
交替制あり

900円～1,200円

パート労働者 不問 03010-17709981
特定曜日のみ(2)(3)
(1) 8時30分～12時30分

820円～820円 (2) 8時30分～12時00分

パート労働者 不問 03010-17739281

(1) 9時00分～16時00分
750円～800円

パート労働者 不問 03010-17775681
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

750円～800円

パート労働者 不問 03030- 2711981

(1) 7時00分～12時20分
738円～738円

パート労働者 不問 03030- 2713481

(1)10時00分～14時30分
1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 2715881
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分
1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 2708281
普通自動車免許一種
介護職員初任者研修

1,000円～1,000円

パート労働者 64歳以下 03030- 2700081

(1) 9時00分～16時30分
738円～822円

パート労働者 不問 03030- 2702681

750円～800円

パート労働者 不問 03030- 2704581

(1) 0時00分～ 9時00分
900円～900円 (2)18時00分～22時00分

(3) 9時00分～18時00分

パート労働者 不問 13040-83969181

(1) 9時00分～16時00分
1,000円～1,050円

有期派遣パート 不問 03010-17473381
看護師又は
准看護師

860円～960円

パート労働者 不問 03010-17318181

(1) 9時00分～15時00分
800円～800円

有期派遣パート 不問 03010-17368081

(1)12時30分～20時30分
840円～840円

パート労働者 59歳以下 03030- 2696381

(1)10時30分～14時30分
740円～750円 (2)18時00分～22時00分

パート労働者 不問 03030- 2698981

(1)13時30分～17時30分
850円～850円

パート労働者 不問 03030- 2688381

(1)17時00分～23時00分
850円～1,500円

パート労働者 18歳以上 03030- 2690481

1

仕分けスタッフ／午後

2人

宅急便・メール便の仕分け作業を行います。伝票
を見ながら町・地区ごとに仕分ける業務です。構
内での作業で、立ち仕事となります。ほとんどの
荷物は手作業で持ち運びしますが、フォークリフ
ト資格所有の方は、大きい荷物の移動にも対応し

岩手県宮古市長町二丁目
１－３２

ヤマト運輸　株式
会社　宮古支店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

ホール係兼厨房補助

1人

ホール業務全般として、注文取り、出来上がった
料理の配膳、お客様が退席されたテーブルの後片
付け、清掃などを行っていただきます。また、
ホールの状況を見ながら、盛り付け、皿洗いなど
の厨房補助業務もしていただきます。

岩手県宮古市宮町４丁目
３－４０

お食事とコーヒー
ロートレック

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

レジチェッカー・品出し
（１２時３０分～）

1人

主に業務用の容量の多い食品などを取り扱ってい
るスーパーになります。商品の陳列、品出し、包
装、レジ操作会計、接客等を行います。初めての
方でも指導しますのでご応募下さい。

岩手県下閉伊郡山田町大
沢第２地割４８番地４

株式会社　マルイ
チ　業務スーパー
山田店雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

検査員（宮古市）

2人

派遣先事業所において下記の作業を担当していた
だきます。

プラスチック製の部品を検査器具（顕微鏡・拡大
鏡）を使い検査します。（座り仕事です）

岩手県盛岡市向中野３丁
目１８番２０号　２Ｆ
アクエリアスビル

株式会社　エムア
ンドエム　盛岡営
業所雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県宮古市

看護師または准看護師（宮
古周辺）「看護」

1人

宮古周辺の検診会場において下記業務を行いま
す。
・血圧測定、採血
・その他問診票のチェックなど検診に係る諸作業


岩手県盛岡市北飯岡４丁
目８－５０

公益財団法人　岩
手県予防医学協会

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2時間以上

岩手県宮古市

一般事務（山田町）

1人

派遣先事業所において以下の業務を担当していた
だきます。
一般事務業務
・データ入力
・ファイリング

岩手県盛岡市盛岡駅西通
２丁目９－１　マリオス
１５Ｆ

マンパワーグルー
プ　株式会社　盛
岡支店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

接客・調理／宮古市

5人

牛丼のすき家でのスピーディーな接客、調理、清
掃、金銭管理、搬入（１ケース２０ｋｇ）など店
舗に関わることすべて。接客だけ、調理だけと
いった職種はございません。

東京都港区港南ニ丁目１
８番１号　ＪＲ品川イー
ストビル５階

株式会社　北日本
すき家

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

又は 9時00分～ 8時59分
の間の3時間以上

岩手県宮古市

接客及び調理補助（短期ア
ルバイト）《急募》

5人

浄土ヶ浜レストハウスにて接客及び調理補助を行
います。
レストハウス内での接客や厨房内での簡単な調
理、盛り付け、皿洗いなどの業務です。その他、
売店での商品販売等もあります。

岩手県宮古市宮町一丁目
１－８０

一般社団法人　宮
古観光文化交流協
会雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）
又は 9時00分～17時00分
の間の4時間以上

岩手県宮古市

クリンクルー（崎山）

1人

建物清掃全般を行います。トイレ掃除、掃き掃
除、拭き掃除、備品の交換、ごみの回収などを行
います。就業場所へは、直行直帰または事務所に
集合して移動となりますので、自分で通勤可能な
方を希望します。

岩手県宮古市田の神二丁
目３－１１

株式会社　サンズ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

訪問介護員「介護」

1人

町内の利用者の方のお宅に訪問し、生活援助、身
体介護等の業務を行います。移動は自家用車を使
用していただき、交通費は別途支給となります。
平均件数は４～５件です。未経験の方には担当者
が同行いたします。随伴時の移動は介護、福祉タ

岩手県下閉伊郡山田町川
向町６－１１

有限会社　山崎タ
クシー

雇用期間の定めなし

又は 7時15分～18時00分
の間の4時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

事務及び相談対応

1人

岩泉町より「岩泉町多機関の協働による包括支援
体制構築事業」の事業委託を受けています。当事
業の実施に係る募集です。（事務所は２名体制で
す。内１名の募集となります。）事業運営に係る
総務全般の補助及び生活相談窓口開設に係る関係

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中家２６番地４２

一般社団法人　岩
泉よりそい・みら
いネット雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
ワード・エクセル等基本
的なＰＣ操作が出来る方

又は 8時30分～17時30分
の間の6時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

販促事務

1人

田老とたろう庵の魅力を伝えるためメールの作成
と送信を行っていただきます。（ブログ・メルマ
ガ・ライン・広告・セールスレター）事務用務と
して案内・管理・ツール・変更作成を行っていた
だきます。

岩手県宮古市田老字青砂
里１６４－１

株式会社　たろう
観光ホテル

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

パン製造エ

1人

有限会社相馬屋菓子店においてパン製造の業務を
行っていただきます。主にパンの成型、焼き上
げ、加工などを行います。そのほか袋詰め、箱詰
め、ダンボール詰め、調理器の洗浄、清掃等の付
随業務もあります。

岩手県宮古市西町２丁目
３－２７

有限会社　相馬屋
菓子店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ホールサービス

1人

「カフェ　ポンテ」のフロアにおいて、オーダー
を取り、お客様の席まで料理等を運んでいただき
ます。レジ操作及び片付けもあります。また町内
の店舗へ食材等の仕入に行っていただく事もあり
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 8時30分～17時30分
の間の7時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

入荷商品の格納、出荷商品
のピッキング、小分け作業

1人

宮古営業所において以下の業務を担当していただ
きます。
・入荷商品の格納
・商品を引取りに来た酒販店への商品引渡し


岩手県紫波郡矢巾町大字
西徳田第８地割９７－１

国分東北　株式会
社　岩手支店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン操作（入力程
度）

岩手県宮古市

商品管理（宮古市）

1人

宮古支店の物流倉庫における棚積、ピッキング、
検品等の
庫内作業
・主に医薬品の仕分け作業です。
（液体薬品で３ｋｇ程度の物あり）

岩手県盛岡市上堂四丁目
５－１

株式会社　スズケ
ン岩手

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

建設業仮設足場工事の作業
員（宮古営業所）「建設」

5人

＊足場シート貼り等
＊社内での雑務、現場での写真撮り、採寸等
＊その他、上記に関連する業務

※朝、会社へ集合し相乗りで移動します。（３人

岩手県盛岡市津志田２７
地割３７番地１５号【求
人票送付先指定あり】

有限会社　新鋭

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

岩手県宮古市

     （7月13日時点の内容です）

　　７月９日　から　７月１３日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　７月２６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

ホール・調理補助

1人

ホールにおいて接客業務（お客様のご案内、注文
受け、配膳、後片付け、レジ等を行います）厨房
内において調理の補助的作業（調理者の指示によ
り、野菜カットや調理の下ごしらえ、準備、盛付
け、飲み物作り、食器・調理器具の洗浄等を行い

岩手県宮古市大通１丁目
４‐１３　２Ｆ

大衆わいん酒場
のらくら

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７月１９日発行  



(1)17時00分～23時00分
850円～1,500円

パート労働者 18歳以上 03030- 2691781

(1) 8時30分～17時00分
875円～875円

パート労働者 不問 03030- 2692881

(1) 9時30分～17時30分
1,285円～1,571円

パート労働者 不問 13080-58372681
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～12時00分
850円～1,200円 (2)17時00分～21時00分

パート労働者 不問 13170-30582681

2

ホール・調理補助

1人

ホールにおいて接客業務（お客様のご案内、注文
受け、配膳、後片付け、レジ等を行います）厨房
内において調理の補助的作業（調理者の指示によ
り、野菜カットや調理の下ごしらえ、準備、盛付
け、飲み物作り、食器・調理器具の洗浄等を行い

岩手県宮古市大通１－４
－１３

居酒屋　大ちゃん

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務職

4人

携帯電話やスマートフォンで使用される電子部品
（コネクタ）製造に関する事務処理を行っていた
だきます。取引先企業に対する送り状などの各種
伝票処理、専用ソフトへの数字入力、電話対応な
どになります。業務に慣れるまで経験者が指導し

岩手県宮古市赤前第２地
割２１番地２

東北ヒロセ電機
株式会社　宮古工
場雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県宮古市

観光地での対面アンケート
調査

5人

＊岩手県内の観光地における対面アンケート調査

　対面アンケート調査の経験が無くても指導しま
すのでご安　心下さい。


東京都新宿区西早稲田三
丁目１３－５

中央開発　株式会
社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

従業員宿舎の施設管理及び
清掃業務／宮古市川内

3人

建築現場の宿舎において従業員様への対応、食事
の用意等、日々の暮らしを支える業務を担ってい
ただきます。

＊施設管理

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）

又は 8時00分～21時00分
の間の4時間程度

岩手県宮古市


