
762円～762円

パート労働者 不問 03030- 2654291

(1) 8時00分～17時00分
1,000円～1,000円 (2) 9時00分～16時00分

パート労働者 不問 03030- 2639591
普通自動車免許ＡＴ

(1)10時00分～17時00分
1,050円～1,200円 (2) 9時00分～16時00分

パート労働者 不問 03030- 2642991
普通自動車免許ＡＴ

(1)13時00分～17時00分
1,050円～1,200円

パート労働者 不問 03030- 2643491
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～1,400円

パート労働者 不問 03030- 2644791

762円～762円

パート労働者 不問 03030- 2648191

(1) 9時15分～15時50分
1,176円～1,176円 (2) 9時25分～15時50分

パート労働者 不問 03030- 2650991

770円～770円

パート労働者 不問 03030- 2638291

(1) 8時30分～17時15分
892円～892円 (2) 9時00分～16時00分

パート労働者 不問 03030- 2619491
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～15時00分
762円～800円

パート労働者 不問 03030- 2626991
交替制あり
(1) 9時40分～14時40分

800円～800円 (2)13時10分～18時50分

パート労働者 不問 03010-18207391

(1) 9時00分～16時00分
850円～1,000円

パート労働者 不問 04010-49228491

1

     （7月29日時点の内容です）

　　７月２３日　から　７月２９日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は　８月８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

縫製工

1人

ミシンによる縫製業務を行います。
・ボタン付けおよび製品の検査がおもな仕事
・糸やボタン・ファスナーなどの付属品を補充
重量物を運ぶ仕事はありません。


岩手県宮古市蟇目８－１
２０

有限会社　興亜被
服工業所　宮古工
場雇用期間の定めなし

又は 8時15分～17時15分の
間の5時間

岩手県宮古市

パック作業（山田工場）

5人

年末に販売する蟹のパック詰め作業を行っていた
だきます。
・ボイルされた蟹を手作業でトレーに並べ、ラッ
ピング
・ラッピング後のラベル貼り、箱詰め

岩手県下閉伊郡山田町境
田町２－１

株式会社　川秀

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

事務管理

1人

保険代理店において下記の業務に従事していただ
きます。
＊来客・電話対応
＊書類整理
＊書類提出等での外出用務（社用車使用）

岩手県宮古市太田１－３
－１３

あんしんライフサ
ポート　合同会社

雇用期間の定めなし

パソコン（エクセル）操作
できる方（必須）

岩手県宮古市

事務管理／１３時～

1人

保険代理店において下記の業務に従事していただ
きます。
＊来客・電話対応
＊書類整理
＊書類提出等での外出用務（社用車使用）

岩手県宮古市太田１－３
－１３

あんしんライフサ
ポート　合同会社

雇用期間の定めなし

パソコン（エクセル）操作
できる方（必須）

岩手県宮古市

訪問介護ヘルパー「介護」

2人

要介護者の家庭を訪問し、家事・介護などケアプ
ランに合わせた介護サービスを提供する仕事で
す。
・就業時間は要介護者の要請に応じて決定いたし
ます。

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
９地割３９番地２７

医療法人　仁泉会
介護老人保健施設
ほほえみの里雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は 7時00分～18時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

水産物加工員／パート

3人

当工場において下記の業務を行っていただきま
す。
・主にイカ類の加工やカレイの干物の製造業務
・原材料、製品の運搬
・汚れの除去及び専用箱へ並べる業務

岩手県宮古市上鼻２－１
－３３

株式会社　大濱正
商店

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4時間程度

岩手県宮古市

事務補助員（非常勤事務職
員）

1人

岩泉高等学校内において下記の業務を担当してい
ただきます。
○学校諸会費会計の経理業務
○パソコンを使用しての伝票整理、データ入力等
○文書受付

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字松橋４

岩手県立岩泉高等
学校

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン操作が出来る方
（ワード、エクセル等）

岩手県下閉伊郡岩泉町

水産加工員

3人

秋鮭、いくら、サンマ、サバなどの水産加工作業
を行っていただきます。
・その時期に水揚げとなった魚を取り扱い、下処
理や箱詰め　作業等


岩手県宮古市藤原一丁目
５－９

有限会社　大井漁
業部　大印冷凍工
場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5時間程度

岩手県宮古市

コミュニティ形成支援員

1人

復興企画課での業務
・高台団地や災害公営住宅等で生活再建した住民
を対象とし　た、新たな地域コミュニティ、自治
会運営をサポート
・情報収集と提供・相談・支援事業を行っていま

岩手県下閉伊郡山田町八
幡町３－２０

山田町役場

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン操作（ワード・エ
クセル）ができる方

岩手県下閉伊郡山田町

事務兼配達／仕出しいっぷ
く

1人

仕出しいっぷくにて一般事務、経理事務や配送業
務に従事
【事務】
・パソコンを使用しての伝票作成、集金など
【配送】

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－１３４－１

株式会社　いっぷ
く

雇用期間の定めなし

事務・配送経験者 岩手県下閉伊郡山田町

宝くじ販売（宮古ＤＯＲＡ
チャンスセンター）

1人

宮古ＤＯＲＡチャンスセンター宝くじ売り場にお
いて宝くじの販売と当せん金の支払い業務を行っ
ていただきます。
その他、上記に付随する業務を行っていただきま
す。

岩手県盛岡市中央通２丁
目８－５　東日本中央通
ビル４Ｆ

株式会社　エヌエ
ヌシ－　盛岡支店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

一般事務（現場事務）［宮
古市］

1人

出来高管理、日々の日報等を整理（エクセル使
用）
安全書類・現場写真の整理
資材・重機の伝票整理、ファイリング
図面・工程表などの整理、ファイリング

宮城県仙台市青葉区本町
２丁目１０番３３号　第
二日本オフィスビル８階

株式会社　勝己興
業　東北支店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

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。 

◎ 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８月１日発行  


