
看護師
准看護師

964円～1,616円

パート労働者 不問 03010-25853081
臨床検査技師

914円～1,428円

パート労働者 不問 03010-25855681
交替制あり

762円～830円

パート労働者 不問 03010-25762881
交替制あり

900円～1,200円

パート労働者 不問 03010-25672481
変形（１年単位）
(1) 9時00分～15時00分

767円～852円

パート労働者 不問 03030- 3777981

780円～800円

パート労働者 不問 03030- 3763881

(1) 9時00分～15時00分
762円～762円

パート労働者 不問 03030- 3768681

(1) 9時00分～15時00分
762円～762円

パート労働者 不問 03030- 3769981

(1)22時00分～ 6時00分
800円～800円

パート労働者 18歳以上 03030- 3772281
普通自動車免許ＡＴ
介護支援専門員又は (1) 8時30分～17時30分

社会福祉主事 1,300円～1,300円 (2) 8時00分～17時00分
(3) 9時00分～16時30分

パート労働者 64歳以下 03030- 3755881
介護職員初任者研修
普通自動車免許ＡＴ

850円～1,000円

パート労働者 64歳以下 03030- 3756281
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～16時00分

770円～770円

パート労働者 59歳以下 03030- 3759381

762円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 3732181

(1)11時00分～16時00分
850円～850円

パート労働者 不問 03030- 3735681
看護師又は
准看護師 (1) 9時00分～15時30分

1,400円～1,600円

パート労働者 64歳以下 03030- 3738481
介護福祉士又は

介護職員初任者研修 (1) 9時00分～13時00分
普通自動車免許ＡＴ 790円～1,050円

パート労働者 不問 03030- 3741381

800円～800円

パート労働者 59歳以下 03030- 3746781
変形（１年単位）
(1) 8時00分～12時10分

800円～900円

パート労働者 不問 03030- 3750681

1

販売員／４時間

1人

○酒のロッキー　宮古店における酒類の店内販売
業務全般に　従事していただきます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（あなたの努力次第で充実した仕事内容にランク
アップ）

岩手県宮古市磯鶏３丁目
３－３

株式会社　マルニ
酒のロッキー　宮
古店雇用期間の定めなし

又は 9時00分～20時30分
の間の4時間

岩手県宮古市

介護職員／デイサービス
「介護」

1人

デイサービスにおける介護業務全般を行っていた
だきます。送迎、入浴介助、給食・食事介助、レ
クリエーションの企画・実行等、その他上記に付
随する業務および指示された業務となります。


岩手県宮古市八木沢第５
地割８５番地１

合同会社ライフサ
ポート・ゆうゆう

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

看護師「看護」

1人

デイサービスでの看護業務に従事します。当デイ
サービス利用者（およそ３０名）の健康管理とな
ります。主にバイタルチェックや、状態観察、与
薬などの業務を行っていただきます。

岩手県宮古市山口５丁目
８番２号

株式会社　かがや
きライフ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

接客係／宮古魚菜市場店
丼の店おいかわ

1人

丼物・定食のお店です。注文されたメニューを厨
房に伝え、料理が出来上がるまでにお膳の準備、
出来上がった料理を配膳し、食事の済んだお客様
の会計と下膳をします。この他、盛り付け等の調
理補助、皿洗い、店内外の清掃などを行っていた

岩手県宮古市板屋３丁目
２－６

株式会社　ダイニ
ング

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

エステティシャン

1人

脱毛、フェイシャルケア、エステ等の業務に従事
していただきます。その他、予約受付や電話対
応、会計、店舗内掃除等も行っていただきます。
土・日・祝日勤務できる方を希望します。

岩手県宮古市大通２丁目
２－４

ドゥ・ヒートライ
ズ　クリエイティ
ブ　株式会社雇用期間の定めなし

又は 9時00分～18時00分
の間の4時間以上

岩手県宮古市

惣菜部門

1人

惣菜部門においてお弁当やおにぎり、日替わりの
おかずなどを調理します。調理後は盛り付け、
パック詰め、値段付け、品出し、商品管理、清掃
等を行います。スタッフは３名おります。


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

介護職員「介護」《急募》

2人

小規模デイサービス１８人の利用者の介護を行っ
ていただきます。主に食事・入浴介助、レクリ
エーション活動等を行っていただきます。入浴介
助は週に２回程度。介護職員は、全部で５人程度
おります。

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

又は 8時00分～17時00分
の間の3時間以上

岩手県宮古市

生活相談員「介護」

1人

当社が運営する小規模デイサービス（利用者１５
人程度）における相談業務全般に従事していただ
きます。利用者・家族・関係機関との相談業務、
連絡調整全般、送迎対応、その他付随する業務を
行っていただきます。

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

又は 8時00分～17時00分
の間の6時間以上

岩手県宮古市

販売員（２２：００～）

1人

接客、レジ、商品の受け渡し、商品の袋詰め、商
品陳列、補充、発注、揚げるなどの簡単な調理、
店内の清掃等の業務を行っていただきます。



岩手県宮古市実田二丁目
２－８

株式会社　三栄

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

電子部品組立又は検査作業

5人

電子部品組立作業は指サックを使用し手作業業務
となります。様々な大きさの部品を担当毎に行っ
ていきます。検査作業は、組立した部品を拡大
鏡、実体顕微鏡を使用し、チェックします。どち
らの作業も主にイスに座って行う仕事です。適正

岩手県宮古市板屋３－１
１－１５

株式会社　エム・
アイ・エス東北工
場雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県宮古市

成形品の外観検査

3人

電子部品に使用されるプラスチック成形品の検査
作業。目視での検査や拡大鏡・実体顕微鏡を使用
しての検査です。細かい作業ですので、視力を必
要とする仕事になります。（メガネ・コンタクト
可）

岩手県宮古市板屋３－１
１－１５

株式会社　エム・
アイ・エス東北工
場雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県宮古市

水産加工員≪急募≫

2人

鮮魚のウロコ取り、魚フライの加工、切り身や製
品のパック詰め、シール貼り、箱詰め等の作業と
なります。機械等は使用せず、全て手作業・立ち
仕事となります。未経験の方も指導いたしますの
で、ご応募ください。

岩手県宮古市千徳第１３
地割３２－１５

丸友しまか　有限
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

岩手県宮古市

事務員（購買）

1人

当社は電化製品で使用されるコネクタという電子
部品を造っている会社です。購買部門は、工場で
使用する資材や備品等を購入・管理する部門で、
現場と仕入先との間を繋ぐ役割を担っています。
主な業務は、見積もり→発注→納品チェック→現

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根第２地割３１－１

株式会社　エフ
ビー

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 8時00分～17時00分
の間の5時間以上

岩手県下閉伊郡山田町

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

ホールスタッフ（スカイ
ルームパブロ宮古店）

2人

ファミリーレストランにおける接客業務
＜主な作業＞
　・お客様の席案内
　　（お客様とコミュニケーションをとりなが
ら）

岩手県盛岡市津志田１５
地割２７－４

株式会社　田畑産
業　パブロ

雇用期間の定めなし

又は 9時00分～19時00分
の間の5時間

岩手県宮古市

アルバイト臨床検査技師
（研究補助者：宮古地区）

4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

事業所名
求人番号

アルバイト准看護師・看護
師

4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

     （10月22日時点の内容です）

　　１０月１６日　から　１０月２２日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は　１１月１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

農産販売員（短時間）

1人

◎農産部門配属となり
１）野菜・青果の加工（カット等）
２）商品陳列・整頓
３）接客（お客様からの注文、予約の承りなど）
４）調理場の清掃・片づけなど

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）

岩手県下閉伊郡山田町

◎ 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１０月２５日発



(1)16時00分～20時30分
765円～800円 (2)17時00分～20時30分

パート労働者 不問 03030- 3751981
看護師又は
准看護師 (1) 8時30分～16時00分

1,000円～1,200円 (2) 8時30分～12時30分

パート労働者 64歳以下 03030- 3753481

770円～770円

パート労働者 18歳以上 03070- 6380281

2

カラオケ店スタッフ（宮古
末広店）

2人

カラオケ店利用者の接客及びサービス提供業務を
していただきます。
○来店されたお客様の受付・案内
○お客様に提供する料理・ドリンク等の簡単な調
理及び補充

岩手県北上市大通り１丁
目３－１　クレヨンタ
ワー４Ｆ

株式会社　村上商
事

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

又は 9時00分～ 6時00分
の間の6時間程度

岩手県宮古市

看護師又は准看護師「看
護」

1人

おかだ外科内科クリニックにおいて、外来患者さ
まに対する看護業務全般に従事していただきま
す。業務に慣れるまでは先輩の看護師が指導いた
しますので、安心して応募してください。

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
ク雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ホール係（アルバイト）

1人

ホールにて接客、レジ・食器洗浄、閉店後の方付
け、清掃などをしていただきます。エントリー
オーダーシステムの導入で、レジ会計は簡素化さ
れており、伝票ナンバーの入力、現金の受け渡し
のみとなります。忙しい際には簡単な盛り付けや

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎７
－３２－２５

野菜たっぷりタン
メンの店　大久保

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市


