
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 03010-13157691
交替制あり

900円～1,200円

パート労働者 不問 03010-13227191
交替制あり
(1) 8時30分～13時30分

830円～880円 (2) 8時30分～14時30分
(3) 8時30分～17時15分

パート労働者 不問 03010-12862691

(1) 5時00分～ 8時00分

762円～762円 (2) 5時00分～13時00分
(3)15時00分～19時00分

パート労働者 不問 03030- 1895791

(1)22時00分～ 6時00分

800円～800円

パート労働者 18歳以上 03030- 1896891
普通自動車免許ＡＴ
ホームヘルパー２級
介護職員初任者研修 900円～1,130円

パート労働者 不問 03030- 1897291

(1) 8時30分～12時30分

900円～900円

パート労働者 59歳以下 03030- 1889291
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～15時00分

762円～762円

パート労働者 不問 03030- 1880591
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分

762円～762円 (2) 9時30分～18時30分
(3)17時00分～ 9時00分

パート労働者 64歳以下 03030- 1881191

900円～1,150円

パート労働者 不問 10020-10706791
幼稚園教諭免許
または保育士 (1) 8時30分～12時30分

800円～850円 (2)15時00分～19時00分

パート労働者 不問 03030- 1900791
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～16時00分

800円～800円

パート労働者 不問 03030- 1903591

1

一般事務

1人

老人福祉施設における一般事務を担当していただ
きます。
・パソコンを使ってのデータ入力
・電話対応、来客対応
・銀行等外出用務がある場合は社用車使用となり

岩手県宮古市刈屋１２－
３

特定非営利活動法
人　愛福祉会

雇用期間の定めなし

パソコン（ワード、エクセ
ル）の基本操作 岩手県宮古市

保育補助「保育」

3人

０歳から５歳児の保育補助業務を担当していただ
きます。
・食事のお世話　　
・遊びの見守り
・お着替え・トイレ等の補助

岩手県宮古市西町３丁目
３－２６

学校法人　岩手キ
リスト教学園　認
定こども園　宮古
ひかり

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

     （5月27日時点の内容です）

　　５月２０日　から　５月２７日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は　６月６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

病院内の薬品搬送（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

建設業仮設足場工事の作業
員（宮古営業所）「建設」

5人

＊足場シート貼り等
＊社内での雑務、現場での写真撮り、採寸等
＊その他、上記に関連する業務

※朝、会社へ集合し相乗りで移動します。（３人

岩手県盛岡市津志田２７
地割３７番地１５号【求
人票送付先指定あり】

有限会社　新鋭

雇用期間の定めなし

又は 8時00分～17時00分の
間の4時間 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

【受付業務】
　◇患者様と最初に出会う〈医療機関の顔〉です

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

調理員／青少年の家

1人

「陸中海岸青少年の家」の食堂において、利用者
の朝食・昼食・夕食調理業務
・材料下準備、盛付、片付け、清掃など
・宿泊者や利用者の人数によりますが、約１００
食前後とな　ります

岩手県下閉伊郡山田町中
央町６番６

ケイエム企画

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

販売員（２２：００～）

1人

・接客、レジ操作
・商品の受け渡し、商品の袋詰め
・商品陳列、補充、発注、
・簡単な調理（揚げ物等）
・店内の清掃等

岩手県宮古市実田二丁目
２－８

株式会社　三栄

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

訪問介護員「介護」

1人

利用者に対する在宅介護業務を行います。
・調理、部屋の掃除、入浴、排泄、通院付添い
等。
・事務所に出勤してから利用者宅を訪問します。
・介護サービスの内容にもよりますが、１日平均

岩手県下閉伊郡山田町大
沢４－３８－５

有限会社ヘルパー
はうす

雇用期間の定めなし

又は 7時00分～20時00分の
間の4時間以上 岩手県下閉伊郡山田町

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、検査の補助、視力検査な
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

事務（２）

1人

本社事務所において、建設業に関する事務全般に
従事していただきます。
・パソコンを使用しての請求書などの各種書類作
成。
・事務手続き、その他の雑務、郵便物の授受、電

岩手県宮古市保久田８番
１８号

佐々木産業　株式
会社

雇用期間の定めなし

パソコン（エクセル・ワー
ド）基本操作

岩手県宮古市

介護員または介護補助員
「介護」

1人

「グループホームひなた」において、介護業務全
般に従事していただきます。
・食事・入浴・排泄の支援
・見守り、介助、レクリエーション
・病院受診時の同行等

岩手県宮古市津軽石第１
３地割２０８番地１６０

株式会社　風和璃

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

パート／店舗スタッフ／宮
古店／３０１６／急募

1人

主に次のような店舗内業務をお願いします。
　＊販売業務
　　（小物家電製品、理美容用品、調理家電な
ど）
　＊店内の各売り場でのレジ会計

群馬県高崎市栄町１番１
号

株式会社　ヤマダ
電機

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は10時00分～21時00分の
間の7時間程度

岩手県宮古市

◎ 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。 

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 

令和元年５月３０日発行  


