
879円～1,357円

パート労働者 不問 03030- 3247491

(1) 6時00分～ 9時00分
850円～850円

パート労働者 不問 03030- 3232291

800円～800円

パート労働者 不問 03030- 3233591

(1)22時00分～ 6時00分
1,000円～1,000円

パート労働者 18歳以上 03030- 3234191

(1)18時00分～22時00分
762円～923円

パート労働者 不問 03030- 3238991

850円～900円

パート労働者 18歳以上 03030- 3239491

(1) 6時00分～ 9時00分
850円～900円 (2)20時00分～ 2時00分

パート労働者 60歳以上 03030- 3240291

(1) 6時00分～ 9時00分
850円～900円

パート労働者 不問 03030- 3241591

(1)22時00分～ 2時00分
850円～900円

パート労働者 18歳以上 03030- 3243091
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～16時00分
850円～1,100円

パート労働者 不問 03030- 3244391

800円～850円

パート労働者 不問 03030- 3226591

(1) 8時15分～11時15分
762円～800円

パート労働者 不問 03030- 3217291
看護師または

准看護師
1,300円～1,300円

パート労働者 不問 03030- 3223791

(1) 9時00分～15時00分
850円～970円

パート労働者 64歳以下 03010-22233491

1,000円～1,100円

パート労働者 18歳以上 03010-22261291

830円～830円

パート労働者 不問 01190- 8654391

(1)15時00分～21時00分
770円～770円

パート労働者 不問 03030- 3202091

(1) 5時00分～ 8時00分
770円～770円 (2) 6時00分～10時00分

(3)17時00分～23時00分

パート労働者 18歳以上 03030- 3205991

1

コンビニ販売員

3人

コンビニエンス業務全般
・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

販売員（ファミリーマート
新里店）１５：００～

1人

コンビニエンスストア業務全般に従事していただ
きます。
・レジ業務での接客応対
・商品袋詰めや商品の品出・補充
・ファーストフードの調理

岩手県宮古市刈屋１１－
５２－１

有限会社　丸坂商
店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

店舗スタッフ（ミスター
ドーナツ　宮古ショップ）

3人

◆ミスタードーナツ　宮古ショップにおいて店舗
スタッフ
　として業務に従事

　・接客、調理、レジ操作、清掃

北海道苫小牧市若草町５
丁目３－５

株式会社　フジタ
コーポレーション

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 8時00分～22時00分の
間の3時間以上

岩手県宮古市

ホールスタッフ・カウン
タースタッフ（１６時～／

3人

パチンコ店のホール及びカウンターの一般業務。
その他、付随する業務および指示された業務を
行っていただきます。

＊時間、勤務日数については応相談。

岩手県盛岡市東見前５地
割５７－１－２Ｆ

株式会社　飛鳥商
事

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は16時00分～ 0時00分の
間の5時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

互助会会社で事務パート
（宮古支店）

1人

○書類の整理・電話応対。パソコン作業・お客様
へのお茶出しなど冠婚葬祭業を営む当社の支店に
て、事務業務を行っていただきます。

未経験者でも安心の研修を行います。

岩手県盛岡市津志田南３
丁目１４番６５号【求人
票郵送先指定あり】

株式会社　サン
ファミリー　（愛
グループ）雇用期間の定めなし

パソコンがある程度使える
方

岩手県宮古市

看護師「看護」

1人

介護施設・通所リハビリテーションの利用者及び
入所利用者への看護業務全般を行います。
・入所利用者（現在７５名ぐらい）
・バイタルチェック、服薬管理、健康管理、医療
処置

岩手県下閉伊郡山田町飯
岡第９地割２３－１

医療法人　晃生会
介護老人保健施設
さくら山雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は 8時00分～17時30分の
間の3時間以上

岩手県下閉伊郡山田町

清掃作業員／小山田地内

1人

日常清掃作業に従事します。
・モップ掛け、ほうきや掃除機などを使用しての
清掃
・ゴミの回収作業
・トイレ、外まわりの清掃

岩手県宮古市藤の川１３
番２３号

宮古環境管理株式
会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

調剤事務

1人

当調剤薬局において下記の業務を行っていただき
ます。
・患者様の受付等接客
・レセプトコンピュータ入力
・調剤報酬請求事務

岩手県下閉伊郡山田町川
向町７－８

山田中央薬局

雇用期間の定めなし

又は 9時00分～18時00分の
間の7時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

事務

1人

当観光協会において下記の業務を行っていただき
ます。
・ふるさと納税返礼品の配送手配
・配送管理業務
・観光協会業務補助

岩手県下閉伊郡山田町大
沢２－１９－１

一般社団法人　山
田町観光協会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン操作（ワード、エ
クセル等）

岩手県下閉伊郡山田町

洗い場担当

1人

マクドナルド１０６宮古店において、洗い場作業
を担当していただきます。
・使用した調理器具の洗浄殺菌作業
・厨房内の清掃や片付け作業等　　


岩手県宮古市宮町１－１
－３８

ヒロフーズ株式会
社　マクドナルド
１０６宮古店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

原材料の搬入作業

1人

マクドナルド１０６宮古店において、原材料の搬
入作業を　担当していただきます。
・店舗で使用する冷凍品、冷蔵品、一般品の搬入
作業
＊搬入した原材料の消費期管理の為のローテー

岩手県宮古市宮町１－１
－３８

ヒロフーズ株式会
社　マクドナルド
１０６宮古店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

ハンバーガー類の製造・販
売【シニア】

5人

【販売】・お客様の注文の承りとお会計
　　　　・注文品を取り揃えてお渡し
　　　　・客席、トレイの清掃
　　　　・ハンバーガーの販売、接客
　　　　・ピーク時に備えるための仕込み、準備

岩手県宮古市宮町１－１
－３８

ヒロフーズ株式会
社　マクドナルド
１０６宮古店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

ハンバーガー類の製造・販
売

3人

【販売】・お客様の注文の承りとお会計
　　　　・注文品を取り揃えてお渡し
　　　　・客席、トレイの清掃
　　　　・ハンバーガーの販売、接客
　　　　・ピーク時に備えるための仕込み、準備

岩手県宮古市宮町１－１
－３８

ヒロフーズ株式会
社　マクドナルド
１０６宮古店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は 6時00分～ 2時00分の
間の3時間以上

岩手県宮古市

ゴルフ練習場受付／１８：
００～

2人

屋内ゴルフ練習場での業務となります。
・受付、接客、清掃、電話対応など
・パソコン入力作業
　　　　　
　　　　　　

岩手県宮古市板屋４丁目
４番７号

株式会社　スケル
プランナー

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

販売員（２２時～６時）

2人

コンビニ店での販売及び接客業務に従事していた
だきます。
主にレジ業務・袋詰め・商品陳列・品出しなどを
行っていただきます。また、店舗内外の清掃作業
も行っていただきます。

岩手県下閉伊郡山田町大
沢第１地割４３番地５号

セブン－イレブン
山田町大沢店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

販売員（９時～２２時）

2人

コンビニ店での販売及び接客業務に従事していた
だきます。主にレジ業務・袋詰め・商品陳列・品
出しなどを行っていただきます。また、店舗内外
の清掃もしていただきます。


岩手県下閉伊郡山田町大
沢第１地割４３番地５号

セブン－イレブン
山田町大沢店

雇用期間の定めなし

又は 9時00分～22時00分の
間の4時間以上

岩手県下閉伊郡山田町

販売員（６時～９時）

2人

コンビニ店での販売及び接客業務に従事していた
だきます。主にレジ業務・袋詰め・商品陳列・品
出しなどを行っていただきます。また、店舗内外
の清掃もしていただきます。


岩手県下閉伊郡山田町大
沢第１地割４３番地５号

セブン－イレブン
山田町大沢店

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

     （9月13日時点の内容です）

　　９月９日　から　９月１３日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は　９月２６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９月１９日発行  



(1) 8時00分～15時00分
800円～800円 (2)10時00分～18時00分

(3)13時00分～18時00分

パート労働者 不問 03030- 3206491

(1) 9時30分～15時30分
880円～880円

パート労働者 不問 03030- 3208891

(1)23時00分～ 0時00分
1,000円～1,000円

パート労働者 18歳～59歳 04010-60214791

2

グロサリ係＜ベルフ魚菜市
場＞

1人

グロサリ部門での業務になります。
・食品やお菓子、飲料、雑貨等の商品を取り扱い
・商品の補充、陳列、発注
・その他清掃などの付帯業務


岩手県宮古市田の神２－
２－３０

いわて生活協同組
合　ベルフ西町店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

事務補助員／配電課（９：
３０～）

1人

配属先は、配電課です。
・主に専用システムを使用した入力作業
・その他、来客対応（お茶出し等）の業務
・電話対応による業務はございません。
・担当が丁寧に指導致しますので、未経験の方で

岩手県宮古市築地二丁目
２番３３号

東北電力株式会社
宮古電力センター

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

（請）清掃スタッフ［宮古
市］

3人

アミューズメント施設の閉店後清掃
　掃き、拭き、モップ掛け、ゴミ回収、トイレ掃
除

宮城県仙台市若林区大和
町５丁目２３－１７

株式会社　ブリー
ズ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市


