
(1)8時00分～17時00分
2人 1,400円～1,750円 (2)21時00分～6時00分

パート労働者 18歳以上 03030- 2422821

(1)8時30分～12時30分
1人 1,200円～1,600円 (2)14時00分～17時00分

パート労働者 59歳以下 03030- 2427621
普通自動車免許ＡＴ

保健師 (1)8時30分～17時15分
1人 1,005円～1,181円

パート労働者 不問 03030- 2410921
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1)9時00分～16時00分
1人 824円～1,171円

パート労働者 不問 03030- 2417421
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～16時00分
1人 900円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 2405721

(1)11時00分～15時40分
1人 905円～1,129円

パート労働者 不問 03030- 2408521
交替制あり
(1)9時00分～15時00分

1人 900円～990円 (2)11時00分～17時00分

パート労働者 64歳以下 03010-16866521
普通自動車免許ＡＴ

1人 850円～850円

パート労働者 不問 03010-16737921

(1)9時00分～17時00分
2人 900円～990円

パート労働者 64歳以下 03010-16758221

(1)9時00分～16時00分
1人 1,000円～1,000円

有期雇用派遣パート 不問 エクセルの入力 03010-16709221
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1)9時00分～17時00分
2人 900円～1,000円 (2)9時00分～15時00分

パート労働者 64歳以下 35020- 8252921
交替制あり
(1)9時40分～17時00分

1人 821円～821円 (2)11時40分～19時00分
(3)9時40分～19時00分

パート労働者 不問 03030- 2398121

(1)12時30分～20時30分
1人 900円～900円

パート労働者 不問 03030- 2399021

6人 905円～1,129円

パート労働者 不問 03030- 2400321

1

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

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

レジチェッカー・品出し
（１２時３０分～）

主に業務用の容量の多い食品などを取り扱ってい
るスーパーになります。
・商品の陳列、品出し、包装、レジ操作会計、接
客等を行います。
・初めての方でも指導しますのでご応募下さい。

岩手県下閉伊郡山田町大沢
第２地割４８番地４

株式会社　マルイチ
業務スーパー　山田
店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

岩手県宮古市五月町１－２
０　宮古地区合同庁舎内

岩手県宮古市、下閉伊郡
岩泉町

玩具販売 キッズウォーカー宮古店での玩具、雑貨の販売。
・商品の検品、品出し、接客、レジ操作
・店内商品陳列、清掃
・商品の包装等
業務全般に携わっていただきます。

岩手県宮古市長町１丁目８
－３２

株式会社　白牡丹
キッズウォーカー宮
古店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

生花作成・配送／パート
（フラワー愛　宮古）

・典礼会館にてお葬儀で使用するフラワーの作成
　会場のコーディネート
　祭壇の装飾
　お花の管理
　配送等

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

部品測定・データ入力（宮
古市）

派遣先工場において、次の業務を行います。
・部品を測定機にセットし、サイズを測る。
・測った結果をエクセル（定型の表）に入力
・座り仕事です。
・エクセルは入力のみ行い、関数の設定やグラフ

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
月未満）

岩手県宮古市

仏壇・仏具店での事務職／
パート（合掌堂宮古店）

＼＼人気の事務職大募集／／
★仏壇・仏具・墓石を販売する合掌堂にてお客様
の大切な
　お買い物のサポートをお願い致します★
－お仕事の内容－

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
又は9時00分～17時00分
の間の5時間程度

岩手県宮古市
パソコンがある程度使

える方

配達および精肉加工（宮古
事業所）

主に飲食店やホテル、給食施設等に食肉を主体と
した食品等を配達していただきます。
配達に伴う精肉加工作業もあります。
配達には軽トラ、又は１ＢＯＸ車を使用。
配達エリアは宮古市内が中心です。

岩手県八幡平市大更２１－
５２－１

株式会社　肉の横沢

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は9時00分～18時00分

の間の7時間以上
岩手県宮古市

支店事務パート（宮古支
店）

○冠婚葬祭を営む当社の支店にて
・電話応対・書類の整理・現金の入金管理
・ご来店頂いたお客様へのお茶出しなどの接客
・パソコン作業
　などを行っていただきます☆

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

緊急対策支援職員（会計年
度任用職員）

新型コロナウイルス感染症の影響により、急増し
ている教員の業務のうち、以下の業務を支援する
もの。
　１　教室内の換気や、机・椅子・ドアノブ等の
消毒作業

岩手県宮古市大字崎山第５
地割８８番地

岩手県立宮古恵風支
援学校

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

事務 当社において主に下記の業務を行います。
・福祉用具（介護ベット、車イス、手すり、歩行
器、ポータブルトイレ等）のレンタル、販売にお
ける請求事務
・医療機器、衛生用品等販売における請求事務

岩手県宮古市神林７－１０ 株式会社　ＴＡＫＵ
ＭＩコーポレーショ
ン

雇用期間の定めなし
又は9時00分～18時00分
の間の6時間程度

岩手県宮古市
ワード・エクセル基本

操作

職業指導員 利用者さんへの職業指導を行います。
・店舗での販売接客
・調理
・利用者さんの送迎業務をする場合もあります
・送迎車は軽自動車、車イス車両を予定

岩手県宮古市板屋三丁目１
１番１号

社会福祉法人　自立
更生会　宮古アビリ
ティーセンター

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

保健師／健康課（会計年度
任用職員）

宮古市役所健康課に勤務となります。
・母子健康手帳交付に関すること
・産婦健康診査集計に関すること
・幼児健診・健康相談の計測に関すること
・がん疾病アンケートに関すること

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

看護師又は准看渡師 当院において、下記の業務に従事していただきま
す。
・医師の診察においての診療介助
・患者さんのお世話
・処置、検査介助、注射、血圧、検温

岩手県宮古市大通４丁目２
－２１

関根内科小児科

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

警備員・交通誘導警備員
（アルバイト／宮古）

警備・交通誘導業務を行います。
・各種電話工事や建設工事に伴い道路において歩
行者や一般車両、　工事車両が安全に通行できる
ように誘導を行う
・イベント会場や駐車場、お祭り等において人や

岩手県宮古市西ケ丘２丁目
１２番１号

トータルセキュリ
ティー　株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

看護師、准看護師
のいずれか

（7月25日時点の内容です）

７月１９日　から　　７月２５日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は８月４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２８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
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