
(1)13時00分～17時00分
800円～800円

パート労働者 不問 03030- 2285291

(1)23時00分～ 7時30分
857円～857円

パート労働者 18歳以上 03030- 2289391
普通自動車免許ＡＴ

770円～770円

パート労働者 不問 03030- 2267791

(1) 6時45分～15時15分
800円～800円 (2) 8時30分～15時15分

パート労働者 不問 03030- 2268891

(1) 8時30分～15時15分
800円～800円

パート労働者 不問 03030- 2269291

(1)12時00分～17時00分
762円～822円

パート労働者 不問 03030- 2270091

(1) 8時15分～12時15分
850円～950円

パート労働者 不問 03030- 2272691

(1) 8時40分～13時00分
900円～900円 (2)14時30分～18時00分

パート労働者 不問 03030- 2276891

(1) 8時00分～13時00分
800円～900円 (2)12時00分～17時00分

パート労働者 不問 03030- 2278591

(1) 7時00分～ 9時00分
900円～900円 (2)16時30分～18時30分

パート労働者 不問 03030- 2261191
看護師,准看護師

のいずれか (1) 9時00分～16時00分
普通自動車免許ＡＴ 1,000円～1,200円

パート労働者 59歳以下 03030- 2264691
刈払機取扱安全教育 変形（１ヶ月単位）

修了者 (1) 9時00分～15時00分
780円～800円

パート労働者 不問 03030- 2265991

790円～790円

パート労働者 不問 03030- 2266491

(1) 9時00分～16時00分
800円～850円

パート労働者 不問 03030- 2251291

(1)10時00分～16時10分
762円～800円 (2)10時00分～15時10分

パート労働者 不問 03030- 2252591

(1) 9時00分～13時00分
850円～850円

パート労働者 不問 03030- 2253191

900円～900円

パート労働者 不問 03030- 2259791

1

建設機械洗車スタッフ

1人

建設機械の入出庫及び清掃業務を担当していただ
きます。
・取り扱う建設機械の倉庫内における入出庫作業
・レンタカー及び建設機械等の清掃洗車作業は
　ヤード内での業務になります

岩手県下閉伊郡岩泉町袰
綿字浦場２０－３

株式会社ワキタ
岩泉営業所

雇用期間の定めなし

又は 8時30分～17時30分の
間の7時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

調剤事務

1人

主にレセプトコンピュータを使用した調剤事務を
担当していただきます。
・診療報酬明細書（レセプト）入力及び作成
・その他指示された業務及びそれに付随する業務
・場合によっては配達等の外出用務もしていただ

岩手県宮古市保久田３番
９号

合同会社　あすな
ろ薬局

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

海藻類加工員

1人

海藻類の加工、袋詰め等下記の業務を行っていた
だきます。
・海藻類（わかめ、昆布、まつも等）の加工
・わかめの芯とり
・わかめ、まつも等の袋詰め

岩手県宮古市和見町３－
７

有限会社　川原田
商店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般・経理事務

2人

一般事務及び経理事務全般を行っていただきま
す。
・台帳記録・整理業務（専用ソフト有）
・電話対応、来客対応
・その他付随する業務

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

岩手県宮古市

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

チェッカー部門

1人

レジチェッカー業務に従事します。
・お客様がお買上げの商品をＰＯＳレジを使用し
て会計業務　をしていただきます
・その他に商品包装、商品券販売、宅配便受け付
けなどの　　サービスカウンター業務もしていた

岩手県宮古市板屋２丁目
１－２

株式会社　ベル
ジョイス　ジョイ
ス宮古千徳店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は15時00分～21時00分の
間の4時間程度

岩手県宮古市

施設清掃員

1人

龍泉洞温泉ホテルにおいて施設清掃業務に従事し
ていただきます。
・大浴場、炭風呂の清掃
・施設の外回りの清掃（刈払機による草刈含む）
・施設内の清掃（大浴場脱衣室、入り口付近）

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

看護職員「看護」／有料老
人ホーム

1人

有料老人ホーム利用者の看護全般に従事、主に下
記の業務を行います。　
・バイタルチェック
・健康管理
・服薬管理

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

又は 8時00分～17時00分の
間の6時間以上

岩手県宮古市

クリンクルー（岩泉町）

1人

請負先の館内の清掃全般となります。
・執務室の清掃
・トイレ掃除
・ごみの回収など


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）

岩手県下閉伊郡岩泉町

内勤スタッフ（短期）

4人

・店舗に持ち込みされた荷物の受け取り、内容確
認、サイズ　の計測、伝票記入、料金の精算
・必要に応じて、荷物の梱包
・その他、伝票の整理など


岩手県宮古市長町二丁目
１－３２

ヤマト運輸　株式
会社　宮古支店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

歯科衛生業務及び受付事務

1人

当院において下記の業務に従事します。
・歯科衛生業務（器具の洗浄や準備などから業務
を覚えてい　ただきます）
・患者さんの接客、電話対応、受診予約、清掃
等。

岩手県宮古市大通１－３
－１３

歯科伊藤医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護助手・補助　「看護」

1人

当クリニックにおいて、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

クリンクルー（崎鍬ヶ崎）

1人

建物清掃全般を行います。
・共有スペースフロアー、風呂、トイレ、廊下、
玄関等掃除
・掃き、拭き掃除、ゴミ箱内回収、
・備品の交換

岩手県宮古市田の神二丁
目３－１１

株式会社　サンズ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

下膳・食器洗浄業務（８時
３０分～）

1人

下膳、食器洗浄業務を行います。
・２００食分程度の食器等を食器洗浄機で洗浄し
ますが、
　汚れがひどい場合は手洗いもあり
・患者さん用のお茶の準備

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

下膳・食器洗浄業務（６時
４５分～）

1人

下膳、食器洗浄業務を行います。
・２００食分程度の食器等を食器洗浄機で洗浄し
ますが、
　汚れがひどい場合は手洗いもあり
・患者さん用のお茶の準備

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

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

夜警運行管理補助員

1人

運行管理者の補助業務に従事していただきます。
・県内外に出発する運転手の点呼、アルコール・
健康状況　　チェック等
・トラックは約１５台あり、それぞれの出発時間
に合わせ業　務を行います。

岩手県宮古市小山田１丁
目４４

宮古港湾運送　株
式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

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

     （6月28日時点の内容です）

　　６月２５日　から　６月２８日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は　７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 

令和元年７月４日発行  


