
看護師、准看護師
いずれか

普通自動車免許ＡＴ 1,200円～1,400円

パート労働者 不問 03030- 2577091

(1) 6時00分～ 9時00分
800円～800円

パート労働者 不問 03030- 2572791

(1) 8時30分～14時00分
765円～765円

パート労働者 不問 03030- 2573891

860円～860円

パート労働者 不問 03030- 2574291

(1)21時30分～23時30分
850円～950円

パート労働者 18歳以上 03030- 2565891

(1)21時30分～23時30分
830円～900円

パート労働者 18歳以上 03030- 2566291
変形（１ヶ月単位）
(1)10時30分～15時30分

780円～800円

パート労働者 不問 03030- 2569091
普通自動車免許ＡＴ
介護職員初任者研修
ホームヘルパー２級 1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 2550191
看護師

普通自動車免許ＡＴ
2,800円～3,000円

パート労働者 不問 03030- 2552391

762円～800円

パート労働者 不問 03030- 2553691

(1) 7時30分～10時30分
770円～770円

パート労働者 不問 03030- 2554991

(1)18時00分～ 6時00分
1,014円～1,071円 (2)21時00分～ 9時00分

パート労働者 18歳～64歳 03030- 2555491

(1) 8時00分～12時00分
780円～800円 (2)13時00分～17時00分

無期派遣パート 不問 03060- 4632291

(1) 8時00分～16時30分
900円～950円

パート労働者 不問 03100- 1919091
交替制あり

762円～762円

パート労働者 59歳以下 03010-17307391
交替制あり

762円～762円

パート労働者 59歳以下 03010-17308691
交替制あり

762円～762円

パート労働者 59歳以下 03010-17309991
登録販売者（医薬品） 交替制あり

822円～822円

パート労働者 不問 03010-17030291

1

ドラッグストアでの販売
（登録販売者）【岩泉地

1人

・医薬品販売に関する業務（接客、商品管理、在
庫管理等）
・商品管理（発注、陳列、補充、整理）
・レジ業務
・店内外の清掃

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 8時00分～22時15分の
間の7時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

菌床の管理と菌床しいたけ
栽培（穴沢工場）

5人

（株）ミナカワ穴沢工場において、菌床の管理と
菌床しいたけの栽培や収穫作業を担当して頂きま
す。合わせて品質管理等も行っていただきます。

ホダの移動、袋取り、浸水作業、品質管理、運搬

岩手県盛岡市向中野２丁
目１９番３８号【求人票
郵送先指定あり】

株式会社　ミナカ
ワ　菌類栽培部

雇用期間の定めなし

又は 8時00分～17時00分の
間の4時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

菌床の管理と菌床しいたけ
栽培（大川工場）

5人

（株）ミナカワ大川工場において、菌床の管理と
菌床しいたけの栽培や収穫作業を担当して頂きま
す。合わせて品質管理等も行っていただきます。

ホダの移動、袋取り、浸水作業、品質管理、運搬

岩手県盛岡市向中野２丁
目１９番３８号【求人票
郵送先指定あり】

株式会社　ミナカ
ワ　菌類栽培部

雇用期間の定めなし

又は 8時00分～17時00分の
間の4時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

菌床ホダ木の製造、培養
（菌床培養センター）

5人

（株）ミナカワ菌床培養センターにおいて、下記
業務を行っていただきます。
・ホダの材料（オガ粉等）の袋詰め
・ホダの移動


岩手県盛岡市向中野２丁
目１９番３８号【求人票
郵送先指定あり】

株式会社　ミナカ
ワ　菌類栽培部

雇用期間の定めなし

又は 8時00分～17時00分の
間の4時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

草取り作業員

3人

◆宮古市内にて、請負先現場の環境維持を目的と
した草取り　作業を行っていただきます。

・機械は使用しません。手先の作業になります。
　（屋外作業となります）。

岩手県久慈市田屋町１－
３０－１０

大内田建設　有限
会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

水産加工（山田町）

2人

・水揚げされた鮮魚を加工していただきます。

・鮮魚の内臓処理（包丁使用）

・処理した魚の洗浄と目視点検

岩手県奥州市水沢字多賀
９０－３

株式会社　ＳＴＡ
ＧＥＵＰ

雇用期間の定めなし

又は 7時30分～17時00分の
間の4時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

夜間警備

1人

施設課に配属され、夜間の施設警備を行っていた
だきます。
・施設内の見回り等（夜間２回の巡回）
・施錠確認
・緊急時の対応

岩手県宮古市田老字向新
田１４８

株式会社　グリー
ンピア三陸みやこ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

食器洗浄

1人

厨房内にて、レストランご利用のお客様のバイキ
ング朝食に使用した食器等の洗浄食器業務を担当
していただきます。
・初めに手洗い
・食器洗浄機に投入し洗浄

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
月以上）

岩手県宮古市

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

訪問看護サービス　「看
護」

2人

訪問看護サービス（１対１で提供する看護）を担
当していただきます。
・宮古、岩泉、田野畑、普代地域を１～２件訪問
・直行直帰となり私用車使用となります。燃料代
は別途支給　します。

岩手県宮古市保久田３－
４６

株式会社　咲希
咲希訪問看護ス
テーション雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は 9時00分～17時00分の
間の4時間程度

岩手県宮古市　他

訪問介護員

1人

・オムツ交換、そうじ、調理
・食事介助、入浴介助、通院介助　など
＊自家用車を使用していただきます。（手当等配
慮あり）
＊支援の必要な利用者（要支援・要介護）の自宅

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根３－３－８

有限会社　すずら
ん介護事業所

雇用期間の定めなし

又は 8時00分～17時30分の
間の4時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

軽食堂担当／お食事処うれ
いら

1人

龍泉洞温泉ホテルの軽食堂（お食事処うれいら）
において、下記業務に従事していただきます。
・調理師の指示のもと、調理業務
・レジ打ち
・給仕

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

清掃スタッフ（大戸屋宮古
店）２１：３０～

1人

・テーブルセッティング
・床みがき等店舗内外の清掃
・食器や器具の洗浄
・厨房内の清掃
・その他付随する業務

岩手県宮古市鴨崎町１－
５８

アンドーコーポ
レーション　有限
会社雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

清掃スタッフ（トマト＆オ
ニオン）２１：３０～

1人

・テーブルセッティング
・床みがき等店舗内外の清掃
＊初期段階でのトレーニングタイムもあるので、
未経験者も　心配ありません。掛け持ち希望の方
の応募歓迎です。

岩手県宮古市鴨崎町１－
５８

アンドーコーポ
レーション　有限
会社雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

レジ担当／オール店

1人

びはんストアオール店に勤務となります。
・レジチェッカー、接客業務を担当
・雇用期間は１年毎の更新となります。



岩手県下閉伊郡山田町中
央町５－６

びはん　株式会社

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6時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

清掃員

1人

当ホテル客室（和室・和洋室）４１部屋の清掃を
８名で担当します。
・客室清掃業務全般
・布団敷き、上げ
・ベットメイキングなど付随する業務を担当

岩手県宮古市磯鶏一丁目
１－１８

有限会社ホテル近
江屋

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

販売員／セブンイレブン山
田中央店

1人

・店内販売（接客・レジ業務）
・商品陳列、商品補充
・発注、フード調理、店内外清掃
　　　　　　
アルバイトや副業希望の方も歓迎します。

岩手県下閉伊郡山田町中
央町５一６

株式会社　びはん
センター

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

事業所名
求人番号

看護師　「看護」

1人

当社デイサービス事業所において、利用者１０名
程度の健康管理業務に従事します。
・利用者のバイタルチェックや処置、配薬、内服
確認、処方　薬の塗布、栄養管理、食事介助、記
録や連絡ノート記入、　緊急時の対応等

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～16時00分の
間の2時間程度

岩手県宮古市

     （7月12日時点の内容です）

　　７月８日　から　７月１２日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は　７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 

令和元年７月１８日発行  



登録販売者（医薬品） 交替制あり

822円～822円

パート労働者 不問 03010-17047891
登録販売者（医薬品） 交替制あり

840円～840円

パート労働者 不問 03010-17048291

(1) 7時00分～16時00分
875円～1,875円

パート労働者 不問 09120- 3323391

2

枝払い及び用務

1人

○岩手県宮古市近隣の現場で枝払い及び用務のお
仕事です。
　＊枝払い
　＊重機のオイルチェック
　＊木材の計測

栃木県那須塩原市黒磯３
２－２５あづさハイツ
パート２－６０５

株式会社　フォ
レックス

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
（登録販売者）【山田地

1人

・医薬品販売に関する業務（接客、商品管理、在
庫管理等）
・商品管理（発注、陳列、補充、整理）
・レジ業務
・店内外の清掃

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 8時00分～22時15分の
間の7時間程度

岩手県下閉伊郡山田町、
上閉伊郡大槌町

ドラッグストアでの販売
（登録販売者）【宮古地

1人

・医薬品販売に関する業務（接客、商品管理、在
庫管理等）
・商品管理（発注、陳列、補充、整理）
・レジ業務
・店内外の清掃

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 8時00分～22時15分の
間の7時間程度

岩手県宮古市


