
(1) 9時00分～13時00分
770円～800円 (2)13時00分～17時00分

(3)17時00分～20時00分

パート労働者 59歳以下 03030- 1540591

(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- 1542091

810円～810円

パート労働者 不問 03030- 1520491

(1) 8時00分～15時00分
1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 1526091
交替制あり

789円～789円

パート労働者 不問 01230- 8373691
変形（１年単位）
(1) 8時30分～13時30分

850円～850円

パート労働者 不問 02020- 6098691

(1) 9時00分～14時00分
765円～800円 (2)15時00分～19時30分

パート労働者 不問 03030- 1510991
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～16時45分
1,340円～1,340円

パート労働者 不問 03030- 1511491
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
850円～850円 (2)12時00分～21時00分

パート労働者 不問 03030- 1512791
普通自動車免許一種

770円～850円

パート労働者 不問 03030- 1513891

900円～900円

パート労働者 不問 03030- 1514291
普通自動車免許一種

765円～850円

パート労働者 不問 03030- 1515591
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～15時00分
780円～780円

パート労働者 不問 03030- 1516191

(1)17時00分～21時00分
762円～800円

パート労働者 不問 03030- 1518391
変形（１年単位）
(1) 9時00分～17時00分

762円～800円

パート労働者 不問 03030- 1505891

(1)17時15分～21時15分
780円～820円

パート労働者 不問 03030- 1481991

(1) 9時00分～17時00分
770円～770円

パート労働者 不問 03030- 1488091

762円～800円

パート労働者 不問 03030- 1496391

1

水産加工員

1人

加工業務を担当していただきます。
・水産物の加工
・鮮魚の箱詰め
・干物加工
・冷凍加工

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－５２－２６

有限会社金澤水産

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6時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

事務および販売

2人

浄土ヶ浜レストハウスにおいて主に下記の業務を
行っていただきます。
・書類の作成と整理や伝票のまとめ
・電話や来客対応など事務担当者の補助的作業
・売店の混雑時には接客、レジや品出しもお願い

岩手県宮古市宮町一丁目
１－８０

一般社団法人　宮
古観光文化交流協
会雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

パソコン（ワード・エクセ
ル）基本入力程度ができる

方

プール夜間監視員

1人

岩泉町Ｂ＆Ｇ海洋センターのプール夜間監視員業
務
・プールサイドでの利用者の監視
・プールの水質、水温、塩素、室温の計測
・プールの使用前の清掃

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字松橋２１－１

特定非営利活動法
人　岩泉地域活動
推進センター雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

プラスチック成形品の検査

2人

電子部品用のプラスチック成形品（製品）の検査
業務
・顕微鏡、拡大鏡、目視、それぞれの検査方法で
製品検査を　行っていただきます
・社外・顧客へ不良品の流出を防ぐ重要な作業と

岩手県宮古市大字崎鍬ヶ
崎第９地割３０番地

モルデック株式会
社　宮古工場

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

ホールスタッフ（浜処いっ
ぷく）１７時～

1人

ビジネスホテル内のレストランにて夕食スタッフ
として勤務していただきます。主な業務は、
・接客、配膳
・レジ業務
・片付け、皿洗い等になります。

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－１３４－１

株式会社　いっぷ
く

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

一般事務

1人

事務業務を担当していただきます。
・パソコンを使用し伝票・書類作成
・電話・来客対応
・事務所内外清掃
・外出用務（銀行や市内集金等）

岩手県宮古市上鼻二丁目
３番１２号

有限会社やまぐち
塗装工業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務経験
パソコン基本操作（ネッ

ト・メール等）

事務員

1人

ガソリンスタンド及びプロパンガス販売に関わる
基本的な事務業務。
・伝票処理
・パソコンでのデータ入力
・請求書作成

岩手県宮古市大通３－６
－３５

中屋石油　株式会
社

雇用期間の定めなし

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作のできる方

又は 8時00分～18時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

金型部品加工／外形粗削り

1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

又は12時30分～18時00分の
間の4時間程度

岩手県宮古市

ガソリンスタンドスタッフ

1人

当社のガソリンスタンド（宮古給油所（大通）、
千徳給油所、黒森給油所のいずれか）に勤務
・お客さまへの接客応対、給油、洗車等のサービ
ス業務
・その他、軽作業等

岩手県宮古市大通３－６
－３５

中屋石油　株式会
社

雇用期間の定めなし

又は 8時00分～18時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

ガソリンスタンド販売員

2人

・接客、洗車等の際の車両誘導、窓拭き、ゴミ捨
て
・給油業務、洗車の補助業務

○勤務日は週１日からでも相談可能です。

岩手県宮古市築地２丁目
１－４

株式会社　菊長商
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

発達相談支援員／こども課
（非常勤職員）

1人

こども課こども発達支援センターに勤務となりま
す。発達上の「困り」を持つ子ども等に対する相
談支援。
本人、保護者、保育所、幼稚園、学校等との相談
及び支援。関係機関への紹介と調整。子どもの状

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
月以上）

岩手県宮古市

記録作成上、必要なパソコ
ン操作（Ｗｉｎｄｏｗｓ７
上でのワード・エクセルの

操作）ができること。

販売員・チェッカー

2人

スーパーマーケット玉木屋においてレジチェッ
カー係を担当していただきます。
・接客、レジ業務
・商品の品出し
・店舗内の清掃作業など　

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

一般事務【宮古市】

1人

・伝票処理（起票、入力）及び電話応対
・来客応対、コンピュータ入力、在庫確認
・営業サポート事務
・郵便物処理
・その他庶務関係　など

青森県八戸市北インター
工業団地４丁目２番７号

東北容器工業株式
会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

事務経験者
パソコン操作（ワード・エ

クセル）ができる方

販売員（下閉伊郡岩泉町）

2人

商品販売・陳列・発注業務および本部への諸届業
務を行なっていただきます。主に花苗・野菜苗の
管理を行っていただきます。
　


北海道札幌市厚別区厚別
中央３条２丁目１－４０
マルシンビル

株式会社　ホー
マックニコット

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

又は 8時50分～11時50分の
間の2時間以上

岩手県下閉伊郡岩泉町

学校フォローアッププラン
推進員

1人

岩泉町内の小中学校で、様々な障がいのある児童
生徒に、学校生活上の介助や学習活動上の支援等
を行っていただきます。
・日常生活上の介助
・学習活動、教室移動時の介助など

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字松橋２１－１

岩泉町教育委員会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

携帯電話契約業務補助

2人

ケーズデンキ宮古店において、携帯電話コーナー
での業務に従事していただきます。
・携帯電話コーナー整備
・接客補助全般


岩手県宮古市宮町４丁目
２－２７

株式会社　デン
コードー　ケーズ
デンキ　宮古店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は 9時50分～20時10分の
間の7時間程度

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

事業所名
求人番号

衣料品の販売、仕入

1人

・店頭にてレジ、接客、商品の発注、補充業務
・紳士服、婦人服、子供服、肌着等各担当毎に仕
入れ
・ミシン使用でズボンのすそ上


岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉下宿３１

有限会社　樋合商
店

雇用期間の定めなし

又は 9時00分～20時00分の
間の6時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

     （4月12日時点の内容です）

　　４月８日　から　４月１２日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は　４月２５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

◎ 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４月１８日発行  



普通自動車免許ＡＴ
(1)10時30分～14時30分

880円～900円

パート労働者 不問 03030- 1497691

(1)12時00分～20時00分
900円～900円 (2)15時00分～20時00分

パート労働者 不問 03030- 1498991
交替制あり
(1) 9時00分～16時00分

765円～765円 (2) 9時00分～16時30分

パート労働者 不問 03010- 9807091
看護師又は
准看護師

普通自動車免許ＡＴ 1,420円～1,420円

パート労働者 不問 03010- 9904091
看護師

准看護師
974円～1,616円

パート労働者 不問 03010- 9722791
臨床検査技師

922円～1,433円

パート労働者 不問 03010- 9724291

778円～1,084円

パート労働者 不問 03010- 9727091

2

作業スタッフ

1人

当社の取引先事業所に出向き、集荷作業を行いま
す。
・主に乳製品の集荷作業
・製品毎に段ボールや発泡ケースに梱包された製
品を端末機　で計上、伝票を発行し貼付

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字三本松５４－１０

ヤマト運輸株式会
社　岩手岩泉営業
所雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

内勤スタッフ（午後）

1人

内勤スタッフとして以下の業務に従事
・店舗に持ち込まれた荷物の受け取り、内容確
認、サイズ計　測、伝票の記入、料金精算
・伝票の整理、電話応対、その他付随する所内業
務

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字三本松５４－１０

ヤマト運輸株式会
社　岩手岩泉営業
所雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

清掃員（岩泉町）

1人

請負先事業所（ふれんどりー岩泉）において、施
設内の掃き拭き清掃業務。
・施設内、廊下、階段の清掃
・トイレ清掃（女子トイレ清掃あり）
・ゴミの収集

岩手県盛岡市上ノ橋町８
－８

第一商事　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

訪問ケア（看護師／宮古・
山田）「看護」

1人

医師の指示により、当社の在宅機器を使用してい
る宮古市・山田町の患者宅を訪問し、指示事項等
のチェックを行う。
（医療行為は無し）


岩手県盛岡市湯沢１６地
割１５番地８

株式会社　ケア・
テック

雇用期間の定めなし

又は 9時00分～17時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市、下閉伊郡山田町

アルバイト准看護師・看護
師

2人

健診業務（身体測定、血圧測定、採血、採尿や心
電図検査、頚部エコー検査等の生理機能検査）
等
※健康調査の実施日程により宿泊を伴う場合があ
ります。

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8時間程度

岩手県宮古市

アルバイト臨床検査技師
（研究補助者：宮古地区）

2人

健診業務（身体測定、血圧測定、採血、採尿や心
電図検査、頚部エコー検査等の生理機能検査）
等
※健康調査の実施日程により宿泊を伴う場合があ
ります。

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8時間程度

岩手県宮古市

事務員（宮古地区）

2人

健康調査に係る事務補助業務を行っていただきま
す。
・健康調査会場の設営、撤去
・健康調査の受付、誘導
・物品の管理

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7時間以上

岩手県宮古市


