
(1)13時00分～18時00分
780円～780円

パート労働者 不問 03010-30488981
交替制あり
(1) 7時30分～12時00分

860円～860円 (2) 8時00分～15時00分

パート労働者 不問 03010-30523381

(1) 9時00分～15時00分
762円～762円 (2)10時00分～16時00分

有期派遣パート 不問 03010-30538881
交替制あり
(1)13時00分～18時00分

780円～780円 (2)17時00分～21時00分

パート労働者 不問 03010-30240681

(1)13時30分～19時00分
800円～1,000円

パート労働者 不問 03010-30243481

(1)18時00分～20時00分
800円～1,000円

パート労働者 不問 03010-30244781
交替制あり
(1) 5時00分～14時00分

800円～1,000円 (2)10時30分～19時30分

パート労働者 不問 03010-30245881

(1) 7時30分～15時30分
800円～1,000円

パート労働者 不問 03010-30256081

870円～1,350円

パート労働者 不問 03030- 4439681
普通自動車免許ＡＴ

800円～800円

パート労働者 不問 03030- 4442881

770円～770円

パート労働者 不問 03030- 4429081

(1)15時00分～21時00分
770円～770円

パート労働者 不問 03030- 4430981

(1)16時00分～ 0時00分
770円～770円

パート労働者 18歳以上 03030- 4431581
看護師又は 交替制あり
准看護師 (1) 8時30分～12時00分

1,000円～1,200円 (2)14時00分～17時00分
(3) 8時30分～15時00分

パート労働者 不問 03030- 4432481

(1) 9時00分～18時00分
1,250円～1,250円

パート労働者 不問 03030- 4435281

(1) 7時30分～16時00分
762円～762円

パート労働者 不問 03030- 4422981

900円～1,000円

パート労働者 64歳以下 03030- 4423581
普通自動車免許ＡＴ

850円～850円

パート労働者 不問 03030- 4426881

1

     （12月17日時点の内容です）

　　１２月１０日　から　１２月１７日　までに受理した求人です。　＜次回発行日は　１２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
事業所名
求人番号

ドラッグストアでの販売
（岩手山田店）

1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）

岩手県下閉伊郡山田町

清掃スタッフ（宮古市）

1人

請負先事業所である老人保健施設「ほほえみの
里」内において下記の業務を行っていただきま
す。

・福祉施設内の居室、共用部、トイレ等の清掃業

岩手県盛岡市中太田泉田
６６－１１

ワタキューセイモ
ア　株式会社　盛
岡営業所雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

電子部品組立・梱包（宮古
市）

5人

派遣先事業所において、下記業務を行っていただ
きます。
・手作業による部品の取り付け
・梱包業務
・簡単な機械操作

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

月以上）

岩手県宮古市

ドラッグストアでの販売
（岩手山田店）

1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 8時00分～17時00分
の間の4時間以上

岩手県下閉伊郡山田町

調理員（山田町）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと
　利用者様への食事提供業務
　調理、盛付、食器洗浄等
　厨房内業務全般
　

岩手県盛岡市大通３丁目
３番１０号　七十七日生
盛岡ビル　９階

日清医療食品　株
式会社　北東北支
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

洗浄員（岩泉町）

1人

請負先事業所において、洗浄業務を行っていただ
きます。
下膳、食器洗浄（一部食器洗浄機使用）
調理器具洗浄、シンク周辺の清掃など


岩手県盛岡市大通３丁目
３番１０号　七十七日生
盛岡ビル　９階

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

調理員（宮古市）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと
　入院患者様への食事提供業務

　調理、盛付、食事洗浄など
　厨房内業務全般

岩手県盛岡市大通３丁目
３番１０号　七十七日生
盛岡ビル　９階

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

調理員（山田町）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと
　利用者様への食事提供業務

　調理、盛付、食事洗浄など
　厨房内業務全般

岩手県盛岡市大通３丁目
３番１０号　七十七日生
盛岡ビル　９階

日清医療食品　株
式会社　北東北支
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

看護補助者「看護」

1人

当院内において看護補助業務をしていただきま
す。診療介助や患者搬送、外来受付業務がおもな
仕事となります。



岩手県宮古市崎鍬ヶ崎１
－１１－２６

岩手県立　宮古病
院

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 8時30分～21時00分
の間の4時間

岩手県宮古市

調理員／正社員以外

2人

調理員として以下の業務に従事していただきま
す。
・有料老人ホーム入居者（定員２１名）及びデイ
サービス利　用者（１５名）の食事提供
・調理、盛り付け、食器洗浄など

岩手県宮古市刈屋１２－
３

特定非営利活動法
人　愛福祉会

雇用期間の定めなし

又は 6時00分～19時00分
の間の6時間程度

岩手県宮古市

販売員（ファミリーマート
新里店）８：００～

1人

コンビニエンスストア業務全般に従事していただ
きます。
・レジ業務での接客応対
・商品袋詰めや商品の品出・補充
・ファーストフードの調理

岩手県宮古市刈屋１１－
５２－１

有限会社　丸坂商
店

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

岩手県宮古市

販売員（ファミリーマート
新里店）１５：００～

1人

コンビニエンスストア業務全般に従事していただ
きます。
・レジ業務での接客応対
・商品袋詰めや商品の品出・補充
・ファーストフードの調理

岩手県宮古市刈屋１１－
５２－１

有限会社　丸坂商
店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

販売員（ファミリーマー卜
津軽石店）１６：００～０

1人

コンビニエンスストア業務全般に従事していただ
きます。
・レジ業務での接客応対
・商品袋詰めや商品の品出・補充
・ファーストフードの調理

岩手県宮古市刈屋１１－
５２－１

有限会社　丸坂商
店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

看護師又は准看渡師「看
護」

1人

当院において、下記の業務に従事していただきま
す。
・医師の診察においての診療介助
・患者さんのお世話
・処置、検査介助、注射、血圧、検温

岩手県宮古市大通４－２
－２１

関根小児科内科

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員（１／１～１／３）
【急募】

1人

福袋の販売のみの仕事です。
・難しい事はありません。来店されるお客様への
年始の挨拶　や、お客様の購入された福袋をレジ
までお持ちします。
・毎年、未経験の方も働いて頂いております。

岩手県宮古市宮町４－４
－１１

青山商事株式会社
（洋服の青山　宮
古店）雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県宮古市

めん類の製造

1人

釜場でのめん類とスープの製造を行います。
・製麺しためんの釜ゆで、スープの湯熱殺菌。
・麺とスープの計量、袋詰め、具材のセット、
パック詰め、　ラベル貼り。
・その他、器具の洗浄や清掃などを行います。

岩手県宮古市舘合町５－
２

有限会社　小笠原
製麺所

雇用期間の定めなし

又は 7時30分～16時00分
の間の5時間程度

岩手県宮古市

構内作業員

1人

構内での作業となります。
○木材加工の木くず掃除、作業で使用した釘拾
い、資材整　　理、製品の出し入れ
○フォークリフト免許をお持ちの方は、フォーク
リフトを　　使って木材や製品を倉庫や工場内へ

岩手県宮古市実田１丁目
５－１３

株式会社　ヤマウ
チ

雇用期間の定めなし

又は 8時00分～17時30分
の間の4時間以上

岩手県宮古市

自動車の洗車

1人

・中古自動車（展示車、下取り車）の洗車
・車移動、車内清掃
・磨き等

※経験のない方には、ご指導いたします。

岩手県宮古市田鎖１３－
２６－１

有限会社　カーセ
ンター丸正

雇用期間の定めなし

又は 9時00分～17時00分
の間の3時間以上

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。 

◎ 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１２月２０日発



(1) 9時00分～16時00分
793円～793円

パート労働者 不問 03030- 4412381
普通自動車免許ＡＴ

保健師 (1)10時30分～17時15分
1,526円～1,526円

パート労働者 不問 03030- 4414981
変形（１年単位）
(1) 8時00分～16時00分

800円～900円

パート労働者 不問 03030- 4401181
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- 4402081

(1)18時00分～22時00分
900円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 4403381

790円～820円

パート労働者 18歳以上 03030- 4380081

(1) 9時30分～15時30分
800円～900円 (2)10時00分～16時00分

パート労働者 不問 03030- 4381381

800円～900円

パート労働者 不問 03030- 4386781
看護師又は
准看護師 (1) 9時30分～16時00分

1,083円～1,471円

パート労働者 不問 03030- 4389181
介護職員初任者研修
普通自動車免許ＡＴ

1,200円～1,700円

パート労働者 不問 03030- 4390681

2

ホームヘルパー（地域ヘル
パー）「介護」

4人

市内に住む利用者様のご家庭を訪問し、家事及び
身体介護のサービスを提供します。
・食事、入浴、排せつの介助
・炊事、掃除、洗濯といった日常生活の手助け等
（自家用車を使用して頂きます※任意保険加入必

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
４地割１－２０

社会福祉法人　若
竹会　サンホーム
みやこ雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）
又は 7時00分～18時00分
の間の1時間以上

岩手県宮古市

看護職／デイサービス
（パート）「看護」

2人

・デイサービス利用者のバイタルチェック
・簡単な機能訓練
・看護業務
・健康相談等の補助
・添乗業務（送迎車の運転業務はありません）

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
４地割１－２０

社会福祉法人　若
竹会　サンホーム
みやこ雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）
又は 9時00分～16時00分
の間の5時間程度

岩手県宮古市

歯科助手

1人

当院において歯科助手業務に従事します。
・歯科医師の診療補助
・治療器具のセッティング
・使用済み器具の洗浄
・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

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

金融事務

1人

当行宮古中央支店店舗内における預金・為替オペ
レーション業務（専用の端末機を使用します。）
を行います。　　　
・県公金収納とりまとめ、各種諸届整理
・窓口来客対応など

岩手県宮古市末広町７－
２０

株式会社　岩手銀
行　宮古中央支店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

金融機関経験者 岩手県宮古市

販売員／宮古千徳店

1人

コンビニエンスストア（ローソン宮古千徳店）で
の販売に係る業務です。
・接客やレジ、商品の品出し、整理、店舗内外の
清掃等
・仕事に慣れてきた方には、商品の発注などの在

岩手県宮古市上村１丁目
９番３５号

有限会社　かなざ
わ

雇用期間の定めなし

又は15時00分～ 0時00分
の間の7時間程度

岩手県宮古市

接客係（居酒屋おいかわ）

1人

居酒屋での接客・ホール業務に従事していただき
ます。
・注文取り、飲み物作り、料理や飲み物の提供
・後片付け、洗い物
・店内外の清掃

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

水産販売員（短時間）

1人

山田インター店水産部門に配属となります。
・商品のパッケージ・値付け等の業務
・商品の陳列や補充等
・その他指示された業務など


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

月未満）
又は 8時00分～17時10分
の間の4時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

水産販売員（７Ｈ）

1人

山田インター店水産部門に配属となります。
・商品のパッケージ・値付け等の業務
・商品の陳列や補充等
・その他指示された業務など


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

月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

保健師／総務課（非常勤職
員）

1人

宮古市役所総務課に勤務となります。職員の健康
の保持、増進、管理に関する業務全般に従事して
いただきます。
・職員の生活習慣病健診、がん検診など健診業務
・職員の健康に関する相談、指導業務

岩手県宮古市宮町一丁目
１－３０

宮古市役所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

生活支援員補助（非常勤）

2人

当施設利用者の生活支援に係る補助業務全般とな
ります。
軽作業として、
・農作業
・手工芸作業

岩手県宮古市崎山第５地
割９４番地

社会福祉法人　若
竹会　わかたけ学
園雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県宮古市


