
交替制あり

778円～1,084円

パート労働者 不問 03010- 7370391

(1) 9時00分～16時00分
765円～850円

有期派遣パート 不問 03010- 7129691

(1) 9時30分～15時00分
824円～824円

パート労働者 不問 03030- 1114591

762円～762円

パート労働者 不問 03030- 1115191
普通自動車免許ＡＴ

979円～1,144円

パート労働者 不問 03030- 1117391

(1)15時30分～19時30分
830円～830円 (2) 5時00分～ 9時00分

パート労働者 不問 03030- 1120891

800円～900円

パート労働者 不問 03030- 1122591
普通自動車免許ＡＴ

850円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 1124091

762円～762円

パート労働者 不問 03030- 1125391

(1) 8時30分～12時30分
900円～900円 (2)13時00分～17時00分

パート労働者 不問 03030- 1127991

(1) 8時00分～13時00分
770円～770円 (2)13時00分～18時00分

(3)17時00分～23時00分

パート労働者 18歳以上 03030- 1128491

(1)17時30分～21時00分
777円～777円

パート労働者 不問 03030- 1130591
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～15時30分
800円～800円

パート労働者 不問 03030- 1109691

(1) 8時00分～17時00分
850円～850円 (2) 9時00分～18時00分

パート労働者 不問 03030- 1112891

(1) 9時00分～15時00分
770円～800円

パート労働者 不問 03030- 1113291
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～17時00分
765円～800円

パート労働者 不問 03030- 1061391

800円～800円

パート労働者 不問 03030- 1073791

(1) 6時00分～ 8時00分
850円～850円 (2)16時00分～18時00分

パート労働者 不問 03030- 1075291
1

世話人

1人

・共同生活の中での食事の提供を行います。
・共有部の掃除を行います。
・毎日の日報などの簡単な作成を行います。
＊あくまでも生活のサポートであり、介護や介助
サポートで　はありません。

宮古市川井第５地割１０
１番地１１

特定非営利活動法
人　あおば会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

     （3月15日時点の内容です）

　　３月１１日　から　３月１５日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　３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

アルバイト研究補助スタッ
フ

2人

いわて東北メディカル・メガバンク機構宮古サテ
ライトにおいて、下記の業務を担当していただき
ます。

ＩＭＭ健康調査（詳細二次調査）で採取された生

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6時間程度

岩手県宮古市

検査員（宮古市）

2人

派遣先事業所において下記の作業を担当していた
だきます。

・顕微鏡部品の大きさを検査し、辺の長さを確認
する作業

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

月未満）

岩手県宮古市

給食車助手（新里）≪急募
≫

1人

新里地区の給食センターから宮古市内の学校への
給食の配送と回収業務の補助を行います。
・積み込み、清掃等の業務もあります。
・給食は台車での運搬となります。
・運転手と助手の２名での運行となります。

宮古市田老字新田平１６
－１３

東日本交通株式会
社　宮古営業所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

一般事務

1人

当社の修理工場において、事務の仕事を行いま
す。
・書類の整理
・車検・点検の案内状の作成や送付
・電話や来客対応

岩手県下閉伊郡岩泉町小
本字大牛内６７－５

工藤建設株式会社
陸中サービスセン
ター雇用期間の定めなし

パソコン基本操作（文字入
力程度）ができる方

又は 8時00分～17時00分の
間の4時間

岩手県下閉伊郡岩泉町

一般事務（集落支援員）

1人

まちづくり事業、安家地域におけるまちづくり
（地域づくり）活動に係る一般事務業務を行いま
す。
・地域づくり活動
・自主防災活動の企画・運営

岩手県下閉伊郡岩泉町安
家字日蔭５０番地３

安家地域振興協議
会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作のできる方

又は 8時30分～17時15分の
間の6時間

岩手県下閉伊郡岩泉町

給食補助員
≪急募≫

1人

入院患者およそ２２０名の給食業務の補助を行い
ます。
主な仕事は、食事の準備から後片付けまでになり
ます。
・食事の下膳（簡単なリフト操作）

岩手県宮古市板屋一丁目
６－３６

医療法人財団　正
清会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

バス添乗又は保育補助「保
育」

1人

当法人が運営する幼稚園において、園バス（送迎
バス）の添乗業務又はあずかり保育（延長保育）
の担当をしていただきます。
・あずかり保育は他に担任職員がいますので、園
児の見守り　を主とした補助的な仕事

岩手県下閉伊郡山田町八
幡町１２－２１

学校法人光明学園
山田幼稚園

雇用期間の定めなし

又は 8時00分～18時00分の
間の6時間以上

岩手県下閉伊郡山田町

幼稚園教諭または
保育士

介護職員　「介護」

2人

介護業務を担当していただきます。
・主に食事、入浴介助、レクリエーショ等の支援
・１０名程度の利用者の方の介護を行います
・送迎車運転業務等あり
・その他付随する業務

岩手県宮古市新町２－６ 介護サービス　株
式会社

雇用期間の定めなし

又は 9時00分～17時00分の
間の4時間程度

岩手県宮古市

縫製工

1人

ミシンによる縫製業務を行います。
・ボタン付けおよび製品の検査がおもな仕事
・糸やボタン・ファスナーなどの付属品を補充
重量物を運ぶ仕事はありません。


岩手県宮古市蟇目８－１
２０

有限会社　興亜被
服工業所　宮古工
場雇用期間の定めなし

又は 8時15分～17時15分の
間の5時間

岩手県宮古市

金型部品加工／外形粗削り

2人

平面研削加工はいくつかの工程があり、初めの粗
削りを担当します。
・金型を製作する部品の超硬製品六面体の部品を
削る機械に　セットし、図面の指示通りの大きさ
に削る作業

岩手県宮古市津軽石１４
－８８－１

有限会社クレイン

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

コンビニ販売員

4人

コンビニエンス業務全般
・お客様への対応・レジ業務
・入荷商品の仕分け
・商品の品出し・陳列
・フライヤー調理

岩手県宮古市保久田８－
１６

有限会社　三寿

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

公民館管理人／船越公民館
（生涯学習課）

1人

公民館において施設管理を行います。
・施設利用申込みの鍵の開け閉め
・利用状況報告書管理
・施設内清掃、施設外環境整備等

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～21時00分の
間の4時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

一般事務職

1人

当事務所において以下の業務を行っていただきま
す。
・経理、試算表等作成（ＰＣ弥生会計）
・委託事業所の人事管理全般（ワード・エクセル
データ入　　力）

岩手県宮古市太田一丁目
４番６６号

社会保険労務士
久保孝　事務所

雇用期間の定めなし

経理経験３年以上 岩手県宮古市

予約・フロント係

1人

・チェックイン・チェックアウト業務（お客様対
応、宿泊精　算等）
・電話による予約受付業務およびインターネット
予約による　整理
・そのほか付随する業務

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎１
８－２５－３

休暇村　陸中宮古

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

客室清掃係

1人

客室清掃及び客室のセット業務となります。
・お客様がチェックアウトされた後の客室、トイ
レ等清掃、　アメニティ類補充
・部屋数６７部屋を１０名で分担
・ユニフォーム貸与

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎１
８－２５－３

休暇村　陸中宮古

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ダスキンレンタル

1人

清掃用具などのレンタル業務に従事していただき
ます。
・モップ、マットなどのレンタル
・業務用フィルター、浄水器などのレンタル


岩手県宮古市板屋１－６
－６

株式会社　玉木屋

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

インストラクター補助

2人

パソコンのインストラクターの補助に従事
・ワード、エクセル、パワーポイントなどのパソ
コンの操作　説明
・受講者などのデータ入力等の事務作業
・講座の運営補助

岩手県宮古市栄町３－３
５　キャトル宮古４階

ＹＥＳネットワー
ク三陸　株式会社

雇用期間の定めなし

又は 9時30分～18時30分の
間の5時間程度

岩手県宮古市
パソコン（ワード・エクセ
ル）基本操作ができる方

◎ 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３月２０日発行  



(1)17時00分～23時00分
762円～762円

パート労働者 18歳以上 03030- 1077191

(1) 8時00分～15時00分
762円～762円

パート労働者 不問 03030- 1078091

(1) 8時00分～15時00分
800円～800円

パート労働者 不問 03030- 1080791

(1)17時00分～23時00分
800円～800円

パート労働者 18歳以上 03030- 1081891

850円～880円

パート労働者 18歳以上 03030- 1082291

(1) 6時00分～ 9時00分
850円～880円 (2)20時00分～ 2時00分

パート労働者 60歳以上 03030- 1083591

(1) 6時00分～ 9時00分
850円～880円

パート労働者 不問 03030- 1084191

(1)10時00分～15時00分
800円～800円

パート労働者 不問 03030- 1086391

(1) 9時00分～15時00分
762円～822円

パート労働者 不問 03030- 1095691

1,500円～2,400円

パート労働者 不問 03010- 7512391
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- 1131191
普通自動車免許ＡＴ

800円～900円

パート労働者 不問 03030- 1134691
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分
1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 1135991
看護師

1,300円～1,300円

パート労働者 不問 03030- 1136491
大型自動車免許一種

(1) 8時00分～10時00分
800円～800円 (2)15時00分～17時00分

パート労働者 不問 03030- 1144491

(1) 8時15分～15時00分
765円～765円

有期派遣パート 不問 03010- 7612791
歯科衛生士

(1) 9時00分～18時00分
900円～1,100円 (2)10時00分～19時00分

パート労働者 59歳以下 03030- 1149191

(1) 9時00分～18時00分
780円～930円 (2)10時00分～19時00分

パート労働者 59歳以下 03030- 1150691
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- 1152491
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～12時30分

800円～800円

パート労働者 不問 03030- 1153791
2

送迎運転手／さくらんぼ保
育園・赤前本園

1人

赤前本園～さくらんぼ保育園間の送迎業務を担当
していただきます
・園内関係者の送迎
・その他園庭整備、片付け、雪かき等


岩手県宮古市赤前第３地
割１４－１１

社会福祉法人　慈
愛会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

事務及び相談サポート

1人

事業運営に係る総務全般の補助及び生活相談窓口
開設時のサポートを行っていただきます。
・関係機関への連絡調整
・相談者からの受付、電話受理
・相談時の記録整備等

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中家２６番地４２

一般社団法人　岩
泉よりそい・みら
いネット雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
ワード・エクセル等基本的

なＰＣ操作が出来る方
又は 8時30分～17時30分の
間の6時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

一般事務

1人

・自社ホームページ及び楽天市場のＷｅｂ管理を
主に担当
・帳簿の記入や管理等の経理事務
・来客・電話対応　　
・社用車を使用して、銀行等への外出用務

岩手県宮古市藤原三丁目
６－１４

カー＆レジャーサ
ポートショップ
ヘッドギア雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード・エ
クセル基本操作）

又は 9時30分～19時00分の
間の7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

家庭教師（宮古市）

3人

小学生・中学生・高校生・浪人生への学習指導　
　１日２時間の指導
　小学生は主に国語・算数
　中学生・高校生・浪人生は数学・英語が中心と
なります。

岩手県盛岡市上田２丁目
２０－２０　サンヴィ
レッジ上田　２０１

学生家庭教師会
盛岡

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は16時00分～22時00分の
間の2時間程度

岩手県宮古市

クリンクルー（９時～１５
時）

1人

建物清掃全般を行います。
・掃き掃除、拭き掃除、備品の交換、ごみの回収
などを行い　ます。
・就業場所により、直行直帰または事務所に集合
して移動と　なります。

岩手県宮古市田の神二丁
目３－１１

株式会社　サンズ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

厨房及びホール（宮古店）

1人

宝介宮古店にて厨房及びホール業務を行います。
・ホール業務（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、食器・調理器
の洗い物

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

原材料の搬入作業

1人

マクドナルド１０６宮古店において、原材料の搬
入作業を　担当していただきます。
・店舗で使用する冷凍品・冷蔵品・一般品の搬入
作業
＊搬入した原材料の消費期管理の為のローテー

岩手県宮古市宮町１－１
－３８

ヒロフーズ株式会
社　マクドナルド
１０６宮古店雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県宮古市

ハンバーガー類の製造・販
売【シニア】

5人

【販売】・お客様の注文の承りとお会計
　　　　・注文品を取り揃えてお渡し
　　　　・客席、トレイの清掃
　　　　・ハンバーガーの販売、接客
　　　　・ピーク時に備えるための仕込み、準備

岩手県宮古市宮町１－１
－３８

ヒロフーズ株式会
社　マクドナルド
１０６宮古店雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県宮古市

ハンバーガー類の製造・販
売

3人

【販売】・お客様の注文の承りとお会計
　　　　・注文品を取り揃えてお渡し
　　　　・客席、トレイの清掃
　　　　・ハンバーガーの販売、接客
　　　　・ピーク時に備えるための仕込み、準備

岩手県宮古市宮町１－１
－３８

ヒロフーズ株式会
社　マクドナルド
１０６宮古店雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）
又は 6時00分～ 2時00分の
間の3時間以上

岩手県宮古市

販売員（田老店）１７時～

1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

販売員（田老店）８時～

1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。

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

販売員（石崎店）／土日

1人

ローソン宮古磯鶏石崎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

販売員（石崎店）１７時～

1人

ローソン宮古磯鶏石崎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

イカの加工（宮古市）

3人

派遣先事業所において、下記の業務を行っていた
だきます。

・イカの汚れ落としおよび骨取り作業
・計量作業

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

歯科衛生士

1人

歯科衛生士業務および医師のアシスタント業務
・口腔内の汚れの除去、薬物塗布の歯科予防処理
・虫歯予防の健康指導
・診療器具などの準備・片付け
・医師のアシスタント業務

岩手県宮古市南町１５－
９

橋本デンタルオ
フィス

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

歯科助手・受付

1人

医師のアシスタント業務全般
・歯科医師や歯科衛生士の診療や処置のアシスタ
ント
・治療器具の準備・後片付け、洗浄、消毒
・窓口での受付、会計、電話応対、アポイント

岩手県宮古市南町１５－
９

橋本デンタルオ
フィス

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師又は准看護師「看
護」

2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

調剤事務・調剤助手

1人

薬局業務に従事します。
・患者様の受付等の接客
・処方せん調剤に係る負担金の計算、調剤の補助
・調剤報酬請求事務
・店内清掃等の職場の維持管理

岩手県宮古市和見町８番
２７号

有限会社　かもめ
薬局

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市


