
(1)8時30分～17時30分
790円～790円

パート労働者 不問 03030-  922001

(1)9時00分～16時30分
790円～900円

パート労働者 不問 03030-  924601
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～15時00分
840円～1,000円

パート労働者 不問 03030-  929801

(1)18時00分～20時30分
790円～790円

パート労働者 不問 06030- 2513901

900円～1,150円

パート労働者 不問 10020- 4976801
看護師、准看護師

のいずれか
860円～960円

パート労働者 不問 03010- 6330001
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～17時00分
920円～1,030円

パート労働者 64歳以下 03010- 6306301
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～13時00分
800円～800円

パート労働者 不問 03030-  912201

(1)11時00分～15時00分
800円～830円 (2)17時00分～22時00分

パート労働者 不問 03030-  915301
変形（1年単位）
(1)8時30分～16時30分

800円～1,000円

パート労働者 不問 03030-  905501
看護師、准看護師 変形（1ヶ月単位）

のいずれか (1)8時30分～17時30分
1,100円～1,680円

パート労働者 不問 03030-  925901
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～17時00分
890円～1,000円

パート労働者 64歳以下 35020- 2782801

(1)15時00分～21時00分
795円～795円 (2)17時00分～0時00分

パート労働者 不問 03030-  886901
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1)8時30分～12時30分
820円～820円 (2)12時30分～17時00分

パート労働者 不問 03030-  892301
普通自動車免許一種

(1)9時00分～17時00分
900円～900円

パート労働者 不問 03030-  894901

(1)9時00分～14時45分
900円～1,270円

パート労働者 不問 03030-  895101
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～17時15分
1,270円～1,270円

パート労働者 不問 03030-  897701
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～17時15分
1,270円～1,270円

パート労働者 不問 03030-  898801

1

現場巡視・調査業務補助／
岩泉町・田野畑村

2人

管理する国有林野における現場巡視、各種調査補
助、林道等の簡易な維持修繕を行います。
・作業は２～３名で行います。
・現場までの移動は公用車を運転


岩手県宮古市磯鶏石崎４
番６号

三陸北部森林管理
署

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町　他

現場巡視・調査業務補助／
宮古市

2人

当署が管理する国有林野における現場巡視、各種
調査補助、林道等の簡易な維持修繕を行います。
・作業は２～３名で行います。
・現場までの移動は公用車を運転


岩手県宮古市磯鶏石崎４
番６号

三陸北部森林管理
署

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

事務補助

5人

当森林管理署において、事務補助に従事していた
だきます。
・パソコンによるデータ入力、文書等作成、事務
書類等の検算、
　整理、図面作成、各種支払業務等

岩手県宮古市磯鶏石崎４
番６号

三陸北部森林管理
署

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

パソコン操作が支障なく行
えること（ワード・エクセ

ル等）

一般事務

1人

当社において一般事務に従事します。
・電話・来客応対。受付業務など
・現場の状況により引取り、納車のため普通車、
軽自動車の運転を　お願いする事もあります
・簡単な各書類作成

岩手県宮古市磯鶏１丁目
１－２８

株式会社　アル
ティメットプラン
ニング雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

岩手県宮古市

パソコン入力の基本操作
（エクセル操作ができれば

尚可）

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

仕事内容にある経験 岩手県宮古市

販売員（ファミリーマート
新里店）

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

岩手県宮古市刈屋第１１
地割５２番地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

フラワーコーディネート／
宮古（フラワー愛）

2人

○典礼会館にてお葬儀で使用するフラワーの作成
や会場のコーディネート、祭壇の装飾、管理、配
送等を行って頂きます。
＊初めは皆、知識ゼロからスタートしたスタッフ
ばかりですので、生花やお花の知識がなくても大

山口県下関市王喜本町６
丁目４番５０号

株式会社　トレー
ダー愛

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師又は准看護師「看
護」

2人

当施設利用者への看護業務全般。利用者（定員／
入所者１００名）に対し、
・医師の指示による医療処置、看護、バイタル
チェック、服薬管理　それらに伴う記録や報告書
作成

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8時30分～17時30分の
間の4時間程度

岩手県宮古市

タブレット端末の基本的な
操作（操作不可でも応募

可）

基板実装組立係

1人

・部品挿入、ハンダ付け、基盤分割作業
・検査機等を使用しての完成品検査

＊電子機器などに使用される基板実装組立工程で
の作業とな

岩手県宮古市松山第６地
割４６

株式会社　ウェー
ブクレスト　宮古
工場雇用期間の定めあり（４ヶ

月未満）

岩手県宮古市

調理補助およびホール

2人

どさん娘ラーメン店において、下記の仕事に従事
します。
・盛り付けなど簡単な調理
・食器の洗浄（手洗い及び食器洗浄機使用）
・ホールでの注文取り、配膳、レジ

岩手県宮古市長町１丁目
８－２８

どさん娘　バイパ
ス店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

生花販売

1人

・店頭での生花販売、生花や鉢花のラッピング
・電話での注文受付、来客対応
・アレンジメント、花束、仏花作り
・生花等の配達


岩手県宮古市末広町３－
２１

中村生花店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

会員管理係（宮古支店）

2人

○会員様のサポート業務
　定期訪問、電話対応、集金等
※自家用車での外回りが主な業務となります。
（乗りなれない社用車ではないため安心して業務
に集中して頂けます）

岩手県盛岡市津志田南３
丁目１４番６５号

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

岩手県宮古市

看護師または准看護師（宮
古周辺）「看護」

1人

宮古周辺の検診会場において下記業務を行いま
す。
・血圧測定、採血
・その他問診票のチェックなど検診に係る諸作業


岩手県盛岡市北飯岡４丁
目８－５０

公益財団法人　岩
手県予防医学協会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

又は7時00分～16時00分の
間の4時間以上

岩手県宮古市

パート／店舗スタッフ／宮
古店／３０１６／急募

1人

主に次のような店舗内業務をお願いします。
　＊販売業務
　　（小物家電製品、理美容用品、調理家電な
ど）
　＊店内の各売り場でのレジ会計

群馬県高崎市栄町１番１
号

株式会社　ヤマダ
電機

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

又は10時00分～21時00分の
間の7時間程度

岩手県宮古市

販売（宮古店：品出し、レ
ジ）１８：００～２０：３

1人

○商品の陳列等及びレジ業務担当

※雇用期間は、１０月１５日までとなっておりま
すが、
【６ヵ月毎の契約更新】を行っており、更新時期

山形県飽海郡遊佐町比子
字白木２３－３６２

本間物産　株式会
社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

調査員

1人

当協会において下記の業務を行っていただきま
す。
○道路使用現地調査等（岩泉・田野畑地域）
　・道路使用許可後の現地調査
　・車庫証明申請案件の現地調査等

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字太田１９番地

一般社団法人　岩
手県交通安全協会
下閉伊郡北支部雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード・エ
クセル）

岩手県下閉伊郡岩泉町

岩泉町・田野畑村の地理に
詳しいこと

クリンクルー（崎山）

1人

建物清掃全般を行います。
・共用部分のトイレ掃除
・掃き掃除
・拭き掃除
・備品の交換

岩手県宮古市田の神二丁
目３番１１号

株式会社　サンズ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

ダンボール製品加工／宮古
市

1人

工場向けダンボール製品の加工作業
・製品梱包用箱の組立、検査済製品の箱詰め、製
品の移動
・ＰＰバンド自動結束機を使用した結束作業
・清掃、片付け等付随する業務

岩手県宮古市鍬ヶ崎上町
３－１

阿部包装資材店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

     （3月13日時点の内容です）

　　３月　９日　から　３月１３日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は　３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２年３月１９日発行  



(1)22時00分～2時00分
800円～800円

パート労働者 18歳以上 03030-  877601
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～16時30分
794円～963円

パート労働者 不問 03030-  880801
交替制あり
(1)8時00分～16時00分

794円～963円 (2)9時00分～17時00分

パート労働者 不問 03030-  881201

(1)9時00分～14時00分
835円～835円

パート労働者 不問 03010- 6000101
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～13時00分
790円～790円

パート労働者 不問 03010- 6005501

2

事務員（八木沢）

1人

介護事業所内において事務作業を行っていただき
ます。
・パソコンによる書類作成・データ入力
（介護報酬請求など）
・事務所の連絡・調整

岩手県盛岡市盛岡駅西通
２－９－１　マリオスビ
ル１２Ｆ

株式会社　ニチイ
学館　盛岡支店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

エクセル・ワードを基本的
に使える方

岩手県宮古市

デイサービス厨房スタッフ
（宮古）

1人

・昼食の準備
・食器洗浄
・厨房内の清掃・衛生管理
・備品の整理・整頓
・食材の発注業務

岩手県盛岡市盛岡駅西通
２－９－１　マリオスビ
ル１２Ｆ

株式会社　ニチイ
学館　盛岡支店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

窓口業務（龍泉洞事務所）
会計年度任用職員

2人

龍泉洞事務所の窓口業務をしていただきます。
・チケット販売、観光案内等
・事務所内での事務補助
・パソコン（ワード・エクセル）を使用
・文書作成・印刷・フォームへの入力

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字惣畑５９番５

岩泉町役場

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）を使って文書作
成・印刷・フォームへの入

力ができること 岩手県下閉伊郡岩泉町

一般事務（いわいずみこど
も園）会計年度任用職員

2人

各こども園にて園児の保育事務をしていただきま
す。
・伝票処理パソコン（ワード・エクセル）を使用
・文書作成、印刷、フォームへの入力
・こども園への巡回

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字惣畑５９番５

岩泉町役場

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）を使って文書作
成・印刷・フォームへの入

力ができること 岩手県下閉伊郡岩泉町

販売員／セブンイレブン山
田町中央店　２２時～

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番地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


