
762円～1,000円

パート労働者 64歳以下 03030- 4485181

(1)23時00分～ 8時00分
800円～800円

パート労働者 18歳以上 03030- 4480581

(1)15時00分～17時00分
780円～780円

パート労働者 不問 03030- 4482781

(1)13時30分～17時30分
780円～780円

パート労働者 不問 03030- 4484281

(1) 9時10分～16時00分
829円～829円

パート労働者 不問 03030- 4475881

762円～762円

パート労働者 不問 03030- 4479381

(1) 9時30分～13時30分
雇用期間の定めなし 762円～800円

パート労働者 不問 03010-30949281

(1) 9時00分～14時00分
835円～835円

パート労働者 不問 03010-30992681

(1) 7時00分～14時00分
863円～863円

パート労働者 不問 02020-   82391
登録販売者（医薬品） 交替制あり

862円～862円

パート労働者 不問 03010-   46091
登録販売者（医薬品） 交替制あり

862円～880円

パート労働者 不問 03010-   61191
交替制あり

780円～780円

パート労働者 不問 03010-   92291
交替制あり

1,000円～1,100円

パート労働者 18歳以上 03010-  179491
交替制あり

1,000円～1,100円

パート労働者 18歳以上 03010-  180291
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり
介護職員初任者研修

1,108円～1,308円

パート労働者 不問 03010-  298391
介護職員初任者研修 交替制あり
普通自動車免許ＡＴ

1,108円～1,308円

パート労働者 不問 03010-  300591
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり
介護職員初任者研修

1,108円～1,308円

パート労働者 不問 03010-  301191
普通自動車免許二種
中型自動車免許二種 (1) 8時30分～10時00分
大型自動車免許二種 858円～958円 (2)15時30分～17時00分

いずれか

パート労働者 不問 03010-  328091

765円～785円

パート労働者 不問 03030-    1991
1

     （1月4日時点の内容です）

　　１２月２５日　から　１月４日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は　１月１７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

販売員（大通）≪急募≫

1人

鮮魚類、加工品の店頭販売業務を行っていただき
ます。
・商品の説明、レジ業務
・袋詰め、品出し、陳列など
・接客業務をメインとした店内業務を担当

岩手県宮古市大通三丁目
６－４５

株式会社　佐々由

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

販売員（田老店）２３時～

2人

ローソン宮古田老店での業務となります。
・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。
・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

クリンクルー（磯鶏）

1人

当社請負先の館内の清掃全般び従事していただき
ます。
・掃除機、モップ、ホーキ、タオル等を使い、ト
イレ掃除、　玄関掃除、各室、廊下、ごみの回
収、備品等の清掃等

岩手県宮古市長町１丁目
９－１７

リアス環境管理
株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

クリンクルー（田老）

1人

当社請負先の館内の清掃全般び従事していただき
ます。
・掃除機、モップ、ホーキ、タオル等を使い、ト
イレ掃除、　玄関掃除、各室、廊下、ごみの回
収、備品等の清掃等

岩手県宮古市長町１丁目
９－１７

リアス環境管理
株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

製造スタッフ

2人

製品工程補助作業を行います。
＊製品梱包業務
　専用ケース（スポンジ入りケース）に入れ、梱
包
　箱詰め、出荷作業

岩手県下閉伊郡岩泉町猿
沢日向前１１４－１

特殊バネ株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

清掃業務（宮古市）

1人

＊ヤマダ電機テックランド宮古店内の清掃業務全
般を行っていただきます。
・床の掃き拭き掃除
・ゴミ回収

岩手県盛岡市内丸１６－
１５　内丸ビル　３階

キョウワプロテッ
ク　株式会社　岩
手事業所

岩手県宮古市

清掃作業員／小山田地内
（８：００～）

1人

日常清掃作業に従事します。
・モップ掛け、ほうきや掃除機などを使用しての
清掃
・ゴミの回収作業
・その他トイレ内の清掃

岩手県宮古市藤の川１３
番２３号

宮古環境管理株式
会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

又は 8時00分～17時00分の
間の3時間程度

岩手県宮古市

デイサービス厨房スタッフ
（宮古）

2人

ニチイケアセンター宮古において厨房スタッフの
業務に従事していただきます。
・昼食の準備
・食器洗浄
・厨房内の清掃・衛生管理

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
月未満）

岩手県宮古市

惣菜【ファル磯鶏店】７時
～１４時（６時間）

1人

惣菜加工販売業務全般
・寿司、弁当の製造
・揚げ物、焼き物などの製造
・パック作業及び値付け
・商品の品出し及び陳列

青森県八戸市大字長苗代
字前田８３－１

株式会社　ユニ
バース

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

ドラッグストアでの販売
（登録販売者・下閉伊郡）

3人

・医薬品販売に関する業務（接客、商品管理、在
庫管理等）
・商品管理（発注、陳列、補充、整理）
・レジ業務
・店内外の清掃

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～22時15分の
間の7時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

ドラッグストアでの販売
（登録販売者・宮古市・山

3人

・医薬品販売に関する業務（接客、商品管理、在
庫管理等）
・商品管理（発注、陳列、補充、整理）
・レジ業務
・店内外の清掃

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～22時15分の
間の7時間程度

岩手県宮古市、他

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

ホールスタッフ・カウン
タースタッフ（宮古店）

3人

パチンコ店のホール及びカウンターの一般業務。
その他、付随する業務および指示された業務を
行っていただきます。


岩手県盛岡市東見前５地
割５７－１－２Ｆ

株式会社　飛鳥商
事

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 又は 8時30分～ 0時00分の

間の5時間以上
岩手県宮古市

ホールスタッフ・カウン
タースタッフ（ユニオン磯

3人

パチンコ店のホール及びカウンターの一般業務。
その他、付随する業務および指示された業務を
行っていただきます。


岩手県盛岡市東見前５地
割５７－１－２Ｆ

株式会社　飛鳥商
事

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 又は 8時30分～ 0時00分の

間の5時間以上
岩手県宮古市

訪問介護員（宮古）「介
護」

2人

在宅での生活を支える為に必要な生活支援
・調理、洗濯、生活必需品の買い物、掃除等
身体介護
・食事介助、入浴介助、排泄介助等
を訪問介護計画書をもとに決められた内容と時間

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
月未満）

又は 8時00分～18時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

訪問介護員（宮古西町）
「介護」

3人

＊訪問介護業務
在宅での生活を支えるために必要な生活支援
・調理、洗濯、生活必需品の買い物、掃除等
身体介護
・食事介助、入浴介助、排泄介助等を訪韓介護計

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
月未満）

又は 8時00分～18時00分の
間の4時間程度

岩手県宮古市

訪問介護員（八木沢）「介
護」

2人

在宅での生活を支える為に必要な生活支援
・調理、洗濯、生活必需品の買い物、掃除等
身体介護
・食事介助、入浴介助、排泄介助等
を訪問介護計画書をもとに決められた内容と時間

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
月未満）

又は 8時00分～18時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

通所介護におけるドライ
バー業務（宮古）

1人

通所介護サービスをご利用されるお客様の送迎
（ワンボックス車使用）

入社時に介護職員初任者研修又は旧ホームヘル
パー２級以上の資格を保有していない方は、入社

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
月未満）

岩手県宮古市

事務員

1人

いわて生協共同購入事業部宮古センターにて下記
の事務関連業務を行って頂きます。
　・電話対応（お問い合わせ対応など）
　・来客対応
　・パソコン操作

岩手県宮古市田鎖８－１
２－１

いわて生活協同組
合　共同購入事業
部　宮古センター雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

パソコン操作（入力程度）
又は13時00分～19時30分の
間の5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。 

◎ 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１０日発行  



(1) 5時30分～10時00分
780円～780円 (2) 8時00分～10時00分

(3)16時00分～ 0時00分

パート労働者 18歳以上 03030-    3791
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～12時30分
762円～850円

パート労働者 不問 03030-   13591

(1)17時00分～23時00分
850円～1,500円

パート労働者 18歳以上 03030-   18991

(1)17時00分～23時00分
850円～1,500円

パート労働者 18歳以上 03030-   19491
幼稚園教諭免許

又は保育士
820円～820円

パート労働者 不問 03030-   21591

(1) 5時00分～ 8時00分
雇用期間の定めなし 880円～880円

パート労働者 不問 03030-   25691

(1)22時00分～ 6時00分
雇用期間の定めなし 800円～800円

パート労働者 18歳以上 03030-   26991
理学療法士

又は作業療法士
1,500円～1,500円

パート労働者 59歳以下 03030-   42991
看護師

1,300円～1,300円

パート労働者 不問 03030-   43491

808円～957円

パート労働者 不問 03030-   44791
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-   45891
普通自動車免許ＡＴ
介護職員初任者研修

1,000円～1,000円

パート労働者 64歳以下 03030-   47591
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1) 8時30分～17時30分
770円～900円 (2)11時00分～20時00分

(3) 6時30分～15時30分

パート労働者 64歳以下 03030-   53891

(1) 9時00分～15時00分
762円～762円

パート労働者 不問 03030-   54291

(1) 9時00分～15時00分
762円～762円

パート労働者 不問 03030-   55591

(1) 6時00分～12時00分
雇用期間の定めなし 800円～800円

パート労働者 不問 03030-   59691

(1)17時00分～22時00分
雇用期間の定めなし 800円～800円

パート労働者 不問 03030-   60491

雇用期間の定めなし 800円～800円

パート労働者 18歳以上 03030-   61791

(1) 9時00分～13時00分
800円～850円 (2)17時00分～22時00分

パート労働者 59歳以下 03030-   64591
普通自動車免許ＡＴ

780円～800円

パート労働者 不問 03030-   66091

(1) 7時00分～10時00分
雇用期間の定めなし 900円～900円

パート労働者 不問 04011-   78091
変形（１年単位）

1,200円～1,200円

パート労働者 不問 14010-  378091
2

（宮古店）飲食店での接
客・調理

2人

和食レストラン『まるまつ』での接客又は料理を
行います。
　接客・・お客様のご案内、ご注文や提供作業を
行います

宮城県富谷市成田９丁目
２－９

株式会社　カルラ

岩手県宮古市

販売・ドコモショップ宮古
店アルバイト／宮古市

2人

店頭でのお客様対応全般をするお仕事です。
・携帯電話の販売
・故障や各種申し込みの受付
・店頭ディスプレイ変更

横浜市西区みなとみらい２
－３－３　クィーンズタ
ワーＢ２６階

アイ・ティー・
エックス　株式会
社雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満） 又は 9時30分～19時30分の
間の6時間以上

岩手県宮古市

簡単な調理　接客、店内外
清掃

2人

〇簡単な調理、盛付（家庭料理程度）
〇飲物、カクテル類の担当（シェイカー不要）
〇ホールでの接客、配膳（レジ会計含む）
〇店内外清掃、皿洗い
飲物メニューが多くありますが、簡単なカクテル

岩手県下閉伊郡山田町八
幡町１１－１１

ダイニングバル
ｕｍｅｈａｎａ

雇用期間の定めなし

又は16時00分～22時00分の
間の6時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

コンビニ販売員／２２時～

1人

コンビニエンスストア店内での販売業務全般を
行っていただきます。
・接客やレジ、商品陳列、補充、整理など
・その他、店内の簡単な清掃

岩手県宮古市金浜第６地
割４－３

ローソン　宮古金
浜店

又は22時00分～ 9時00分の
間の8時間

岩手県宮古市、他

雑貨等の販売

1人

当店では医薬品、化粧品、雑貨、食料品等を取り
扱っており、販売に関わる業務を行っていただき
ます。
・店内でのレジ打ち、接客、清掃等
・主に雑貨や食料品コーナーの商品補充や陳列作

岩手県下閉伊郡山田町中
央町５－６

株式会社　ツルハ
ドラック岩手山田
店雇用期間の定めなし

又は 9時00分～22時00分の
間の3時間以上

岩手県下閉伊郡山田町

コンビニ販売員／６時～

1人

コンビニエンスストア店内での販売業務全般を
行っていただきます。
・接客やレジ、商品陳列、補充、整理など
・その他、店内の簡単な清掃

岩手県宮古市金浜第６地
割４－３

ローソン　宮古金
浜店

岩手県宮古市、他

コンビニ販売員／１７時～

1人

コンビニエンスストア店内での販売業務全般を
行っていただきます。
・接客やレジ、商品陳列、補充、整理など
・その他、店内の簡単な清掃

岩手県宮古市金浜第６地
割４－３

ローソン　宮古金
浜店

岩手県宮古市、他

電子部品組立又は検査作業

5人

〇電子部品組立作業
・指サックを使用し手作業業務
・様々な大きさの部品を担当毎に行っていきま
す。
〇検査作業

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
作業に従事していただきます。
・目視での検査や拡大鏡・実体顕微鏡を使用して
の検査
・細かい作業ですので、視力を必要とする仕事に

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

介護員／えくぼ「介護」

1人

「グループホームえくぼ」において、介護業務全
般に従事していただきます。
・利用者の食事介助、入浴介助、排泄介助
・レクレーション活動の企画・運営などの業務
・施設車で病院への送迎

岩手県宮古市長根４－１
３－１

株式会社　介護施
設えくぼ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

訪問介護員「介護」

1人

町内の利用者の方のお宅に訪問し、生活援助、身
体介護等の業務を行います。
・移動は自家用車を使用していただき、交通費は
別途支給と　なります。
・平均件数は４～５件です。未経験の方には担当

岩手県下閉伊郡山田町川
向町７番４号

有限会社　山崎タ
クシー

雇用期間の定めなし

又は 7時15分～18時00分の
間の4時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

看護師「看護」

1人

デイサービスでの看護業務として主に下記の業務
に従事
・当デイサービス利用者（およそ３０名）の健康
管理
・バイタルチェック（血圧、体温など）

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

介護職「介護」

1人

介護施設・通所リハビリテーション、もしくは入
所施設において、介護業務全般を担当します。
各担当部署で
・利用者の方の入浴、食事、排泄等の身体介護
・レクリエーションの実施、送迎介助などの業務

岩手県下閉伊郡山田町飯
岡第９地割２３－１

医療法人　晃生会
介護老人保健施設
さくら山雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）
又は 8時00分～17時30分の
間の3時間以上

岩手県下閉伊郡山田町

看護師「看護」

1人

介護施設・通所リハビリテーションの利用者及び
入所利用者への看護業務全般を行います。
・入所利用者（現在７５名ぐらい）
・バイタルチェック、服薬管理、健康管理、医療
処置

岩手県下閉伊郡山田町飯
岡第９地割２３－１

医療法人　晃生会
介護老人保健施設
さくら山雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）
又は 8時00分～17時30分の
間の3時間以上

岩手県下閉伊郡山田町

理学・作業療法士

1人

当施設において入所・通所者の方へのリハビリ
テーション業務に従事していただきます。
・基本機能の回復サポート
・日常生活に必要な能力を高めるためのリハビリ
テーション　等

岩手県下閉伊郡山田町飯
岡第９地割２３－１

医療法人　晃生会
介護老人保健施設
さくら山雇用期間の定めなし

又は 8時30分～17時30分の
間の5時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

販売員（５：００～）

1人

・接客、レジ操作
・商品の受け渡し、商品の袋詰め
・商品陳列、補充、発注、
・簡単な調理（揚げ物等）

岩手県宮古市実田二丁目
２－８

株式会社　三栄

岩手県宮古市

販売員（２２：００～）

1人

・接客、レジ操作
・商品の受け渡し、商品の袋詰め
・商品陳列、補充、発注、
・簡単な調理（揚げ物等）

岩手県宮古市実田二丁目
２－８

株式会社　三栄

岩手県宮古市

保育／未就園児または保育
補助「保育」

3人

未就園児の親子を対象としたサークル活動を担当
していただきます。
・毎週月～金曜日の９時から１４時まで開園し、
親子が自由　に過ごせる環境を提供します。
・その他に、通常の保育業務もおこなっていただ

岩手県宮古市西町３丁目
３－２６

学校法人　岩手キ
リスト教学園　認
定こども園　宮古
ひかり

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

又は 8時30分～18時30分の
間の4時間程度

岩手県宮古市

ホール・調理補助

1人

ホールにおいて接客業務及び厨房内において調理
補助的作業を行っていただきます。
○ホールにおいて接客業務
・お客様のご案内、注文受け、配膳、後片付け、
レジ等

岩手県宮古市大通１丁目
４‐１３　２Ｆ

大衆わいん酒場
のらくら

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ホール・調理補助

1人

ホールにおいて接客業務及び厨房内において調理
の補助的作業を行っていただきます。
○ホールにおいて接客業務
・お客様のご案内、注文受け、配膳、後片付け、
レジ等

岩手県宮古市大通１－４
－１３

居酒屋　大ちゃん

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員「介護」

1人

デイサービスの介護業務全般に従事していただき
ます。
・おおよそ１５名のデイサービス利用者の方を、
５名の職員で介護（食事、入浴、排せつ、レクリ

岩手県下閉伊郡山田町石
峠２－３５

特定非営利活動法
人　石峠宅老所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 岩手県下閉伊郡山田町

サービス係

2人

サウナ＆カプセル宮古においてサービス業務を担
当していただきます。
＜Ａシフト＞
○宿泊者の布団セット、シーツ交換、掃除、洗濯
○状況により簡単なレジ操作あり

岩手県宮古市長町１－４
－３

株式会社　サウナ
＆カプセル宮古

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市


