
(1) 9時00分～15時00分
850円～970円

パート労働者 64歳以下 03010- 8096291
看護師又は准看護師

860円～960円

パート労働者 不問 03010- 7943491

(1)22時00分～ 2時00分
830円～880円

パート労働者 18歳以上 03030- 1197591

(1) 7時00分～10時00分
1,250円～1,500円

パート労働者 不問 03030- 1199091
変形（１年単位）
(1) 7時00分～14時00分

762円～790円 (2) 8時00分～15時00分

パート労働者 不問 03030- 1204091

(1) 8時30分～12時30分
900円～900円

パート労働者 59歳以下 03030- 1186791

(1) 9時00分～16時00分
793円～793円

パート労働者 不問 03030- 1179891

(1) 9時00分～15時00分
770円～800円

パート労働者 不問 03030- 1180191

(1) 8時15分～11時15分
762円～800円 (2)15時00分～17時00分

パート労働者 不問 03030- 1170291
普通自動車免許ＡＴ

762円～850円

パート労働者 不問 03030- 1173091

800円～800円

パート労働者 不問 03030- 1175691

(1) 8時30分～16時30分
840円～840円

パート労働者 59歳以下 03030- 1176991
普通自動車免許一種

(1) 9時00分～15時30分
800円～800円 (2) 9時00分～12時00分

パート労働者 64歳以下 03030- 1162291

1

職業指導員

1人

知的障がい者や身体障がい者、精神障がい者であ
る利用者への指導業務に従事
・各家庭へのチラシ配り、リサイクル回収
（１日１００件前後の家庭をワゴン車で一緒に周
ります）

岩手県下閉伊郡山田町山
田１６－９－１０

社会福祉法人やま
だ共生会やまだ共
生作業所雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

レジチェッカー・品出し
（８時３０分～）

1人

主に業務用の容量の多い食品などを取り扱ってい
るスーパーになります。主に下記の業務を行って
いただきます。
・商品の陳列、品出し
・商品のレジ会計および接客業務

岩手県下閉伊郡山田町大
沢第２地割４８番地４

株式会社　マルイ
チ　業務スーパー
山田店雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

事務員

1人

事務及び雑務を行っていただきます。
・パソコン（ワード・エクセル等）を使用しての
文書作成、　データ入力等
・書類整理
・来園者対応、電話対応

岩手県下閉伊郡山田町長
崎二丁目３－１

社会福祉法人　正
受会　山田中央保
育園雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は 8時00分～12時00分の
間の4時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作のできる方
事務経験のある方

一般・経理事務

1人

一般事務及び経理事務全般を行います。
・給与計算伝票作成、台帳記録・整理業務（専用
ソフト有）
・電話対応、来客応対、銀行などへの外出業務


岩手県宮古市藤の川１３
番２３号

宮古環境管理株式
会社

雇用期間の定めなし

又は 9時00分～17時00分の
間の4時間

岩手県宮古市

清掃作業員／小山田地内
（２）≪急募≫

2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
・トイレ、外まわりの清掃

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
月以上）

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

生活支援員補助（非常勤）

1人

当施設利用者の生活支援に係る補助業務全般とな
ります。
軽作業として、
・農作業
・手工芸作業

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

事務員及び検査補助員

1人

【通常の業務】院内で患者さんの受付、呼び出
し、誘導、カルテ運び、検査の介助などをしてい
ただきます。その他、電話、来客対応がありま
す。検査の補助は患者さんの介助や検査機械の設
定などになります。

岩手県宮古市栄町１－１
４

医療法人　山下眼
科医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

特産品製造係

1人

・特産品のシソジュース、黒豆ジュース等のビン
詰め作業
・ダイコン、ハクサイ等を使った漬物の加工、袋
詰め作業、


岩手県宮古市川内８－２ 株式会社　川井産
業振興公社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

クリンクルー・送迎／藤原
埠頭

1人

フェリー船内の清掃業務および従業員の送迎
・清掃箇所は客室・飲食フロアー・浴室・トイ
レ・ホール

＊おおよそ１８名での作業となります。

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
月以上）

岩手県宮古市

洗い場担当

1人

マクドナルド１０６宮古店において、洗い場作業
を担当していただきます。
・使用した調理器具の洗浄殺菌作業
・厨房内の清掃や片付け作業等　　


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

看護師または准看護師（宮
古周辺）「看護」

1人

宮古周辺の検診会場において下記業務を行いま
す。
・血圧測定、採血
・その他問診票のチェックなど検診に係る諸作業


岩手県盛岡市北飯岡４丁
目８－５０

公益財団法人　岩
手県予防医学協会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 7時00分～16時00分の
間の4時間以上

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

仏壇・仏具店での事務職
（合掌堂宮古店）

1人

☆仏壇・仏具・墓石を販売する合掌堂にてお客様
の大切なお買い物のサポートをさせていただくお
仕事です☆
－お仕事の内容は－
入金管理等の事務処理（精算）や電話対応、接

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

パソコンがある程度使える
方

岩手県宮古市

     （3月25日時点の内容です）

　　３月１８日　から　３月２５日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は　４月４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３月２８日発行  


