
8人 917円～1,144円

パート労働者 不問 03030- 3256301

(1)17時00分～22時00分
2人 793円～793円

パート労働者 不問 03030- 3258901

(1)9時00分～15時00分
3人 818円～818円

パート労働者 不問 03030- 3244801

(1)8時30分～17時00分
1人 905円～905円

パート労働者 不問 03030- 3245201

(1)8時30分～16時30分
2人 878円～878円

パート労働者 不問 03030- 3249601

(1)9時10分～16時00分
1人 850円～850円

パート労働者 不問 03030- 3234401

(1)8時30分～14時30分
1人 800円～800円

パート労働者 不問 03030- 3240901

(1)9時00分～15時00分
1人 800円～800円

パート労働者 不問 03030- 3241101

(1)14時00分～18時30分
1人 850円～850円

パート労働者 不問 03030- 3232901
普通自動車免許ＡＴ

(1)10時00分～16時00分
1人 900円～1,100円

パート労働者 59歳以下 03030- 3224601

(1)15時00分～23時00分
1人 793円～793円

パート労働者 18歳以上 03030- 3228701

(1)8時00分～16時30分
1人 850円～850円

パート労働者 59歳以下 03030- 3230301
交替制あり
(1)7時30分～11時00分

2人 830円～880円 (2)7時30分～15時30分
(3)7時30分～16時15分

パート労働者 不問 03010-22156401

(1)9時30分～17時00分
1人 1,000円～1,000円

パート労働者 59歳以下 03010-22174701

(1)9時00分～15時30分
2人 850円～850円 (2)10時00分～16時30分

有期雇用派遣パート 不問 03010-22176201

1

事業所名
求人番号

保育士（いわいずみ・こが
わ・おもと）

各こども園にて園児の保育業務をしていただきま
す。
・園児の遊び、食事介助、寝かしつけ、おたより
記載
・教室の整理整頓

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字惣畑５９番５

岩泉町役場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は7時30分～19時00分

の間の4時間以上
岩手県下閉伊郡岩泉町

（11月30日時点の内容です）

１１月２４日　から　１１月３０日　までに受理した求人です。＜次回発行日は１２月１０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

保育士、看護師、准看
護師、幼稚園教諭免
許、小学校教諭免許の

いずれか

電子部品組立又は検査作業 〇電子部品組立作業
・指サックを使用し手作業業務
・様々な大きさの部品を担当毎に行っていきま
す。
〇検査作業

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） 岩手県宮古市

販売員 店内での販売業務全般を行っていただきます。
・接客・レジ業務
・商品品出し、陳列、検品、補充
・フード調理、販売
・店舗内外の清掃

岩手県宮古市鍬ヶ崎上町１
－２１

ローソン宮古鍬ケ崎
上町店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般事務補助／税務課（会
計年度任用職員）

税務課での勤務となります。担当職員指示のも
と、下記の業務を行っていただきます。
・各種資料整備、課税基本簿の整理

・データ入力作業、会計伝票整理

岩手県下閉伊郡山田町八幡
町３－２０

山田町役場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 岩手県下閉伊郡山田町

事務職 携帯電話やスマートフォンで使用される電子部品
（コネクタ）製造に関する事務処理を行っていた
だきます。
・取引先企業に対する送り状などの各種伝票処理
・専用ソフトへの数字入力

岩手県宮古市赤前第２地割
２１番地２

東北ヒロセ電機　株
式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 岩手県宮古市

パソコン（ワード・エ
クセル）の基本操作が

出来る方

ワード・エクセルの操
作ができること

惣菜部門 惣菜部門での業務に従事していただきます。
【惣菜部門】
　お弁当やおかずなど惣菜類の調理、盛り付け、
パック詰め、品出　し、食材の切り方、炊飯等の
仕込み作業。２～３人体制。

岩手県宮古市佐原３丁目１
１－２

有限会社　フード
ショップはこいし

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

検査係 検査作業全般に従事していただきます。
・座っての作業となります
・目視によるバネの汚れやキズ、不良などが無い
か検査
・その他、工場内の清掃など雑務作業

岩手県下閉伊郡岩泉町猿沢
日向前１１４－１

特殊バネ株式会社
岩手工場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡岩泉町

指導員／津軽石学童の家 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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は7時30分～18時30分

の間の8時間程度
岩手県宮古市

鮮魚部門 鮮魚部門での業務に従事していただきます。
【鮮魚部門】
　鮮魚の加工（開き、切り身等）、パック詰め、
品出し等の業務。
　２人体制。

岩手県宮古市佐原３丁目１
１－２

有限会社　フード
ショップはこいし

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

販売員（根市店）１５時～
２３時

ローソン宮古根市店での業務となります。
・接客
・レジ打ち
・商品袋詰め
・電話対応

岩手県宮古市大字根市第２
地割字中割目六番四

ローソン宮古根市店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務職兼補助員 下記の業務に従事していただきます。
・書類整理、ファイリング、文書作成、書類配送
処理
・来客、電話応対
・セミナー開催時補助（受付、会場設営、資料配

岩手県宮古市宮町２丁目２
番１９号

株式会社　メディケ
ア・システム

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市
簡単なＰＣ操作あり
（ワード、エクセル）

経理、営業、介護、医療に関
するいずれかの業務経験

医療事務（宮古市） 請負先の医療機関にて医事業務全般を行います。

＜物品搬送供給業務＞
院内で使用する薬剤のオーダーを受けてセットを
作ります。

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） 岩手県宮古市

運転手 ４ｔトラックでの、木材製品（主にチップ）等の
運転業務となります。

・運搬範囲は宮古市内で藤原埠頭から磯鶏地区ま
での運行となりま　す

岩手県宮古市磯鶏２丁目４
－２３

株式会社　カクヒロ
陸運

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

８トン限定中型自動車
免許

基板製造／９時～（宮古
市）

派遣先の事業所において基板製造の作業を行いま
す。
【基板】電化製品等の内部に入っている緑色の
板。


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

住宅展示場での簡単な接客
補助（宮古店）

【アテンダントスタッフ】
１．店舗清掃、設え
２．お客様入店誘導
３．接客ご案内、アンケート取得
４．営業接客の補助（来店のお客様へのお茶出

岩手県盛岡市津志田町３丁
目７番２３号

セキスイハイム東北
株式会社　北東北支
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

◎ 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２年１２月３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


