
(1) 8時00分～17時00分
850円～850円 (2) 9時00分～18時00分

パート労働者 不問 03030- 3408281
歯科衛生士

800円～1,200円

パート労働者 不問 03030- 3412581
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～13時00分
800円～900円

パート労働者 不問 03030- 3419381

(1)14時00分～18時30分
850円～850円

パート労働者 不問 03030- 3378181

(1) 7時00分～11時00分
800円～1,000円 (2)15時00分～19時00分

パート労働者 不問 03030- 3380981

(1)17時00分～23時00分
750円～750円

パート労働者 18歳以上 03030- 3382481

(1)17時00分～23時00分
750円～750円

パート労働者 18歳以上 03030- 3383781

(1) 8時00分～15時00分
738円～738円

パート労働者 不問 03030- 3385281

(1)10時00分～14時30分
740円～740円 (2)14時30分～19時00分

パート労働者 59歳以下 03030- 3386181

(1) 9時00分～14時30分
740円～740円 (2)14時30分～20時00分

パート労働者 59歳以下 03030- 3387081

(1) 8時00分～15時00分
738円～738円

パート労働者 不問 03030- 3388381

(1) 8時30分～13時30分
810円～860円 (2) 8時30分～14時30分

(3) 8時30分～17時15分

パート労働者 不問 03010-22491881

(1) 9時00分～15時00分
820円～940円

パート労働者 59歳以下 03010-22467881

(1) 9時00分～16時00分
903円～903円

パート労働者 不問 04030- 4742281
理学療法士
作業療法士
柔道整復師 1,200円～1,400円
いずれか

普通自動車免許ＡＴ
パート労働者 不問 03030- 3352081

看護師
准看護師
いずれか 1,200円～1,400円

普通自動車免許ＡＴ

パート労働者 不問 03030- 3353381
普通自動車免許ＡＴ

850円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 3354681
介護支援専門員

社会福祉士 (1) 8時30分～17時30分
社会主事 1,200円～1,400円
いずれか

普通自動車免許ＡＴ
パート労働者 不問 03030- 3355981

1

生活相談員　　　「介護」

2人

当社デイサービス事業所（利用者１０名程度）に
おける相談業務全般に従事します。利用者宅訪
問、家族、関係機関との相談業務、ケース目標の
設定、サービス計画実施、送迎業務、その他付随
する業務を行います。

岩手県宮古市新町２番６
号

介護サービス　株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員　「介護」

1人

当社デイサービス事業所において１０名程度の利
用者の方の介護を行います。主に食事、入浴介
助、レクリエーショ等の支援を行います。また、
送迎車運転業務等もあります。


岩手県宮古市新町２番６
号

介護サービス　株
式会社

雇用期間の定めなし

又は 8時30分～16時30分
の間の4時間程度

岩手県宮古市

機能訓練指導員

1人

当社デイサービス事業所において、利用者の方の
機能訓練に係る業務。加算計画書・運動器機能向
上計画書作成、集団体操などのメニュー考案、リ
ハビリ機器利用事の介助指導、個別リハビリ実
施、計画書に対する評価、体力測定の実施、送迎

岩手県宮古市新町２番６
号

介護サービス　株
式会社

雇用期間の定めなし

又は 9時00分～16時00分
の間の4時間

岩手県宮古市

看護師　「看護」

1人

当社デイサービス事業所において、利用者１０名
程度の健康管理業務に従事します。利用者のバイ
タルチェックや処置、配薬、内服確認、処方薬の
塗布、栄養管理、食事介助、記録や連絡ノート記
入、緊急時の対応等になります。病院の付添はあ

岩手県宮古市新町２番６
号

介護サービス　株
式会社

雇用期間の定めなし

又は 9時00分～16時00分
の間の2時間程度

岩手県宮古市

研究補助（宮古庁舎）

1人

◇研究補助として下記業務に従事していただきま
す。

　・サケ鱒標本処理・耳石解析・データ処理
　　等の研究補助業務及び事務補助業務

宮城県塩竈市新浜町３丁
目２７－５

国立研究開発法人
水産研究・教育機
構　東北区水産研
究所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

求人条件特記事項欄参照 岩手県宮古市

仏壇・仏具店での事務職
（合掌堂宮古店）

1人

☆仏壇・仏具・墓石を販売する合掌堂にてお客様
の大切なお買い物のサポートをさせていただくお
仕事です☆
－お仕事の内容は－
入金管理等の事務処理（精算）や電話対応、接

岩手県盛岡市津志田南３
丁目１４番６５号【求人
票郵送先指定あり】

株式会社　サン
ファミリー　（愛
グループ）雇用期間の定めなし

パソコンがある程度使え
る方 岩手県宮古市

医療事務（宮古市）

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

【受付業務】
　◇患者様と最初に出会う〈医療機関の顔〉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）

岩手県宮古市

販売員（石崎店）／土日

1人

接客、レジ打ち、商品袋詰め、電話対応、品出
し、商品発注、清掃等、コンビニエンスストア内
の業務全般を行います。３～４名で業務対応を行
います。


岩手県宮古市大字根市第
２地割字中割目六番四

ローソン宮古根市
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員（ブックスこなり／
マリンコープドラ店）

1人

レジ操作、お客様対応など書籍等の販売業務、商
品の荷受け、配架陳列、発注、返品等の在庫管
理、閉店までのシフトの日は売上計算、レジの締
め操作等行っていただきます。
就業時間は（１）と（２）のローテーションです

岩手県宮古市新町２番１
４号

株式会社　小成

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員（リラパークこな
り）

1人

レジ操作、お客様対応など書籍等の販売業務、商
品の荷受け、配架陳列、発注、返品等の在庫管
理、閉店までのシフトの日は売上計算、レジの締
め操作等行っていただきます。就業時間は（１）
と（２）のローテーションですが、相談の上決定

岩手県宮古市新町２番１
４号

株式会社　小成

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員（小本店）８時～

1人

接客、レジ打ち、商品袋詰め、電話対応、品出
し、清掃、商品発注等、コンビニエンスストア内
の業務を行います。商品発注は、適性を見ながら
指導いたします。３～４名で業務を行います。


岩手県宮古市大字根市第
２地割字中割目六番四

ローソン宮古根市
店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

販売員（石崎店）１７時～

1人

接客、レジ打ち、商品袋詰め、電話対応、品出
し、商品発注、清掃等、コンビニエンスストア内
の業務全般を行います。３～４名で業務対応を行
います。


岩手県宮古市大字根市第
２地割字中割目六番四

ローソン宮古根市
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員（田老店）１７時～

1人

接客、レジ打ち、商品袋詰め、電話対応、品出
し、清掃、商品発注等、コンビニエンスストア内
の業務を行います。商品発注は、適性を見ながら
指導いたします。３～４名で業務を行います。

岩手県宮古市大字根市第
２地割字中割目六番四

ローソン宮古根市
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

保育士補助「保育」≪急募
≫

1人

園児の補助（１歳～６歳までのクラスの補助）
担任の補助となります。担当クラスは現段階では
未定で、就業場所はご相談に応じます。



岩手県宮古市赤前第３地
割１４－１１

社会福祉法人　慈
愛会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

指導員／赤前学童の家他

1人

学童の家において、児童（小学校低学年）の指
導、安全管理等を行います。児童と一緒に運動・
遊び・学習の見守りなども行います。教員免許、
保育士資格お持ちの方は優遇します。

岩手県宮古市赤前第３地
割１４－１１

社会福祉法人　慈
愛会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 7時30分～18時30分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

介護職員（パート）「介
護」

1人

デイサービスセンターにおいて、介護業務（身の
回りの世話・食事・入浴・排泄等の介助）、その
他付随する業務を行っていただきます。施設の利
用定員は２５名です。


岩手県下閉伊郡山田町船
越６－１００－３

社会福祉法人　正
受会　平安荘デイ
サービスセンター雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

歯科衛生士

1人

当院において歯科衛生士業務に従事します。主に
歯科医師の治療の補助、歯周病検査、ブラッシン
グなど口腔衛生指導、その他関連する業務を行っ
ていただきます。


岩手県下閉伊郡山田町豊
間根２－１０５－１

留理歯科医院

雇用期間の定めなし

実務経験３年以上
又は 8時30分～18時00分
の間の4時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

事業所名
求人番号

予約・フロント係

1人

チェックイン・チェックアウト業務（お客様対
応、宿泊精算等）や電話による予約受付業務およ
びインターネット予約による整理、そのほか付随
する業務をおこなっていただきます。


岩手県宮古市崎鍬ヶ崎１
８－２５－３

休暇村　陸中宮古

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

     （9月14日時点の内容です）

　　９月１０日　から　９月１４日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　９月２７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９月２０日発行  



普通自動車免許一種
準中型自動車免許

危険物取扱者（丙種） 900円～1,100円

パート労働者 不問 03030- 3363681

(1) 9時00分～15時00分
738円～822円

パート労働者 不問 03030- 3368881
幼稚園教諭又は

保育士 (1) 8時00分～ 9時30分
800円～900円 (2)14時00分～18時00分

パート労働者 不問 03030- 3370381

(1) 8時00分～17時00分
900円～1,125円

パート労働者 18歳以上 03030- 3375781

750円～800円

パート労働者 不問 03030- 3376881

740円～770円

パート労働者 不問 04010-61911981

(1)14時30分～19時30分
820円～820円

パート労働者 不問 03030- 3416281

(1) 8時30分～13時00分
800円～900円 (2)13時00分～17時30分

パート労働者 不問 03030- 3417181

2

（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
月以上）

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

販売員

1人

末広店において鮮魚販売を行います。接客、商品
パック詰め、陳列、会計業務、店内清掃等を行い
ます。接客が好きな方お待ちしています。



岩手県宮古市佐原３丁目
５－６

高田魚店

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

交通誘導警備員

7人

主に宮古・下閉伊地域での道路工事現場や建設工
事現場で歩行者や一般車両、工事車両の安全を確
保するための交通誘導を行います。他にもイベン
ト会場での駐車場、一般来場者等の誘導・案内も
行っていただきます。入社後は担当スタッフによ

岩手県宮古市神田沢町１
番２３号

株式会社　セーフ
ティーガード

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

バス添乗又は保育補助「保
育」

1人

園バス（送迎バス）の添乗業務又はあずかり保育
（延長保育）の担当をしていただきます。あずか
り保育は他に担任職員がいますので、園児の見守
りを主とした補助的な仕事となります。いずれか
選択できますので、お気軽に相談下さい。

岩手県下閉伊郡山田町八
幡町１２－２１

学校法人光明学園
山田幼稚園

雇用期間の定めなし

又は 8時00分～18時00分
の間の6時間以上

岩手県下閉伊郡山田町

クリンクルー（９時～１５
時）

1人

建物清掃全般を行います。依頼の状況に応じて、
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。就業場所により、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

燃料の配達業務（船越Ｓ
Ｓ）

2人

灯油・軽油等の配送業務を担当していただきま
す。１～２ｔのタンクローリーにて、山田町及び
近隣市町村への配送・給油業務を行っていただき
ます。最初は２人で業務を行っていただき、慣れ
たら１人でまわっていただきます。

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－１４２－１２

株式会社　サカモ
ト

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 7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

給食補助員／１４：３０～
１９：３０≪急募≫

1人

三陸病院内において、入院患者およそ２３０名の
給食業務の補助を行って頂きます。主な仕事は、
夕食の準備から後片付けまでの仕事内容になりま
す。
○夕食の下膳（簡単なリフト操作）

岩手県宮古市板屋一丁目
６－３６

医療法人財団　正
清会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

販売員

2人

紙の専門店で商品の販売、レジ操作、接客となり
ます。伝票書き（手書き）、商品補充、電話対
応、自転車または徒歩範囲での配達もお願いする
場合があります。２名体制で行っております。
　　　　

岩手県宮古市横町４－１
０

有限会社　佐藤紙
店（パッケージプ
ラザ　サトウ）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市


