
普通自動車免許ＡＴ
(1)13時00分～17時00分

800円～800円 (2) 8時30分～13時00分

パート労働者 不問 03030- 2613591

879円～1,357円

パート労働者 不問 03030- 2616391

(1) 9時00分～13時30分
780円～800円

パート労働者 不問 03030- 2611891

(1)10時00分～14時30分
800円～900円 (2)10時00分～15時00分

パート労働者 不問 03030- 2604891

(1) 8時30分～12時30分
900円～900円

パート労働者 59歳以下 03030- 2605291
普通自動車免許一種

(1) 9時00分～17時00分
780円～800円 (2)14時00分～22時00分

パート労働者 不問 03030- 2606591

800円～900円

パート労働者 不問 03030- 2591291

800円～800円

パート労働者 不問 03030- 2593191

800円～800円

パート労働者 不問 03030- 2596691

(1) 7時30分～ 9時30分
1,250円～1,500円

パート労働者 不問 03030- 2599791

(1) 6時30分～11時30分
800円～800円 (2)14時00分～19時00分

(3)10時00分～15時00分

パート労働者 不問 03030- 2600691

(1)23時00分～ 8時00分
770円～770円

パート労働者 18歳以上 03030- 2601991
変形（１年単位）
(1) 8時30分～16時30分

900円～1,150円 (2) 9時00分～17時00分

パート労働者 64歳以下 03030- 2603791

1,000円～1,000円

パート労働者 不問 14010-38739291

780円～800円

パート労働者 不問 03030- 2580491

850円～850円

パート労働者 不問 03030- 2586091

(1) 5時00分～ 8時30分
800円～800円 (2)16時00分～21時00分

パート労働者 不問 03080- 2527891
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

1,200円～1,400円

パート労働者 不問 13010-90792891

1

     （7月22日時点の内容です）

　　７月１６日　から　７月２２日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は　８月１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

一般・経理事務

1人

一般事務及び経理事務を行っていただきます。
・帳簿の記帳、入力（会計ソフト使用）
・試算表作成、決算事務
・給与計算
・伝票整理、請求書作成

岩手県宮古市南町１２ー
１７

有限会社　坂兼商
店

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード・エ
クセル）

岩手県宮古市

看護補助者「看護」

1人

当院内において看護補助業務をしていただきま
す。
・診療介助、患者搬送、外来受付業務　など

＊勤務は１週間最大３５時間で、勤務日数や勤務

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎１
－１１－２６

岩手県立　宮古病
院

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 8時30分～21時00分の
間の4時間

岩手県宮古市

販売員

1人

紳士服、婦人服、子供服、肌着、寝具等を総合的
に接客販売していただきます。
・その他、レジ作業
・商品の陳列、商品の整理、各売場の在庫管理
・店内の清掃等の業務

岩手県宮古市末広町２－
８

有限会社　高幸洋
品店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

クリンクルー（崎山）

2人

請負先において主に下記の業務に従事します。
・客室清掃（ユニットバス・トイレ含み）
・請負階のフロアー・廊下の清掃
・ベットメイク、布団上げ、シーツや布団カバー
等の回収、　アメニティグッズの補充

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

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

配達及び販売

1人

酒類、食料品等の配達業務を行います。
・主な配達先は、宮古市内の飲食店
・配達はバンタイプ自動車、軽トラック車
　三輪バイク等
・集金、店頭接客など

岩手県宮古市末広町４－
２

有限会社　山清商
店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

事務

1人

事務業務全般を担当します。　　　　　　
・伝票入力、集計、帳簿記入
・メール送受信、画像処理
・ネット販売の受注管理
・電話、来客応対

岩手県下閉伊郡山田町中
央町７－６

有限会社　木村商
店

雇用期間の定めなし

メール、ネット販売につい
てのＰＣスキル

又は 8時00分～17時00分の
間の4時間

岩手県下閉伊郡山田町

加工・販売

1人

豊間根工場で商品の加工と販売を行っていただき
ます。
・主にイカの塩辛、魚の干物、押し寿し等の加工
・店頭（工場内店舗）での販売、レジ操作、パッ
キング、包　装等

岩手県下閉伊郡山田町中
央町７－６

有限会社　木村商
店

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

岩手県下閉伊郡山田町

水産加工品の製造

4人

商品パック詰め工程、加工製造業務に従事しま
す。
・めかぶ、塩辛加工品ライン工程による作業
・ライン工程はパック詰め、検品、目視検査箱詰
・担当工程は交替制

岩手県下閉伊郡山田町織
笠第１１地割２２－１１

株式会社　山田
コールドストレー
ジ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

岩手県下閉伊郡山田町

クリンクルー／藤原埠頭
（短期）

4人

フェリー船内の清掃業務
・客室、飲食フロアー、浴室、トイレ、ホール等
清掃
・おおよそ１８名での作業


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
月未満）

岩手県宮古市

調理員

1人

・ごはん、味噌汁、おかず等の調理
・その他配膳、片付け、食器洗浄（洗浄機使用）
・厨房内の清掃など

＊当社はクックチル調理法で調理を行っており、

岩手県宮古市実田２丁目
５－１０

医療法人　おかだ
外科内科クリニッ
ク雇用期間の定めなし

家庭料理経験 岩手県宮古市

コンビニ販売員／２３時～

1人

コンビニエンス業務全般を行っていただきます。
・お客様への対応・レジ業務
・入荷商品の仕分け
・商品の品出し・陳列
・フライヤー調理

岩手県宮古市保久田８－
１６

有限会社　三寿

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ゴルフ場フロント

1人

ゴルフ場のフロントにおいて、下記業務を行って
いただきます。
・お客さまのチェックイン、チェックアウト、清
算業務
・電話対応、予約管理

岩手県宮古市大字崎山４
－８６－３

株式会社　宮古カ
ントリークラブ

雇用期間の定めなし

パソコン操作 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

製品加工

2人

・魚フライの加工（パン粉をつける等）
・切り身や製品のパック詰め
・シール貼り
・慣れてきたら箱詰めの作業があります。


岩手県宮古市千徳第１３
地割３２－１５

丸友しまか　有限
会社

雇用期間の定めなし

又は 8時00分～17時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

接客及び調理補助（短期ア
ルバイト）

5人

浄土ヶ浜レストハウスにおいて、接客及び調理補
助を行います。
・レストハウス内での接客
・厨房内での簡単な調理、盛り付け、皿洗い等
・その他、売店での商品販売等もあります。

岩手県宮古市宮町一丁目
１－８０

一般社団法人　宮
古観光文化交流協
会雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）
又は 9時00分～18時00分の
間の4時間以上

岩手県宮古市

調理補助（アイルーム山田
町）

2人

ホテル「アイルーム山田町」に宿泊するお客様に
提供する朝食及び夕食の調理の補助業務を担当し
ていただきます。

・簡単な調理、盛付け作業が主な仕事です。

岩手県陸前高田市竹駒町
字館６３

株式会社　アグ
リ・フードシステ
ム雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

【急募】現場事務／一般事
務／下閉伊郡

1人

太陽光発電所　建設現場の事務として、下記業務
を担当して
頂きます。

・一般事務（納品書、請求書対応等）

東京都文京区本郷４丁目
９－２２　本郷フジビル
３階

ｊｕｗｉ自然電力
株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

又は 8時00分～17時00分の
間の7時間

岩手県下閉伊郡山田町パソコン基本操作（エクセ
ル・ワード）

◎ 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２５日発行  



変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

1,500円～2,000円

パート労働者 不問 13010-90862791
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

2,000円～3,500円

パート労働者 不問 13010-90870491

2

【急募】太陽光発電所建設
現場施工管理／下閉伊郡

1人

太陽光発電所建設現場にて、元請会社スタッフと
して土木施工管理業務を担当して頂きます。

・施工、安全品質等の管理、社内検査、客先諸検
査の立会

東京都文京区本郷４丁目
９－２２　本郷フジビル
３階

ｊｕｗｉ自然電力
株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

パソコン基本操作（エクセ
ル・ワード）

又は 8時00分～17時00分の
間の7時間

岩手県下閉伊郡山田町

【急募】建設現場　安全担
当（資格不問）／下閉伊郡

1人

・工事現場における安全書類の作成、管理
・現場巡視による安全確認及び報告書とりまとめ
・安全関係備品等の購入、設置及びその管理
・その他弊社現場担当者の補助業務

東京都文京区本郷４丁目
９－２２　本郷フジビル
３階

ｊｕｗｉ自然電力
株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

パソコン基本操作（エクセ
ル・ワード）

又は 8時00分～17時00分の
間の7時間

岩手県下閉伊郡山田町


