
(1) 8時30分～17時15分
892円～892円 (2) 9時00分～16時00分

パート労働者 不問 03030-  318691
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時15分
892円～892円 (2) 8時30分～16時15分

パート労働者 不問 03030-  319991
普通自動車免許ＡＴ

看護師又は (1) 8時30分～17時15分
保健師 1,446円～1,446円 (2) 9時30分～17時15分

パート労働者 不問 03030-  320891

(1) 9時00分～16時00分
892円～892円

パート労働者 不問 03030-  321291
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～15時30分
884円～884円

パート労働者 不問 03030-  322591
保育士

(1) 8時30分～12時30分
923円～923円

パート労働者 不問 03030-  323191
変形（１年単位）
(1)13時15分～18時15分

892円～953円

パート労働者 不問 03030-  324091
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時15分
890円～890円 (2) 8時30分～14時15分

パート労働者 不問 03030-  325391

(1) 8時00分～15時00分
765円～765円 (2)10時00分～18時00分

(3)13時00分～18時00分

パート労働者 不問 03030-  329791

(1) 8時00分～15時00分
765円～765円 (2)13時00分～18時00分

パート労働者 不問 03030-  330591

795円～795円

パート労働者 不問 03030-  331191

(1) 6時00分～ 9時00分
770円～770円 (2)10時00分～15時00分

(3)16時00分～19時00分

パート労働者 不問 03030-  332091

850円～950円

パート労働者 不問 03030-  334691

800円～800円

パート労働者 不問 03030-  335991

850円～950円

パート労働者 不問 03030-  336491

(1)21時00分～23時00分
850円～950円

パート労働者 18歳以上 03030-  337791

830円～900円

パート労働者 18歳以上 03030-  338891

(1) 9時00分～15時00分
800円～800円

パート労働者 不問 03030-  311791

1

事務・経理担当

1人

・パソコンを使用しての文書作成、データ入力
・集金、電話対応、来客応対

＊銀行などに外出していただくこともあります。
（その際は、自家用車使用）

宮古市上鼻２丁目１－２
２

有限会社　北村管
材

雇用期間の定めなし

パソコンの基本操作（ワー
ド・エクセル）のできる方 岩手県宮古市

キッチンスタッフ（大戸屋
宮古店）１７時～

2人

・調理
・食器や器具の洗浄
・仕込み
・厨房内の清掃
・その他付随する業務

岩手県宮古市鴨崎町１－
５８

アンドーコーポ
レーション　有限
会社雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は17時00分～23時00分の
間の4時間以上

岩手県宮古市

ホールスタッフ（トマト＆
オニオン）２１時～

2人

・後片付け
・店舗内外の清掃
＊初期段階でのトレーニングタイムもあるので、
未経験者も心配ありません。


岩手県宮古市鴨崎町１－
５８

アンドーコーポ
レーション　有限
会社雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

ホールスタッフ（トマト＆
オニオン）１７時～

2人

・お客様のご案内
・注文伺い
・料理提供とサービス
・後片付け
・店舗内外の清掃

岩手県宮古市鴨崎町１－
５８

アンドーコーポ
レーション　有限
会社雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は17時00分～21時00分の
間の3時間以上

岩手県宮古市

乳製品製造

2人

・牛乳及び乳製品の製造管理、新商品開発
・その他付随する業務

乳製品を使用し、今までにない商品、お客様が喜
ぶ商品などを開発してみませんか！まだまだ乳製

岩手県宮古市田老字小堀
内１９－１５

しあわせ乳業　株
式会社

雇用期間の定めなし

又は 6時00分～17時00分の
間の6時間程度

岩手県宮古市

ホールスタッフ（トマト＆
オニオン）１０時～

2人

・お客様のご案内
・注文伺い
・料理提供とサービス
・後片付け
・店舗内外の清掃

岩手県宮古市鴨崎町１－
５８

アンドーコーポ
レーション　有限
会社雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は10時00分～15時00分の
間の3時間以上

岩手県宮古市

調理兼清掃員

1人

静峰苑及び診療所での勤務（兼務となります）
静峰苑では、
・利用者の方の朝食及び夕食の調理、盛付、皿洗
い
・宿泊部屋、ロビー、大広間、風呂、トイレなど

岩手県宮古市鈴久名４－
５－４

特定非営利活動法
人かわい元気社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

サービス係（レジ担当）＜
ベルフ魚菜市場＞

7人

レジ接客業務全般に従事していただきます。
・バーコード読込み、レジスター操作、商品代金
の精算（自　動精算機を使用）
・組合員カードの読込み、レジ袋の確認、配布、
エコバック　への商品袋詰めなど

岩手県宮古市田の神２－
２－３０

いわて生活協同組
合　ベルフ西町店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 6時30分～17時45分の
間の4時間以上

岩手県宮古市

日配係＜ベルフ魚菜市場＞

4人

日配部門での業務になります。
・牛乳や乳製品、豆腐等の比較的賞味期限の短い
商品を取り　扱い
・発注
・温度管理

岩手県宮古市田の神２－
２－３０

いわて生活協同組
合　ベルフ西町店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

グロサリ係＜ベルフ魚菜市
場＞

5人

グロサリ部門での業務になります。
・食品やお菓子、飲料、雑貨等の商品を取り扱い
・商品の補充、陳列、発注
・その他清掃などの付帯業務


岩手県宮古市田の神２－
２－３０

いわて生活協同組
合　ベルフ西町店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

スポーツ指導員（非常勤職
員）

1人

生涯学習課に勤務となり、町主催のスポーツ大会
等行事の企画・運営を行っていただきます。
・スポーツ施設の予約受付
・パソコンを使用しての書類作成など付随する業
務

岩手県下閉伊郡山田町八
幡町３－２０

山田町役場

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン操作（ワード・エ
クセル）ができること

岩手県下閉伊郡山田町

放課後児童支援員（非常勤
職員）

2人

町内の放課後児童クラブにおいて、児童支援員と
して勤務。
・小学校の放課後と土曜日を含む学校休校日に児
童を預か　　り、安心と安全を確保しながら、児
童が遊び勉強し成長す　る環境づくりを行ってい

岩手県下閉伊郡山田町八
幡町３－２０

山田町役場

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 8時00分～18時00分の
間の9時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

保育士（非常勤職員）「保
育」

1人

山田町立船越保育園において、保育業務全般を担
当していただきます。
・保育園児（０歳～５歳児）の日中活動の保育
・記録、園内清掃や備品消毒など
・園児数は４０名の予定となっています。

岩手県下閉伊郡山田町八
幡町３－２０

山田町役場

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

健康プロジェクト支援員
（非常勤職員）

1人

オランダ島ハウスで行われる、健康子育てプロ
ジェクト推進事業に係る業務を行っていただきま
す。
・子育て中の方の交流の場の運営
・イベントのチラシ作成

岩手県下閉伊郡山田町八
幡町３－２０

山田町役場

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン操作（ワード・エ
クセル）

岩手県下閉伊郡山田町

認知症初期集中支援推進員
（非常勤職員）

1人

地域包括支援センター（山田町役場／長寿福祉課
内）に勤務していただきます。
・認知症高齢者の相談や医療と介護の連携で訪問
支援業務を　していただきます。
・パソコンを使用し書類などの作成業務もありま

岩手県下閉伊郡山田町八
幡町３－２０

山田町役場

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン操作（ワード・エ
クセル）ができること

岩手県下閉伊郡山田町

窓口業務補助員（非常勤職
員）

1人

窓口補助業務に従事します。
・窓口業務の主な内容は、住民異動届や戸籍関係
の届出の受　理、各種証明書の発行等のサポート
です。
・外出用務（書類を届ける等）をお願いする場合

岩手県下閉伊郡山田町八
幡町３－２０

山田町役場

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン操作（ワード・エ
クセル）ができること

岩手県下閉伊郡山田町

事業所名
求人番号

コミュニティ形成支援員

1人

復興企画課での業務
・高台団地や災害公営住宅等で生活再建した住民
を対象とし　た、新たな地域コミュニティ、自治
会運営をサポート
・情報収集と提供・相談・支援事業を行っていま

岩手県下閉伊郡山田町八
幡町３－２０

山田町役場

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン操作（ワード・エ
クセル）ができる方

岩手県下閉伊郡山田町

     （1月28日時点の内容です）

　　１月２２日　から　１月２８日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は　２月７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

再建者管理支援員（非常勤
職員）

1人

健康子ども課での勤務となります。
・町内の仮設住宅や公営住宅等にお住まいの入居
者への健康　相談や健康指導などの記録のため、
システム入力とデータ　管理に従事していただき
ます。

岩手県下閉伊郡山田町八
幡町３－２０

山田町役場

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン操作（ワード・エ
クセル）ができること

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。 

◎ すでに、募集を締め切っている場合もありますので、ご注意ください。 

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す。 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。 

◎ すでに、募集を締め切っている場合もありますので、ご注意ください。 

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す。 パートタイム 

平成３１年１月３１日発行  



普通自動車免許ＡＴ

800円～800円

パート労働者 不問 03030-  312891
普通自動車免許ＡＴ

看護師又は
准看護師 1,050円～1,050円

パート労働者 不問 03030-  316091
普通自動車免許ＡＴ

(1)13時00分～17時30分
900円～1,200円

パート労働者 不問 03030-  307091
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～16時00分
1,075円～1,075円

パート労働者 不問 03030-  309691
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-  291591

780円～780円

パート労働者 不問 03030-  296991

(1) 9時00分～15時00分
765円～765円 (2)10時00分～16時00分

パート労働者 不問 03030-  280791

(1) 8時00分～12時00分
770円～770円

パート労働者 59歳以下 03030-  283591

(1) 9時30分～13時00分
770円～770円

パート労働者 59歳以下 03030-  284191

(1)17時30分～22時00分
770円～770円

パート労働者 59歳以下 03030-  285091

770円～770円

パート労働者 不問 03030-  289491
変形（１年単位）
(1) 8時00分～11時30分

800円～800円 (2) 8時00分～13時00分

パート労働者 不問 04030-  503391

2

看護師（正・准）／訪問看
護（非常勤職員）「看護」

1人

訪問看護・訪問入浴に関わる看護師業務を行いま
す。在宅療養する利用者さんのご自宅に訪問し下
記の業務を行います。
・主治医の指示による看護業務
・バイタルチェック

岩手県下閉伊郡山田町山
田第１５地割８２番地２

社会福祉法人　山
田町社会福祉協議
会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4時間以上

岩手県下閉伊郡山田町

営業支援≪急募≫

1人

＊契約受付、申込み書類作成、確認
＊お客様からの問合せ対応（電話・メール・訪
問）
＊見積書、請求書作成、保険料清算
（ＰＣ使用エクセル・ワード）

岩手県宮古市太田１－３
－１３

あんしんライフサ
ポート　合同会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

少年補導職員（非常勤職
員）

1人

・街頭での少年補導
・非行防止教室の開催及び広報資料の作成等
　業務上、パソコンを使用しますので、ワード・
エクセル操　作が堪能な方からの応募をお待ちし
ております。

岩手県宮古市松山第６地
割４番地２

宮古警察署

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

ワード・エクセル操作が堪
能な方

岩手県宮古市

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

清掃係

1人

当事務所内の清掃作業を担当してしていただきま
す。
・床モップ掛け、ごみ収集、窓ふき等
・トイレ清掃
・給湯室水回り清掃

岩手県宮古市上鼻２丁目
１－１７

株式会社伊藤住宅
設備

雇用期間の定めなし

又は 8時00分～12時00分の
間の2時間程度

岩手県宮古市

電子部品加工

3人

電子部品の加工を行います。
・手作業によるコネクター部品等の取付け
（コネクター等の部品は目視が出来、手で持てる
位の大きさです。）
・電気の流れを確認するチェッカー業務

宮古市津軽石１９－１８
株式会社　宮古マランツ
内

合同会社　エムア
ンドエム

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

惣菜係（８：００～）

1人

惣菜担当業務全般を行います。
・惣菜の調理、パック詰め、商品の陳列・補充な
ど
・調理については、揚げ物担当、おかず担当など
業務を分担

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中家３０番地

有限会社　松屋商
店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

レジ（９：３０～）

1人

店内でのレジ・接客業務を行います。
・主にレジ業務ですが、合間を見て飲料（缶
ジュース・ペットボトル・缶ビールなど）の商品
陳列・補充、ガラス・棚・陳列ケース等の清掃も
お願いします

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中家３０番地

有限会社　松屋商
店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

レジ（１７：３０～）

1人

店内でのレジ・接客業務を行います。
・主にレジ業務ですが、合間を見て飲料（缶
ジュース・ペットボトル・缶ビールなど）の商品
陳列・補充、ガラス・棚・陳列ケース等の清掃も
お願いします

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中家３０番地

有限会社　松屋商
店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

水産加工員

1人

干物や冷凍品の製造及び鮮魚出荷を行います。
・サバ、イワシ等、青魚の干物加工
・魚の内臓処理で一部包丁使用あり
（初めての方でもすぐできます）
・トレーに並べたり、箱詰め等は手作業

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

清掃〔岩手県宮古市〕

1人

◇現場宿舎にて清掃業務に従事していただきま
す。

　宿舎内清掃は共用部（トイレ、風呂、食堂、廊
下等）

宮城県多賀城市笠神４丁
目３－３７

有限会社　三山食
品

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

調理員／正社員以外

1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


