
交替制あり

2人 988円～988円

パート労働者 不問 03010-18779921

(1)9時00分～16時30分
1人 1,285円～1,385円

パート労働者 不問 03010-18780721
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～15時00分
1人 821円～850円

パート労働者 69歳以下 03030- 2667221

(1)7時00分～12時30分
2人 900円～1,100円 (2)13時00分～18時30分

パート労働者 不問 03030- 2669421

(1)7時45分～9時00分
1人 850円～850円 (2)13時45分～15時00分

パート労働者 不問 03030- 2671121

3人 1,000円～1,100円

パート労働者 不問 03020- 1582421

(1)9時00分～15時00分
5人 847円～847円 (2)13時00分～17時00分

パート労働者 不問 03030- 2649821
変形（1ヶ月単位）

ＰＣスキル　必須 (1)9時30分～18時30分
1人 821円～900円 (2)9時30分～16時30分

パート労働者 不問 03030- 2651321

(1)8時30分～16時30分
1人 869円～896円

パート労働者 不問 03030- 2653921
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

2人 1,130円～1,680円

パート労働者 不問 03030- 2655021
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

1人 900円～910円 (2)7時00分～16時00分
(3)10時00分～19時00分

パート労働者 不問 03030- 2656721
普通自動車免許ＡＴ

(1)10時00分～17時00分
1人 840円～840円

パート労働者 不問 12080-14015821
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営業アシスタントスタッフ
（宮古店）

◆営業・接客・販売経験者が活躍◆◆子育て中の
方歓迎◆
ユニットハウス展示場に来店またはお電話でお問
合せいただく
様々な業種の経営者からファミリーまで幅広い方

千葉県柏市新十余二５ 三協フロンテア　株
式会社
　
＊＊＊

ＰＣでの文字入力やメール
操作など

（事務・アンケート収集等
の業務に必要なため）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

介護職／グループホームい
わいずみ

グループホームいわいずみの入居者９名に対す
る、介護サービスを提供して頂きます。
・入浴、排泄、食事、移動等の介助
・レクリエーションの企画運営
・その他、記録や送迎等の入居者様の生活支援全

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） 簡単なタブレット端末

の操作
岩手県下閉伊郡岩泉町

看護師又は准看護師【日勤
帯】

当施設入所利用者・通所リハビリテーション利用
者への看護業務全般。
利用者様に対し、
・医師の指示による医療処置（看護）
・バイタルチェック

看護師、准看護師
のいずれか

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）

タブレット端末の基本
的な操作。（操作不可

でも応募可）
又は8時30分～17時30分
の間の4時間程度

岩手県宮古市

事務補助員／介護保険課
（会計年度任用職員）

宮古市役所介護保険課に勤務となります。
・郵便収受発送・庶務事務
・来庁者窓口対応等の介護保険課事務補助
・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
月未満） 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

パソコンインストラクター
／宮古校

当社「宮古校」にて、下記業務を行っていただき
ます。
・ワード・エクセル・パワーポイントなどのパソ
コンの操作説明
・生徒さんの操作フォロー

岩手県宮古市五月町１ー１ ＹＥＳネットワーク
三陸　株式会社

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）基本操作がで

きる方
岩手県宮古市

電子部品製造に関わる軽作
業／実田工場

電子部品の袋詰めや箱詰め等、製造に関連した作
業を行って頂きます。シーラー作業（ハンド機械
操作）もあります。
手先を使い、立ち作業です。
◆製造業初心者・未経験者歓迎！

岩手県宮古市板屋３－１１
－１５

株式会社　エム・ア
イ・エス東北工場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 又は9時00分～19時00分

の間の3時間以上
岩手県宮古市

わさび収穫作業 岩泉町にて、わさびの収穫作業および選別作業を
して頂きます。
岩泉町の山林で林間栽培している
・わさびの収穫
・葉っぱ切作業

岩手県釜石市甲子町第４地
割１３－４７

カネ弥　株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 又は8時00分～17時00分

の間の4時間以上
岩手県下閉伊郡岩泉町

送迎バス添乗員 送迎バスの添乗員に従事します。
・送迎コースの園児を確認し乗車
・バス内での見守り
・園到着後のバス内清掃、消毒作業等
園バスはハイエース。２台あり市内をコース別に

岩手県宮古市西町３丁目３
－２６

学校法人　岩手キリ
スト教学園　認定こ
ども園　宮古ひかり

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

保育補助 ０歳から５歳児の保育補助業務を担当していただ
きます。
・食事のお世話　　
・遊びの見守り
・お着替え・トイレ等の補助

岩手県宮古市西町３丁目３
－２６

学校法人　岩手キリ
スト教学園　認定こ
ども園　宮古ひかり

幼稚園教諭免許(専修･
１種･２種)、保育士、
子育て支援員　のいず

れか
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

事務兼配達／仕出しいっぷ
く

仕出しいっぷくにて一般事務、経理事務や配送業
務に従事
【事務】
・パソコンを使用しての伝票作成、集金など
【配送】

岩手県下閉伊郡山田町船越
第６地割１３４－１

株式会社　いっぷく

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

デイサービス看護スタッフ
（八木沢）

デイサービスにおける看護業務
・バイタルチェック
・配薬
・処方薬の塗布
・緊急時の対応

岩手県盛岡市盛岡駅西通２
－９－１　マリオスビル１
２Ｆ

株式会社　ニチイ学
館　盛岡支店看護師、准看護師

のいずれか
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

デイサービスの介護員（八
木沢）

デイサービスにおける介護業務全般を行っていた
だきます。
・入浴介助
・給食・食事介助
・レクリエーションの企画・実行等

岩手県盛岡市盛岡駅西通２
－９－１　マリオスビル１
２Ｆ

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～17時30分

の間の6時間程度
岩手県宮古市

（8月12日時点の内容です）

８月８日　から　　８月１２日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は８月２５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８月１８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



2


