
普通自動車免許ＡＴ
(1)9時00分～17時00分

1人 880円～990円

パート労働者 64歳以下 03010-24123501

(1)8時45分～17時30分
1人 830円～880円

パート労働者 不問 03010-23885401

3人 810円～910円

パート労働者 不問 03030- 3585701

1人 800円～820円

パート労働者 不問 03030- 3586801

(1)8時30分～17時00分
2人 905円～905円

パート労働者 不問 03030- 3587201
普通自動車免許ＡＴ

1人 900円～1,200円

パート労働者 不問 03030- 3566601

(1)14時00分～18時30分
1人 850円～850円

パート労働者 不問 03030- 3569401

(1)13時00分～15時30分
2人 800円～900円 (2)16時00分～19時00分

パート労働者 64歳以下 03030- 3574601

(1)7時30分～9時00分
1人 800円～900円 (2)14時00分～15時30分

パート労働者 64歳以下 03030- 3576101

(1)8時30分～16時30分
1人 794円～963円

パート労働者 不問 ワード・エクセルの操作 03030- 3577401
普通自動車免許ＡＴ

1人 850円～950円

パート労働者 64歳以下 03030- 3559901
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～17時30分
1人 850円～850円

パート労働者 64歳以下 03030- 3560701

(1)8時00分～11時00分
2人 820円～820円

パート労働者 59歳以下 03030- 3562201

(1)8時00分～15時00分
2人 1,002円～1,002円

パート労働者 不問 03030- 3558601

(1)22時00分～6時00分
2人 793円～793円

パート労働者 18歳以上 03030- 3553801

(1)6時50分～7時50分
1人 793円～793円 (2)16時50分～18時50分

パート労働者 不問 03070- 5721201

1

（12月28日時点の内容です）

１２月２２日　から　１２月２８日　までに受理した求人です。＜次回発行日は１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

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。

＜受付業務＞
患者様の受付を行います。
保険証や受給者証の確認、問診票をお渡しやカル

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
月未満） 岩手県宮古市

事業所名
求人番号

精算事務パート（宮古典礼
会館）

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

岩手県宮古市
パソコン操作　ある程

度使える方

インターネット通販事務 ネット通販の対応全般をお願いします。
・パソコンでの受発注対応
・ページの管理
・商品の発送準備
・顧客への連絡等

岩手県宮古市上鼻２－１－
３３

株式会社　大濱正商
店

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時間程度
岩手県宮古市

銀行事務 当支店において、預金・為替オペレーション業務
（専用の端末機を使用します）を行っていただき
ます。
・県公金収納とりまとめ、各種諸届整理
・窓口来客対応などの後方事務

岩手県宮古市末広町７－２
０

株式会社　岩手銀行
宮古中央支店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は9時00分～16時00分

の間の5時間
岩手県宮古市

パソコン操作、メール

法律事務補助 法律事務所にて、法律事務全般の補助をしていた
だきます。
・来客対応、電話対応
・外出用務（金融機関や裁判所等、社用車使用）
・簡易な文章作成、文章校正

岩手県宮古市長町１丁目７
番６号

松本法律事務所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は9時00分～19時00分 岩手県宮古市

金型設計アシスタント 携帯電話やスマートフォン等、モバイル機器、パ
ソコン、自動車用電子機器などに幅広く使用され
ているコネクターの製造をしています。
・コネクタ製品用の金型部品のトレース・サンプ
ル測定及び部品

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

ＰＣデータ作成（ワー
ド、エクセル）

清掃作業員／五月町 日常清掃作業に従事していただきます。
・モップ掛け、ほうきや掃除機などを使用しての
清掃
・ゴミの回収作業
・その他トイレ内の清掃

岩手県宮古市藤の川１３－
２３

宮古環境管理株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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
月未満） 又は7時30分～18時30分

の間の8時間程度
岩手県宮古市

事務補助 上下水道課において一般事務補助に従事していた
だきます。
・水道事業、公共下水道事業に係る納付書作成、
収納消込、伝票作　成、電話・窓口対応等
・文書作成、印刷、フォームへの入力

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
月未満） 岩手県下閉伊郡岩泉町

清掃作業員／宮町 日常清掃作業に従事していただきます。
・モップ掛け、ほうきや掃除機などを使用しての
清掃
・ゴミの回収作業
・その他トイレ内の清掃

岩手県宮古市藤の川１３－
２３

宮古環境管理株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護員／グループホームま
ぶる

当施設において認知症介護全般を行っていただき
ます。
・食事、入浴、排泄の介助、レクの支援、通院介
助等
・９名の入居者の方を、職員８名で対応していま

岩手県下閉伊郡山田町大沢
４地割３８番地５

有限会社ヘルパーは
うす

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

一般事務員 当社において下記の業務に従事して頂きます。
・電話対応、来客対応
・銀行等への外出用務
・伝票処理、請求処理
・折り込みチラシの組込み作業

岩手県宮古市磯鶏沖８－１
９

株式会社　岩手日報
みやこ河南センター

雇用期間の定めなし
又は8時30分～16時30分
の間の6時間程度

岩手県宮古市
ＰＣの簡単な基本操作
（ワード・エクセル等）

学校フォローアッププラン
推進員／会計年度任用職員

岩泉町内の小学校で、様々な障がいのある児童生
徒に、学校生活上の介助や学習活動上の支援等を
行っていただきます。
・日常生活上の介助
・学習活動、教室移動時の介助など

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字松橋２１－１

岩泉町教育委員会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 岩手県下閉伊郡岩泉町

品出し・補充 主に雑貨や食料品コーナーの商品補充や陳列作業
に従事します。
・当店では、医薬品、化粧品、雑貨、食料品等を
取り扱っていま
　す。賞味期限や消費期限を確認しながら作業を

岩手県宮古市南町１４ー３ 株式会社　ツルハド
ラッグ　宮古南町店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

警備員（岩手県立宮古商工
高等学校工業校舎）

◆当社請負先の警備業務をお願いします。

・校舎内外の施錠、開錠、巡回業務
・学校職員出勤前、退勤後の電話対応
・その他付随する業務

岩手県北上市幸町２番５号 北上ビルメン　株式
会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 岩手県宮古市

販売員（２２時～６時） コンビニ店での販売及び接客業務に従事していた
だきます。
・主にレジ業務・袋詰め・商品陳列・品出しなど
・店舗内外の清掃


岩手県下閉伊郡山田町大沢
第１地割４３番地５号

セブンーイレブン
山田町大沢店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

◎ 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３年１月７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


