
普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～13時00分

790円～1,050円

パート労働者 不問 03030- 1235291
普通自動車免許ＡＴ

770円～770円

パート労働者 不問 03030- 1236591

(1)17時00分～22時00分
897円～897円

パート労働者 不問 02020- 5005491

897円～897円

パート労働者 不問 02020- 5006791

887円～887円

パート労働者 不問 02020- 5007891

(1) 7時30分～11時30分
867円～867円

パート労働者 不問 02020- 5008291
普通自動車免許ＡＴ

780円～800円

パート労働者 不問 03030- 1230691
普通自動車免許ＡＴ

790円～790円

パート労働者 59歳以下 03030- 1218891

(1) 7時00分～11時00分
800円～1,000円 (2)15時00分～19時00分

パート労働者 不問 03030- 1226891

(1)14時00分～18時30分
850円～850円

パート労働者 不問 03030- 1227291
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～15時00分
800円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 1229191

1,000円～1,000円

パート労働者 不問 14010-17804491
交替制あり

762円～762円

パート労働者 不問 03010- 8205791
交替制あり
(1) 7時30分～15時30分

830円～880円 (2) 7時30分～11時00分
(3) 7時30分～16時30分

パート労働者 不問 03010- 8258191
普通自動車免許ＡＴ

(1)10時00分～18時00分
762円～762円 (2)18時00分～ 0時00分

パート労働者 18歳以上 03030- 1205391
普通自動車免許一種

762円～800円

パート労働者 不問 03030- 1206691

(1) 8時15分～12時15分
850円～950円 (2)13時30分～17時30分

パート労働者 不問 03030- 1207991

762円～800円

パート労働者 不問 03030- 1208491

1

清掃員

1人

事務所や個人宅の清掃業務全般に従事します。
・台所、浴室、トイレ、フローリング等。
・１日に複数の現場を回る場合もあり。
＊作業内容は依頼主により異なるので、現場指導
を受けて習　得していただきます

岩手県宮古市実田一丁目
６番６号

有限会社　メンテ
ナンス宮古

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5時間程度

岩手県宮古市

看護助手・補助　「看護」

2人

看護助手業務を担当していただきます。　　
・診察材料の準備、整理
・看護師の仕事の補助
・その他付随する業務


岩手県宮古市保久田４－
７

佐藤雅夫クリニッ
ク

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

環境整備、清掃

1人

請負先敷地内の環境整備、清掃及びゴミ運搬作業
に従事。
・草刈り、刈払い等の環境整備
・掃除機掛け、モップ拭などの清掃業務
・病院等請負先でのゴミ収集及び、市内清掃セン

岩手県宮古市実田一丁目
６番６号

有限会社　メンテ
ナンス宮古

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 8時00分～16時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

接客

1人

ビアガーデン内にて、以下の業務を行っていただ
きます。
・ビール等をお客様へ提供及び片付け
・簡単な調理
・食器洗い

岩手県宮古市大通三丁目
６番５０号

合同会社　パンタ
ローネ

雇用期間の定めなし

出来れば接客、飲食業での
勤務経験がある方

岩手県宮古市

医療事務（宮古市）

1人

請負先の医療機関にて以下の医事業務全般を行い
ます。
【物品搬送供給業務】
　診療に使う薬品のオーダーの指示を受け
　セットを作ります。

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
月以上）

岩手県宮古市

ドラッグストアでの販売
（宮古西町店）

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）

又は13時00分～22時00分の
間の5時間

岩手県宮古市

ドコモショップ初期設定サ
ポートスタッフ／岩手県宮

1人

ドコモショップのスタッフサポートのお仕事で
す。
・携帯電話の初期設定
・お客様への御用聞き
・簡単な操作案内（使い方や迷惑メール設定等）

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

一般事務

1人

事務業務を担当していただきます。
・書類整理
・パソコン（ワード・エクセル）を使用し、デー
タ入力、書　類作成等
・事務所内・外清掃

岩手県宮古市山口３丁目
９－４２

ＳＨＯ　合同会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

指導員／赤前学童の家他

1人

学童の家において、下記業務を行います。
・児童（小学校低学年）の指導、安全管理等
・児童と一緒に運動、遊び、学習の見守り等

教員免許、保育士資格お持ちの方は優遇します。

岩手県宮古市赤前第３地
割１４－１１

社会福祉法人　慈
愛会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 7時30分～18時30分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

保育士補助「保育」

1人

保育園において、下記業務を行います。
・園児の補助（１歳～６歳までのクラスの補助）
・担任の補助
担当クラスは現段階では未定です。
就業場所はご相談に応じます。

岩手県宮古市赤前第３地
割１４－１１

社会福祉法人　慈
愛会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 7時00分～19時00分の
間の8時間

岩手県宮古市

商品配達・印刷業務補助

1人

・お客様への商品配達、受注した印刷物の原稿の
受渡
・電話対応、商品製作の簡単な補助（配達がない
場合）


岩手県宮古市新川町１－
２

花坂印刷工業株式
会社

雇用期間の定めなし

又は 9時00分～17時30分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

簡単な調理　接客、店内外
清掃

1人

〇簡単な調理、盛付（家庭料理程度）
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
○その他、付随する簡単な業務


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

青果【ファル磯鶏店】７時
半～１１時半（４時間）

1人

青果販売業務全般およびフラワー業務含む
・野菜、果物などの袋詰め、パック、値付けなど
の加工
・商品の品出し及び陳列
・その他付随する業務

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

惣菜【ファル磯鶏店】７時
～１３時

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）

又は 7時00分～13時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

レジ【ファル磯鶏店】
１２時～２１時（内５時

1人

レジ業務全般
・レジカウンターにおいての接客
・ＰＯＳシステムを利用してのレジ業務
・包装
・金銭の受け渡し

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）

又は12時00分～21時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

レジ【ファル磯鶏店】１７
時～２２時（５時間）

1人

レジ業務全般
・レジカウンターにおいての接客
・ＰＯＳシステムを利用してのレジ業務
・包装
・金銭の受け渡し

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

医療材料の管理及び院内搬
送

1人

請負先病院内で下記の業務に従事します。
・病棟・外来等で使用される医療材料（ガーゼ、
包帯、点滴　セット、注射器など、主にディスポ
製品）の準備
・各病棟や外来への供給搬送（台車等を使用）

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
１地割１１番地２６　岩
手県立宮古病院地下１階

株式会社　エフエ
スユニマネジメン
ト宮古事業所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

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

介護職員／デイサービス
「介護」

1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。
・送迎や、入浴時の介助（１０名程度）
・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）

岩手県宮古市

     （3月29日時点の内容です）

　　３月２６日　から　３月２９日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は　４月１１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４日発行  



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- 1216491

2

放課後児童支援員（非常勤
職員）

1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


