
(1)8時00分～17時00分
790円～822円

パート労働者 不問 03030- 1240301

(1)17時00分～21時15分
950円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 1243101

(1)8時00分～15時00分
840円～840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- 1244401
中型自動車免許 交替制あり

(1)7時30分～12時00分
900円～1,000円 (2)7時30分～14時30分

パート労働者 不問 03030- 1237401

(1)7時00分～15時00分
830円～830円 (2)7時30分～15時30分

(3)8時00分～16時00分

パート労働者 不問 03030- 1238701
２級土木施工管理技士
普通自動車免許ＡＴ (1)9時00分～17時00分

905円～1,416円

パート労働者 不問 03030- 1233301
保健師、看護師
のいずれか (1)8時30分～17時15分

普通自動車免許ＡＴ 970円～1,144円

パート労働者 不問 03030- 1226601
保健師、助産師、看護師

のいずれか (1)8時30分～16時30分
普通自動車免許ＡＴ 971円～1,145円

パート労働者 不問 03030- 1227901

(1)13時30分～18時30分
800円～870円 (2)7時30分～18時30分

パート労働者 不問 03030- 1230201

(1)10時05分～16時00分
832円～832円

有期雇用派遣パート 不問 03010- 8409701

(1)8時15分～15時00分
832円～832円 (2)9時00分～16時00分

有期雇用派遣パート 不問 03010- 8302401
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

※マイカーを業務で使用

1,025円～1,125円

パート労働者 不問 03010- 8309601
普通自動車第二種免許 交替制あり
中型自動車第二種免許 (1)8時30分～10時00分
大型自動車第二種免許 858円～958円 (2)15時30分～17時00分

のいずれか

パート労働者 不問 03010- 8360101

(1)7時00分～13時00分
915円～915円

パート労働者 不問 02020- 5339601

(1)13時30分～17時30分
910円～910円

パート労働者 不問 03030- 1245701
普通自動車免許一種

(1)8時30分～14時30分
830円～830円

パート労働者 不問 03030- 1246801

1

通所介護におけるドライ
バー業務（宮古）

2人

通所介護サービスをご利用されるお客様の送迎
（ワンボックス車使用）
入社時に介護職員初任者研修又は旧ホームヘル
パー２級以上の資格を保有していない方は、入社
後、社内割引にて取得を奨励します。

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
月以上）

岩手県宮古市

ニチイライフ（家事代行
サービス）（宮古市）

5人

お客様宅において家事の代行をしていただきま
す。
・在宅での家事
　　掃除、炊事、草取り他
・その他の業務

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
月以上）

又は8時00分～18時00分の
間の3時間程度

岩手県宮古市

食品加工（宮古市）

2人

派遣先事業所において、下記の業務を行っていた
だきます。
・加工準備、食材のブツ切り
　※切った食材を加工し商品になりますので、こ
の作業に見栄えは問いません

岩手県盛岡市向中野３丁
目１８番２０号　２Ｆ
アクエリアスビル

株式会社　エムア
ンドエム　盛岡営
業所雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

岩手県宮古市

水産加工パート（山田町）

2人

派遣先の事業所において、次の作業を行います。
・魚の骨取り（歯ブラシ、包丁）
・加工（機械に魚を通し三枚におろす等）
・パック詰め
・梱包、ラベル貼り（機械にセット）

岩手県盛岡市向中野３丁
目１８番２０号　２Ｆ
アクエリアスビル

株式会社　エムア
ンドエム　盛岡営
業所雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

学童の家補助員／宮古養護
学童の家

1人

宮古養護学童の家において、障がいのある小学校
１年生から高校３年生までの遊び・学習・生活の
指導を行っていただきます。
・約１５名の生徒に６名での業務


岩手県宮古市保久田３－
２１

特定非営利活動法
人　宮古地区いき
いきワーキングセ
ンター

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

保健師、助産師、看護師／
健康課（会計年度任用職

1人

健康課（宮古保健センター）への勤務となりま
す。
・保健事業における健康診査及び健康相談
・健康教育等の実施
・その他付随する事務補助等の業務

岩手県宮古市宮町一丁目
１－３０

宮古市役所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

高齢者指導員／介護保険課
（会計年度任用職員）

1人

宮古市役所介護保険課に勤務となります。

・在宅高齢者に対する訪問指導
・訪問記録等、文書作成業務
・外出の際は公用車（ＡＴ車）を使用

岩手県宮古市宮町一丁目
１－３０

宮古市役所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作ができること

岩手県宮古市

技術補助／宮古土木セン
ター（会計年度任用職員）

1人

県営建設工事に係る監督職員の補助業務を担当し
ていただきます。
・工事現場の確認、巡回、報告等
・巡回時には運転あり
・パソコンでのデータ入力や報告書の作成もあり

岩手県宮古市五月町１番
２０号　宮古地区合同庁
舎内

岩手県沿岸広域振
興局

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

Ｍｉｃｒｏ　Ｏｆｆｉｃｅ
Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ 岩手県宮古市

２級土木施工管理技士受験資
格の実務経験

ベーカリー係／７Ｈ

1人

パンの製造業務を行います。
・パン生地の成形
・焼き上げ
・袋詰めや値段ラベル貼り
・陳列、清掃等の附帯業務

岩手県宮古市田の神２丁
目２－３０

いわて生活協同組
合　ベルフ西町店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

廃棄物収集運搬作業

1人

廃棄物の収集運搬作業を担当していただきます。
・集積場のゴミ収集業務
・一般家庭のし尿汲み取り業務
・宮古市川井地区、小国地区、川内地区、区界地
区となります

岩手県宮古市古田２－４
９－１８

株式会社　川井衛
生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

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丁
目２－３０

いわて生活協同組
合　ベルフ西町店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

レジ部門販売員／１７時～
（パートナー）

1人

・レジ清算（自動金銭機搭載レジ）
・レジ周りの消耗品補充やかご整理
・サービスカウンター業務
（商品管理、宅配便受付、タバコ等発注）
・接客業務（お客様からの注文や商品場所案内な

岩手県下閉伊郡山田町山
田５－４１－１

株式会社　キクコ
ウストア　山田イ
ンター店雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

事業所名
求人番号

クリンクルー（崎鍬ヶ崎）
（請）

1人

建物清掃全般を行います。
・共有スペースフロアー、風呂、トイレ、廊下、
玄関等掃除
・掃き、拭き掃除、ゴミ箱内回収、
・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
月以上）

岩手県宮古市

     （4月17日時点の内容です）

　　４月１３日　から　４月１７日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は　４月３０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

デリカ【ファル磯鶏店】
７：００～１３：００

1人

惣菜加工販売業務全般
・寿司、弁当の製造
・揚げ物、焼き物などの製造
・パック作業及び値付け
・商品の品出し及び陳列

青森県八戸市大字長苗代
字前田８３－１

株式会社　ユニ
バース

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

学童支援員補助（短期）

2人

各学童で支援員業務に従事します。
・児童の見守り（遊び相手）
・電話対応
・教室内清掃
・その他付随する業務（おやつ準備等）

岩手県宮古市五月町２－
１３

公益社団法人　宮
古市シルバー人材
センター雇用期間の定めあり（４ヶ

月未満）

岩手県宮古市

水産加工員

1人

びはん水産加工場において、魚の加工・製造業務
に従事していただきます。
・山田魚市場で水揚げされた鮮魚を調理し、塩
辛・新巻・いくら・　塩うに等の水産加工品の製
造を担当します。

岩手県下閉伊郡山田町中
央町５番地６

株式会社　びはん
コーポレーション

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

◎ 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。 

◎ 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４月２３日発行  


