
(1) 9時00分～13時00分

900円～930円

パート労働者 不問 03030- 4304991

(1) 9時30分～16時00分

900円～930円

パート労働者 不問 03030- 4305491
調理師

(1) 9時30分～14時30分

800円～800円

パート労働者 不問 03030- 4299391
看護師または准看護師
普通自動車免許ＡＴ (1) 7時00分～14時00分

938円～1,100円 (2) 8時00分～15時00分

パート労働者 不問 03030- 4294891
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～16時00分

800円～800円

パート労働者 不問 03030- 4297191

1,000円～1,100円

パート労働者 18歳以上 03010-29964091

(1)22時00分～ 0時00分

800円～1,040円

パート労働者 18歳以上 03010-29965391

(1)23時00分～ 0時00分

1,040円～1,040円

パート労働者 18歳以上 03010-29966691

(1) 7時30分～14時00分

850円～900円 (2) 8時00分～14時30分
(3) 8時30分～15時00分

パート労働者 不問 04010-82899791
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1)16時30分～ 9時30分

850円～850円

パート労働者 不問 05020- 5552891

(1)22時00分～ 7時00分

790円～800円

パート労働者 18歳以上 03020- 2238491
交替制あり
(1) 8時00分～14時00分

790円～800円 (2)16時00分～22時00分

パート労働者 不問 03020- 2239791
中型自動車免許 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～17時00分

800円～850円

パート労働者 不問 03030- 4286891

1

     （12月23日時点の内容です）

　１２月１７日　から　１２月２３日　までに受理した求人です。　＜次回発行日は　１月　９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

パソコン操作・一般事務・
データ入力事務補助／個人

1人

当税務署の個人課税部門に勤務
【主な担当業務】
・確定申告書作成会場でのパソコン操作補助事務
・各種書類整理等の一般事務補助
・申告書等のデータ入力補助

岩手県宮古市小山田一丁
目１－１　宮古合同庁舎

宮古税務署

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

パソコン操作（ワード、エ
クセル等の一般的な入力等

ができる程度）
高校卒業程度の知識を有す

る方

一般事務補助・データ入力
事務補助／管理運営・徴収

1人

当税務署の管理運営・徴収部門に勤務
【主な担当業務】
・各種書類整理等の一般事務補助
・申告書等のデータ入力事務補助
・その他指示された業務

岩手県宮古市小山田一丁
目１－１　宮古合同庁舎

宮古税務署

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

パソコン操作（ワード、エ
クセル等の一般的な入力等

ができる程度）
高校卒業程度の知識を有す

る方

調理員

1人

デイサービスセンターの利用者様に提供する食事
の調理業務全般を担当していただきます。
・献立に基づき、昼食２５食分の調理
・食器洗浄等の後片付け


岩手県宮古市実田一丁目
７番２８号

有限会社　ライフ
ネットワーク

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

看護職員「看護」

1人

特別養護老人ホームおよび、短期入所生活介護事
業所において、利用者（概ね１００名）の健康管
理や看護業務に従事していただきます。
・バイタルチェックや服薬管理
・利用者の通院同行（施設車両使用）など

岩手県宮古市田老字養呂
地６番地２

社会福祉法人　田
老和心会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

一般経理事務

1人

宮古営業所において下記業務を担当していただき
ます。
・帳簿管理
・給与計算（エクセル使用）
・購買商品の仕入販売

岩手県宮古市舘合町７－
１１

岩手県北自動車労
働組合

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） 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
月未満）

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

清掃スタッフ（２２：００
～）（磯鶏店）

2人

＊パチンコホールの清掃業務全般を行っていただ
きます
（当店の営業中から閉店後業務としての作業で
す）


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
月未満）

岩手県宮古市

清掃スタッフ（２３：００
～）（磯鶏店）

2人

＊パチンコホールの清掃業務全般を行っていただ
きます
（当店の閉店後業務としての作業です）

・ホール床の掃き拭き清掃

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
月未満）

岩手県宮古市

学校給食センターでの調
理・洗浄

5人

学校給食センターでの調理業務です。
下処理（野菜洗浄）食器洗浄、調理、配膳

＊春、夏、冬と長期休み有。ご家族との時間も大
切にできるお仕事です。

宮城県仙台市宮城野区榴
岡４丁目５－２２　宮城
野センタービル６階

一冨士フードサー
ビス　株式会社
北海道・東北支社雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

介護員　　　　　　「介
護」

1人

◇グループホーム（２ユニット）１８名の入居者
の方々の介
　護業務全般に従事していただきます。

＊食事、入浴、排泄、散歩、施設内での活動等の

秋田県能代市浅内字中山
９２番地

株式会社　ラ・サ
ルーテ

雇用期間の定めなし

介護施設での勤務経験があ
れば尚可

又は 6時30分～19時00分の
間の4時間以上

岩手県下閉伊郡岩泉町

コンビニエンススタッフ
（宮古本町店）パート

2人

＊売上情報を自動的に記録できるＰＯＳレジを使
用し、
　商品のバーコードを読み取って商品を販売しま
す。
＊受入れ商品の検品、商品棚への品出し、補充、

岩手県上閉伊郡大槌町小
鎚２７地割花輪田３番１

有限会社　たなか

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

コンビニエンススタッフ
（山田町織笠店）パート

1人

＊売上情報を自動的に記録できるＰＯＳレジを使
用し、
　商品のバーコードを読み取って商品を販売しま
す。
＊受入れ商品の検品、商品棚への品出し、補充、

岩手県上閉伊郡大槌町小
鎚２７地割花輪田３番１

有限会社　たなか

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

送迎バス運転手兼施設清掃
員

1人

龍泉洞温泉ホテルにおいて送迎バス運転及び施設
清掃業務に従事していただきます。
・マイクロバスによる送迎
・社用車の洗車および車内清掃
・大浴場、炭風呂の清掃

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

◎ 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。 

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。 

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１２月２６日発行  
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～  ハ ロ ー ワ ー ク か ら の お 知 ら せ  ～ 

 週間求人情報につきましては、令和２年１月６日より、ハローワーク 

 

 のシステム改修に伴い、当分の間、簡易版での提供となります。  

 

 ご不便をおかけいたしますがご了承願います。 


