
変形（１ヶ月単位）

740円～740円

パート労働者 不問 03030- 2769081

740円～750円

パート労働者 不問 04010-50756981

(1) 5時00分～ 9時00分
1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 2764481
普通自動車免許ＡＴ

850円～900円

パート労働者 不問 04050- 2713681
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時45分～16時45分
1,340円～1,340円 (2)10時45分～16時45分

パート労働者 不問 03030- 2756481

900円～1,100円

パート労働者 不問 03030- 2757781

(1) 8時00分～12時00分
780円～780円

パート労働者 不問 03030- 2758881

(1) 7時30分～11時30分
800円～913円

パート労働者 不問 03030- 2761681

(1)17時00分～22時30分
750円～750円 (2)19時00分～22時30分

パート労働者 18歳以上 03030- 2746581
正看護師又は

准看護師 (1) 8時30分～12時30分
普通自動車免許ＡＴ 1,200円～1,400円

パート労働者 64歳以下 03030- 2749881

800円～800円

パート労働者 不問 03030- 2751081
交替制あり

780円～780円

パート労働者 不問 03010-18309681
交替制あり

780円～850円

パート労働者 18歳以上 03010-18311781

1

     （7月30日時点の内容です）

　　７月２４日　から　７月３０日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　８月９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

水産加工員

2人

干物や冷凍品の製造及び鮮魚出荷を行います。主
にサバ・イワシ等、青魚の干物加工となります。
魚をさばいたり、乾かしたりの加工処理は機械で
行います。トレーに並べたり、箱詰め等は手作業
となります。初めての方でも丁寧に指導します。

岩手県下閉伊郡山田町大
沢１０－２０７－５

大和水産　株式会
社

雇用期間の定めなし

又は 8時00分～17時00分
の間の5時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

（請）法務局証明書発行窓
口業務［宮古市］

2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
月未満）

簡単なパソコン操作
又は 8時30分～17時15分
の間の4時間以上

岩手県宮古市

積込み作業

2人

いわて生活協同組合組合員様宅に商品をお届けす
る配達車への、積み込み・商品仕分け作業をして
いただきます。
１日１６～１８台の配達車に４人（２人組）で対
応します。

岩手県宮古市田鎖第８地
割１２－１いわて生活協
同組合宮古センター

株式会社　三協運
輸サービス　宮古
センター雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

眼鏡、補聴器、コンタクト
レンズの販売［宮古市］

1人

・店頭での眼鏡、補聴器、コンタクトレンズの接
客販売
・眼鏡のクリーニング、調整、加工
・お客様がお似合いになるフレーム選び
・商品の陳列とディスプレイ

宮城県柴田郡大河原町字
新東２６－１

眼鏡市場　（株式
会社　オーランド
オプチカル）雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は10時00分～19時00分
の間の6時間程度

岩手県宮古市

放課後学習支援員／教育委
員会教育研究所（非常勤職

2人

教育委員会教育研究所（新里総合事務所内）に勤
務となります。市内小学校を公用車で放課後に訪
問して、主に小学校低学年の児童を対象とした学
習支援を行います。教育研究所業務、学習支援プ
リントの作成。小学校を訪問して、授業支援も行

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

記録作成上、必要なパ
ソコン操作（Ｗｉｎｄ
ｏｗｓ７上でのワー
ド・エクセルの操作）

一般事務

1人

書類整理、月謝・入出金管理などの事務作業全般
を担当していただきます。来塾時や、お電話での
簡単なお客様への対応も行っていただきます。教
室マネージャーや講師のサポート業務等、主に教
室運営を事務的な側面で担っていただきます。

岩手県宮古市栄町１－２
５　岩舘電気宮古ビル２
Ｆ

株式会社　習学ゼ
ミ　宮古教室

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

又は10時00分～18時00分
の間の4時間程度

岩手県宮古市

グロサリー担当／豊間根店

1人

びはん豊間根店において、グロサリー部門を担当
していただきます。日常用食品（たまご、食パン
など）等の発注、陳列補充などを行います。雇用
期間は１年毎の更新となります。

岩手県下閉伊郡山田町中
央町５－６

びはん　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

介護職　　　　　「介護」

2人

短期入所生活介護事業所（ショートステイ）の利
用者への食事、水分補給などの介護になります。
利用者２０名程度を３名前後のスタッフで担当し
ています。

岩手県宮古市田老字養呂
地６番地２

社会福祉法人　田
老和心会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

スポーツジムスタッフ

1人

スポーツジムの運営業務に携わっていただきま
す。トレーニング指導やマシンの取り扱い指導、
受付事務、ジム内の清掃作業等を行っていただき
ます。接骨院での助手等も行っていただきます。


岩手県宮古市栄町１－４
０－１

スリーアローズ
合同会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師「看護」

1人

小規模デイサービスの利用者１５名の健康管理業
務に従事していただきます。利用者のバイタル
チェックや、処置、配薬、処方薬の塗布、栄養管
理、緊急時の対応などをお願いします。通院の付
添はありません。

岩手県宮古市田鎖３－８ 株式会社　みやこ
ケアセンターみや
こ雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

山田町まちなか支援セン
ター

2人

陸中山田駅前にオープンしたショッピングセン
ター（共同店舗）を運営する会社です。
「山田町まちなか支援センター」の受付や開錠・
施錠、利用者への対応、利用後の確認など施設管
理を行います。

岩手県下閉伊郡山田町長
崎３丁目６番１８号

株式会社　共同店
舗棟建設運営会社
山田雇用期間の定めなし

又は17時00分～21時00分
の間の4時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

ドラッグストアでの販売
（岩手岩泉店）

3人

・商品管理（発注、陳列、補充、整理）
・レジ業務
・店内外の清掃
・ＰＯＰ（値札）貼り　等


岩手県紫波郡矢巾町大字
広宮沢第３地割４２６番
地

株式会社　薬王堂

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 7時00分～22時15分
の間の4時間以上

岩手県下閉伊郡岩泉町

警備員（テレトラック宮
古）

1人

＊テレトラック宮古の馬券投票所での、お客様の
誘導及び　　案内、整理業務、駐車場内での人員
及び車両の誘導業務。

＊その他指示された業務並びに付随する業務を

岩手県盛岡市上堂３丁目
１９－４

桜心警備保障　株
式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 8時30分～21時30分
の間の7時間程度

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８月２日発行  


