
(1)9時00分～15時00分
1人 821円～821円

パート労働者 64歳以下 03030- 2393521
普通自動車免許ＡＴ

1人 830円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 2394421

1人 850円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 2395321
普通自動車免許ＡＴ

3人 1,100円～1,200円

パート労働者 64歳以下 03030- 2396621

2人 821円～850円

パート労働者 40歳以下 03030- 2382721
普通自動車免許ＡＴ

1人 1,000円～1,400円

パート労働者 不問 03030- 2385521

(1)9時00分～16時00分
5人 821円～821円 (2)9時00分～15時00分

パート労働者 不問 03030- 2386421

(1)8時30分～16時30分
1人 869円～896円

パート労働者 不問 03030- 2391821
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

1人 870円～1,000円

パート労働者 不問 04010-43046021
普通自動車免許ＡＴ

1人 1,000円～1,100円

パート労働者 59歳以下 03030- 2371921

(1)9時00分～16時00分
2人 825円～825円 (2)9時00分～17時00分

パート労働者 不問 03030- 2374721

(1)6時00分～8時00分
2人 830円～830円 (2)16時00分～19時00分

パート労働者 64歳以下 03030- 2378421

2人 905円～1,129円

パート労働者 不問 03030- 2357121
変形（1年単位）
(1)8時30分～16時00分

1人 850円～950円 (2)9時00分～17時00分

パート労働者 59歳以下 ワード・エクセル操作 03030- 2358021

(1)17時00分～21時30分
2人 840円～880円 (2)11時00分～15時00分

パート労働者 59歳以下 03030- 2364921

(1)7時30分～14時00分
1人 855円～855円

パート労働者 不問 03030- 2368821

(1)7時30分～18時30分
1人 850円～850円

パート労働者 不問 03030- 2341721
変形（1ヶ月単位）
(1)16時45分～8時45分

2人 1,090円～1,090円

パート労働者 18歳以上 03030- 2349121

1

介護員夜間専従／清寿荘 介護老人ホーム清寿荘にて、以下の業務を行って
いただきます。
・施設入所者（定員５０名）の居室巡回業務
・食事などの介助業務
＊職員２名体制での業務となります

岩手県宮古市小山田２丁目
９－２０

社会福祉法人　宮古
市社会福祉協議会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

指導員（短期）／花輪学童
の家

学童の家において、下記業務を行います。
・児童（小学校低学年）の指導、安全管理等
・児童と一緒に運動、遊び、学習の見守り等
＊教員免許、保育士資格お持ちの方は優遇しま
す。

岩手県宮古市赤前第３地割
１４－１１

社会福祉法人　慈愛
会　学童の家

日雇（日々雇用または１ヶ
月未満）

又は7時30分～ 岩手県宮古市

介護職員初任者研修修
了者

クリンクルー（磯鶏沖） お客様が快適にお買い物できるよう店舗フロア、
トイレ清掃を行います。
ペットボトルなどリサイクル物の運搬を行いま
す。
＊初めは指導を受けながら業務を覚えて頂きます

岩手県宮古市長町１丁目９
－１７

リアス環境管理　株
式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

ホール係 蛇の目本店（寿司店）にてホール業務に従事して
頂きます。
○ご来店されたお客様を席へ案内し、注文を確
認、料理や飲み物を　提供します。
○注文を受けたオーダーは端末機に入力します。

岩手県宮古市栄町２－８ 有限会社　蛇の目本
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ゴルフ場フロント ゴルフ場のフロントにおいて、下記業務を行って
いただきます。
・お客さまのチェックイン、チェックアウト、清
算業務
・電話対応、予約管理

岩手県宮古市崎山第４地割
８６－３

株式会社　宮古カン
トリークラブ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

スクールサポートスタッフ
（会計年度任用職員）

教員の負担軽減を図る支援業務
〇教材等の印刷や物品等の準備
〇教材・資材の整理、保管
〇宿題等の提出物の受け取り・確認
〇小テスト等の採点

岩手県宮古市五月町１－２
０　宮古地区合同庁舎内

宮古教育事務所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時00分～16時30分

の間の2時間以上
岩手県山田町・田野畑村

事務員 事務業務全般を担当していただきます。
・パソコンを使った請求書、文書作成。
・給料に関する事務（税理士の指導あり）
・来客・電話対応もあります。


岩手県下閉伊郡岩泉町小本
字小成１３０－１

有限会社　竹下水産

雇用期間の定めなし
又は8時00分～16時30分
の間の4時間以上

岩手県下閉伊郡岩泉町

世話人／ひまわり 下記の業務に従事していただきます。
・食事の調理や片付け（平日は朝食と夕食、土日
祝はプラス昼食）
・日報の記入（チェック式の簡易的なもの・簡単
な状況記入）

岩手県宮古市津軽石第１３
地割２０８番地１６０

株式会社　風和璃

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員 当店において仏具など商品の販売をしていただき
ます。
・商品の包装やレジ、補充など
・その他掃除や、雑用など
※立ち仕事となります。１階に無い商品は、その

岩手県宮古市新町１番３２
号

マタノ漆器店

日雇（日々雇用または１ヶ
月未満）

岩手県宮古市

レンタカースタッフ（オ
リックスレンタカー宮古駅
前店）

下記１又は２の業務（希望考慮、応相談）
１．レンタカー店舗内業務
・接客、電話対応
・システム入力等事務処理（ＰＣ使用）、等
２．レンタカー店舗外業務

宮城県仙台市青葉区本町２
丁目１０－２８　カメイ仙
台グリーンシティ６階

オリックスレンタ
カー・カメイ　株式
会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 又は8時00分～19時00分

の間の3時間以上
岩手県宮古市

事務補助員／デジタル推進
課（会計年度任用職員）

宮古市役所デジタル推進課に勤務となります。
・マイナポイント申込支援事務
・デジタル相談対応業務
・その他付随する業務等

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
パソコン（ワード・エクセ
ル）操作ができること

電子部品の組立・ハンダ作
業・検査

電子部品の組立・ハンダ・検査作業の業務となり
ます。
・電子部品の組み立て
・ハンダ加工作業
・資材の入出庫

岩手県宮古市田の神二丁目
５－２１

宮古アドバン

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

訪問介護ヘルパー 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

介護職員初任者研修修
了者、ホームヘルパー
２級　のいずれか

縫製 当工場において下記の業務に従事していただきま
す。
　毛皮の縫製作業
　・裁断
　・ミシン

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字合の山１２－２

アイファー株式会社

雇用期間の定めなし
又は8時00分～17時00分
の間の6時間以上

岩手県下閉伊郡岩泉町

訪問介護員 町内の利用者の方のお宅に訪問し、生活援助、身
体介護等の業務を行います。
・移動は自家用車を使用していただき、交通費は
別途支給となります。
・平均件数は４～５件です。未経験の方には担当

岩手県下閉伊郡山田町川向
町７番４号

有限会社　山崎タク
シー

雇用期間の定めなし
又は7時15分～18時00分
の間の4時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

介護職員初任者研修修
了者、ホームヘルパー
２級　のいずれか

パソコン指導員 精神・知的障がい者の就労支援を目的とする福祉
事業所「ジョブシーズみやこ」で、上記利用者の
ＰＣデータワークの教育指導と作業指示にあたっ
ていただきます。

岩手県宮古市南町１１－１
８　田川ビル２Ｆ

一般社団法人　フロ
ムいわてソリュー
ション

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5時間以上
岩手県宮古市

庶務（事務） 当社事務所兼宿舎において下記の業務を行ってい
ただきます。
・来客や電話・メールの対応
・役所等への書類提出や買い物、現場事務所等外
出用務

岩手県宮古市磯鶏沖８－２
５

有限会社　リアライ
ズ

雇用期間の定めなし
又は8時00分～17時00分
の間の4時間以上

岩手県宮古市

パソコン基本操作
（ワード・エクセル）

ができる方

事業所名
求人番号

ガソリンスタンド販売員
（田野畑ＳＳ）

ガソリンスタンド販売員の業務に従事していただ
きます。
・車両への給油業務、応対サービス
・窓ふき、洗車等
・その他付随する業務

岩手県下閉伊郡山田町船越
第６地割１４２－１２

株式会社　サカモト

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

（7月15日時点の内容です）

７月１１日　から　　７月１５日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は７月２８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

◎ 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。

令和４年７月２１日発行

TEL 0193－63－8609

ハローワーク 宮古

宮古公共職業安定所

パートタイム



(1)8時00分～13時30分
1人 1,000円～1,000円

パート労働者 不問 パソコン入力操作程度 03030- 2352521
交替制あり
(1)13時00分～22時00分

1人 1,000円～1,000円 (2)17時00分～22時00分
(3)15時00分～20時00分

パート労働者 不問 パソコン入力操作程度 03030- 2353421

2

フロントスタッフ（遅番） ホテルに関する業務全般を行っていただきます。
【主な業務内容】
○フロント業務（チェックイン、チェックアウ
ト）
○電話対応

岩手県宮古市藤の川１５番
地３８号

ルートインジャパン
株式会社　　ホテル
ルートイン宮古

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

フロントスタッフ（早番） ホテルに関する業務全般を行っていただきます。
【主な業務内容】
○フロント業務（チェックイン、チェックアウ
ト）
○電話対応

岩手県宮古市藤の川１５番
地３８号

ルートインジャパン
株式会社　　ホテル
ルートイン宮古

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市


