜石市・山田町）

1人

請負先事業所における清掃・食器洗浄業務を行っ
ていただきます。
・スーパー内外清掃（掃き拭き清掃）ワックス作
業は無し
・トイレ清掃（女子トイレあり）

岩手県盛岡市内丸１６－
１５　内丸ビル　３階

キョウワプロテッ
ク　株式会社　岩
手事業所雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町、他

事務員

1人

電話・来客応対、パソコンを使用し専用ソフトで
の伝票入力・勤怠データ入力、エクセルでの管理
簿入力等を行っていただきます。その他店長補佐
など付随する業務をお願いします。

岩手県下閉伊郡山田町山
田５－４１－１

株式会社　キクコ
ウストア　山田イ
ンター店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）
岩手県下閉伊郡山田町

看護師「看護」

1人

当院において、外来の看護業務に従事します。医
師の指示に基づいて、患者さんの診療介助、薬や
ネブライザー使用の説明、院内清掃、その他付随
する業務を行っていただきます。人と接すること
の好きな方を歓迎します。

岩手県宮古市西町二丁目
２－３

岩間耳鼻咽喉科医
院

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

電子機器の組立作業員

1人

センサーの組立業務に従事していただきます。主
に手作業でプラスチックケースに部品を取り付け
る仕事です。簡単な作業から行っていただきます
ので、未経験の方も安心してご応募下さい。

岩手県宮古市大字津軽石
１９－１８

有限会社宮町電子

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

給食配送業務

2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

崎山学童の家補助員≪急募
≫

1人

学童保育の指導員に従事していただきます。崎山
小学校１～４年生、４０名程度の児童の放課後
（通常授業）及び学校休業日（土曜日または春・
夏・冬休み、振替休校日）の遊び、学習、生活の
指導を行います。

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

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

岩手県陸前高田市竹駒町
字館６３

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

月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

宿舎の清掃スタッフ

2人

建築現場の宿舎、食堂内の床清掃、
お風呂、トイレ清掃をお願いします。

東京都三鷹市牟礼６－１
５－１１　木部建設株式
会社内

ＡＳｉａｎ　Ｓｔ
ａｆｆ　株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

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。 
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平成３０年６月２１日発行  


