
(1)8時00分～13時00分
800円～800円

パート労働者 59歳以下 03030- 1270801
普通自動車免許ＡＴ

800円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 1265001

790円～800円

パート労働者 不問 03030- 1257001
交替制あり
(1)17時00分～18時30分

1,466円～1,466円 (2)18時30分～20時00分
(3)20時00分～21時30分

パート労働者 59歳以下 03030- 1249001
交替制あり
(1)8時30分～15時15分

800円～800円 (2)7時45分～15時15分

パート労働者 不問 03030- 1250901
交替制あり

900円～1,200円

パート労働者 不問 03010- 8762601
交替制あり

880円～990円

パート労働者 64歳以下 03010- 8621501
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1)8時00分～17時00分
1,120円～1,230円

パート労働者 64歳以下 03010- 8622001

(1)9時00分～15時00分
880円～990円

パート労働者 64歳以下 03010- 8624601
ホームヘルパー２級 交替制あり

介護職員初任者研修修了者

のいずれか 1,108円～1,308円
普通自動車免許ＡＴ

パート労働者 不問 03010- 8644801
ホームヘルパー２級 交替制あり

介護職員初任者研修修了者

のいずれか 1,108円～1,308円
普通自動車免許ＡＴ

パート労働者 不問 03010- 8645201
ホームヘルパー２級 交替制あり

介護職員初任者研修修了者

のいずれか 1,108円～1,308円
普通自動車免許ＡＴ

パート労働者 不問 03010- 8646501

１

     （4月24日時点の内容です）

　　４月２０日　から　４月２４日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は　５月１４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

事業所名
求人番号

精肉部門

1人

精肉業務に従事していただきます。
・カットされた肉のパック詰め
・商品の品出し及び陳列
・接客や店舗内の清掃作業など
　その他、付随する業務を行っていただきます。

岩手県宮古市板屋１丁目
６番６号

株式会社　玉木屋

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

経理事務

1人

びはんグループ各社の経理事務を担当していただ
きます。
・入出金管理、給与計算、帳簿作成、決算業務
・パソコンを使用した書類作成
・来客・電話対応

岩手県下閉伊郡山田町中
央町５－６

株式会社　尾半
ホールディングス

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

パソコン操作、経理事務経
験者

又は9時00分～16時00分の
間の6時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

清掃員

1人

事務所や個人宅の清掃業務全般に従事します。
・台所、浴室、トイレ、フローリング等
・１日に複数の現場を回る場合もあり
＊作業内容は依頼主により異なるので、現場指導
を受けて習得して　いただきます

岩手県宮古市実田一丁目
６番６号

有限会社　メンテ
ナンス宮古

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

又は8時00分～17時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

学習塾講師（小学生～高校
生担当）

1人

生徒１～３名程度に対し、主に数学、英語などの
学習指導１コマ
９０分で担当していただきます。
・タブレットを使用し前回の授業の振り返り、報
告業務

岩手県宮古市栄町２－４
上田ビル３Ｆ

有限会社　文海堂
（明光義塾　宮古
教室）雇用期間の定めなし

タブレットを使用した業務 岩手県宮古市

大学入試センター試験の経
験者

下膳・食器洗浄業務（８時
３０分～）

1人

・下膳
・食器洗浄（１７０食分程度の食器等）
・患者さん用のお茶の準備
・その他付随する業務


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

建設業仮設足場工事の作業
員（宮古営業所）

5人

＊足場シート貼り等
＊社内での雑務、現場での写真撮り・採寸等
＊その他、上記に関連する業務



岩手県盛岡市津志田２７
地割３７番地１５号【求
人票送付先指定あり】

有限会社　新鋭

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

岩手県宮古市

精算事務パート（宮古典礼
会館）

1人

宮古典礼会館の事務所にて下記の業務を行って頂
きます。
・電話応対
・入金処理
・現金管理

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

パソコンをある程度使える
方

又は8時00分～18時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

業務パート（宮古典礼会
館）

2人

典礼会館にて葬儀通夜の準備や、会場・祭壇の設
営、片付けなど。病院へのお迎え業務や、会葬者
様へのご案内などご親族様のサポートをお願いし
ます。
葬祭に関する知識がない方でも安心して働いてい

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

互助会会社で事務パート
（宮古支店）

1人

○書類の整理・電話応対。パソコン作業・お客様
へのお茶出しなど冠婚葬祭業を営む当社の支店に
て、事務業務を行っていただきます。

未経験者でも安心の研修を行います。

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

パソコンをある程度使える
方

岩手県宮古市

訪問介護員（宮古）

2人

在宅での生活を支える為に必要な生活支援
・調理、洗濯、生活必需品の買い物、掃除等

身体介護
・食事介助、入浴介助、排泄介助等

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5時間程度

岩手県宮古市

訪問介護員（宮古西町）

3人

＊訪問介護業務

在宅での生活を支えるために必要な生活支援
・調理、洗濯、生活必需品の買い物、掃除等


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4時間程度

岩手県宮古市

訪問介護員（八木沢）

2人

在宅での生活を支える為に必要な生活支援
・調理、洗濯、生活必需品の買い物、掃除等

身体介護
・食事介助、入浴介助、排泄介助等

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5時間程度

岩手県宮古市

◎ 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３０日発行  


