
普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～13時00分

800円～800円 (2)13時00分～18時00分
(3)10時00分～14時00分

パート労働者 不問 03030-  693591
保育士

幼稚園教諭免許 (1) 8時30分～14時30分
看護師 886円～950円

いずれか

パート労働者 不問 03030-  683791

(1) 6時00分～10時00分
800円～800円

パート労働者 不問 03030-  685291

(1) 7時15分～18時30分
770円～898円

パート労働者 不問 03030-  687191

(1)16時00分～21時00分
800円～800円

パート労働者 不問 03030-  688091

(1) 9時20分～15時00分
900円～900円

パート労働者 不問 03030-  690791

(1) 9時30分～17時00分
1,300円～1,456円

パート労働者 不問 03030-  663391
普通自動車免許ＡＴ

900円～1,200円

パート労働者 不問 03030-  668891
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～16時00分
1,067円～1,067円 (2) 9時00分～15時00分

パート労働者 不問 03030-  670091

(1)16時00分～22時00分
800円～800円

パート労働者 不問 03030-  672691
特定曜日のみ(2)(3)
(1) 8時00分～12時30分

800円～800円 (2)12時30分～17時00分
(3) 8時00分～17時00分

パート労働者 不問 03030-  657991
普通自動車免許ＡＴ

790円～1,050円

パート労働者 不問 03030-  660591
変形（１ヶ月単位）
(1) 9時00分～17時00分

780円～800円

パート労働者 不問 03030-  661191

(1) 9時00分～16時00分
793円～793円

パート労働者 不問 03030-  645191
普通自動車免許ＡＴ

(1)21時00分～ 4時00分
833円～833円 (2)21時00分～ 2時00分

パート労働者 18歳以上 03030-  653191

(1)10時00分～17時00分
765円～765円

パート労働者 不問 03030-  654091
看護師又は
准看護師 (1) 6時30分～10時30分

1,287円～1,287円

パート労働者 不問 03010- 4812991
看護師又は 交替制あり
准看護師 (1) 8時30分～12時00分

1,716円～1,765円 (2) 8時30分～15時30分

パート労働者 不問 03010- 4830491

1

     （2月18日時点の内容です）

　　２月１２日　から　２月１８日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は　２月２８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

6人

里の駅おぐにでの業務
・フードコートや産直コーナーでの物産の販売、
レジ打ち
・フードコートでの調理、ソバ打ち、菓子作り
・施設内の清掃

岩手県宮古市小国第１１
地割４番地

特定非営利活動法
人小国振興舎

雇用期間の定めなし

又は 8時00分～18時00分
の間の2時間程度

岩手県宮古市

支援員（非常勤職員）「保
育」

1人

山田町立わかば幼稚園において、要支援児童の保
育補助に従事していただきます。
・幼稚園での集団生活における専任の支援員とし
て、安全配　慮、見守り
・要支援児童は１名です。

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

販売員（田老店）６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。２～３名で業務を行います。レ
ジは自動つり銭機導入しました。

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

給食調理業務／一時保護所

1人

一時保護所の給食調理業務を行います。
・一時保護児童の給食調理（朝、昼、夜）配膳
・片付け、食器洗浄
・食材買い出し（徒歩圏内）
・調理場清掃、片付け、ゴミ捨て

岩手県宮古市和見町９－
２９

岩手県宮古児童相
談所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

厨房及びホール（宮古店）
１６時～

1人

宝介宮古店での業務となります。
・接客業務（席へのご案内、注文の受付、配膳、
下膳）
・厨房で盛り付けなどの調理補助
・店内の清掃、食器・調理器の洗い物、その他付

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

ハウスキーパー（客室清掃
員）

2人

客室清掃として、以下の仕事を行っていただきま
す。
○お客様がチェックアウトされた後の客室清掃
○ベッドメイク
○バス・トイレ等の水回り清掃

岩手県宮古市藤の川１５
番地３８号

ルートインジャパ
ン株式会社　　ホ
テルルートイン宮
古

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

石綿届出等点検指導員

1人

・石綿除去作業に係る計画届及び作業届の点検又
は指導業務
・石綿作業従事労働省等に係る健康診断結果報告
書の点検又は指導業務
・石綿による健康障害を防止するための対策等に

岩手県宮古市緑ヶ丘５－
２９

宮古労働基準監督
署

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

エクセル、ワード等パソ
コン操作

岩手県宮古市

営業支援≪急募≫８時３０
分～

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）

又は 8時30分～14時30分
の間の6時間程度

岩手県宮古市

一時保護児童心理専門員
（一時保護児童対応業務）

1人

一時保護の児童対応業務を行います
・児童相談所で生活指導及び学習の指導
・生活場面を通しての相談聞取り、心理教育の補
助


岩手県宮古市和見町９－
２９

岩手県宮古児童相
談所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

ホール係

1人

宿泊・日帰り温泉施設「食事処」において、ホー
ル業務を行っていただきます。
・お客さま案内
・注文配膳、片付け
・館内清掃

岩手県下閉伊郡山田町川
向町１０－５

天翔水産株式会社
うみねこ温泉　湯
らっくす雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

販売

2人

インフォメーションセンターにおける下記の業務
・たばこ、切手、印紙等の販売および管理
・氷の販売、管理（製氷機使用）
・催事場及びイートインスペースの管理、清掃
・ゆうパックの取扱い

岩手県宮古市五月町１番
１号

株式会社　魚菜
サービス

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員／デイサービス
「介護」

2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。
・送迎時及び入浴時の介助
・トイレ誘導及び食事の介助
・レクリエーションのお手伝い

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）

又は 9時00分～15時00分
の間の5時間程度

岩手県宮古市

販売員

1人

龍泉洞レストハウスにおいて、以下の業務を行っ
ていただきます。
・レジ操作
・商品の品出し
・発注作業

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字府金４８

株式会社　岩泉総
合観光

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（非常勤）

1人

当施設入所者および通所者への食事提供にかかる
調理業務補助となります。
・１回約１１０食分を５～６名で調理

・調理・食器洗浄・清掃など

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

運転手（随伴車）

1人

宮古市内・近郊を中心とした運転代行業務全般。
・お客様のご依頼地にあわせての随伴車両運転
・接客、乗務記録簿への記載、精算会計
・車両管理等（給油、洗車、タイヤ交換等）を行
います。

岩手県宮古市実田１－１
－１

運転代行　人力舎

雇用期間の定めなし

運転経験１年以上 岩手県宮古市

マネキン係（試食販売）≪
急募≫

1人

各部門での試食販売の業務を行っていただきま
す。
・調理作業（ホットプレートを使用した調理、フ
ルーツカット作業等）
・お客様への試食提供

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

看護師・准看護師（宮古地
区７／１７～）「看護」

1人

宮古地区において、がん検診の巡回健診に関する
業務。
胃がん検診の問診等。

＊健診日程（就業場所は日程により異なります）

岩手県盛岡市永井１４－
４６

公益財団法人　岩
手県対がん協会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

看護師・准看護師（宮古地
区６／２９～）「看護」

1人

宮古地区において、がん検診の巡回健診に関する
業務。
子宮頸がんの医師補助、受診者介助等。

＊健診日程（就業場所は日程により異なります）

岩手県盛岡市永井１４－
４６

公益財団法人　岩
手県対がん協会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

◎ 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３１年２月２１日発行  



看護師又は 交替制あり
准看護師 (1) 8時30分～12時00分

1,373円～1,471円 (2) 8時30分～15時30分

パート労働者 不問 03010- 4839991

(1)10時00分～15時00分
762円～762円 (2)12時00分～17時00分

パート労働者 不問 03010- 4588691
普通自動車免許ＡＴ

(1) 3時00分～10時00分
800円～820円 (2)10時30分～17時30分

パート労働者 不問 03010- 4624391
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

1,090円～1,210円

パート労働者 64歳以下 03010- 4327391
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1) 9時30分～15時30分
780円～850円 (2)15時00分～20時00分

パート労働者 不問 03020-  430291

(1) 6時00分～ 9時00分
1,000円～1,000円

パート労働者 不問 12010- 7169891

(1) 6時00分～ 9時00分
1,000円～1,000円

パート労働者 不問 12010- 7172391

2

看護師・准看護師（宮古地
区６／１９～）「看護」

1人

宮古地区において、がん検診の巡回健診に関する
業務。
子宮頸がん、乳がん検診の問診等。

＊健診日程（就業場所は日程により異なります）

岩手県盛岡市永井１４－
４６

公益財団法人　岩
手県対がん協会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市、他

ドラッグストアでの販売
（宮古千徳店）

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）

岩手県宮古市

賄い（岩泉町）

2人

現場宿舎における賄い業務
・前日の食器洗い（手洗い）
・朝食、夕食作り（メニューを考えていただく場
合あり）
・買い出し

岩手県盛岡市北飯岡二丁
目４番１号

株式会社　岩手マ
イタック

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

業務パート（宮古典礼会
館）

2人

典礼会館にて葬儀通夜の準備や、会場・祭壇の設
営、片付けなど。病院へのお迎え業務や、会葬者
様へのご案内などご親族様のサポートをお願いし
ます。
葬祭に関する知識がない方でも安心して働いてい

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

又は 9時00分～18時00分
の間の7時間程度

岩手県宮古市

販売員（セカンドストリー
ト　宮古店）

2人

※お客様から様々なお品物をお売りいただき、
リーズナブル　な価格で販売する総合リユース
ショップです。
　＊販売、買取りに係る業務全般
　＊買取り商品のメンテナンス（商品化）展示、

岩手県釜石市上中島町２
－２－３３

株式会社　トータ
ル・リユース（セ
カンドストリー
ト・ドキドキ）

雇用期間の定めなし

又は 9時30分～20時00分
の間の5時間程度

岩手県宮古市

商品補充スタッフ（宮古市
上鼻）

3人

大手ドラッグストアにて商品補充を行う仕事で
す。朝だけの短時間のお仕事となります。

千葉市花見川区幕張町３
－７７２７－１

エイジスマーチャ
ンダイジング
サービス　株式会
社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

商品補充スタッフ（宮古市
小山田）

3人

大手ドラッグストアにて商品補充を行う仕事で
す。朝だけの短時間のお仕事となります。

千葉市花見川区幕張町３
－７７２７－１

エイジスマーチャ
ンダイジング
サービス　株式会
社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市


