
(1)10時00分～17時00分
1人 850円～950円

パート労働者 不問 03010- 4326311

2人 800円～800円

パート労働者 59歳以下 03030-  636011

2人 800円～800円

パート労働者 59歳以下 03030-  637311

(1)8時30分～17時15分
1人 普通自動車免許ＡＴ 970円～1,144円

パート労働者 不問 03030-  638611

(1)9時00分～13時00分
1人 870円～870円

パート労働者 不問 03030-  642211

1人 971円～1,144円

パート労働者 不問 03030-  629311
教諭免許（種別不問）
普通自動車免許ＡＴ (1)8時30分～16時30分

2人 971円～1,144円

パート労働者 不問 03030-  631711

1人 850円～900円

パート労働者 不問 03030-  635411
交替制あり
(1)7時30分～12時30分

3人 800円～950円 (2)8時30分～13時30分
(3)10時00分～13時45分

パート労働者 不問 04010-11363411
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)6時30分～13時30分
2人 923円～923円 (2)13時30分～19時30分

パート労働者 不問 03030-  621911

(1)7時00分～11時00分
1人 800円～862円

パート労働者 不問 03030-  623711

2人 869円～896円

パート労働者 不問 03030-  611311

1人 869円～896円

パート労働者 不問 03030-  612611
普通自動車免許一種

(1)8時30分～16時00分
1人 800円～800円 (2)8時30分～12時00分

パート労働者 不問 03030-  616811

1

（2月26日時点の内容です）

２月２２日　から　　２月２６日　までに受理した求人です。＜次回発行日は３月１１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

ハーネス（電線）加工／３
時間勤務

・電線を剥ぎ、工具を使用してのピンの圧着
・圧着後コネクタへの挿入、組立

＊細かな部品もありますが拡大鏡などの使用は無
く、目視による

岩手県宮古市大字津軽石第
１９地割１８

有限会社　宮町電子

雇用期間の定めなし
又は9時00分～17時00分
の間の3時間程度

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

洗車作業員（宮古店） 洗車作業員の業務を担当していただきます。
・展示車両の洗車
・洗車機にかけた車の拭き上げ作業
・車内の清掃
・ピット内の清掃など、その他指示された業務

岩手県盛岡市上堂４丁目１
１－１６

ホンダカーズ岩手中
央　（南ホンダ自動
車　株式会社）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

介護予防指導員／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。

・在宅高齢者に対する家庭訪問（健康状態の確
認・助言）
・訪問記録等、文書作成業務

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

電子機器の組立作業員／３
時間勤務

センサーの組立業務に従事していただきます。
・手作業でプラスチックケースに部品を取り付け
る作業
　簡単な作業から行っていただきますので、未経
験の方も安心して　ご応募下さい。

岩手県宮古市大字津軽石第
１９地割１８

有限会社　宮町電子

雇用期間の定めなし
又は9時00分～16時00分
の間の3時間程度

岩手県宮古市

保健師または看護師
のいずれか

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作ができること

学校支援員（会計年度任用
職員）

宮古市立宮古西中学校において、下記の業務に従
事していただきます。
・各教科の授業における教科担任のサポート業務
・中学生への学習指導支援、生徒指導支援、個別
指導支援業務

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） 又は8時00分～16時30分

の間の7時間
岩手県宮古市

事務員 マリンコープドラ店舗内事務所において事務業務
に従事していただきます。
・パソコンを使用し伝票入力（専用ソフトへの数
字・文字入力）
・伝票整理、書類作成、ファイリング

岩手県宮古市小山田二丁目
２－１

いわて生活協同組合
宮古ショッピングセ
ンター　マリンコー
プＤＯＲＡ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

中学校教諭免許（専修・１
種・２種）または    教諭

免許（種別不問）

レストランフロアー ゴルフ場のレストランにおいて、下記業務を行い
ます。
・ご利用のお客様の注文、配膳、片付け
・清掃等


岩手県宮古市崎山第４地割
８６－３

株式会社　宮古カン
トリークラブ

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時間以上
岩手県宮古市

教育指導員兼事務補助員
（会計年度任用職員）

宮古市教育研究所において、下記の業務に従事し
ていただきます。
○不登校児童生徒の適応指導教室の運営
・児童生徒の復学支援（学習支援、生活改善支援
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

生活支援員 生活支援に係る業務全般となります。
・当施設利用者の日中活動（軽作業）や通院、買
い物（２～３名）
　の付き添いなど
・食事、入浴、排泄、着替え等の介助

岩手県宮古市崎山第５地割
９４

社会福祉法人　若竹
会　わかたけ学園

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

院内売店　販売員／Ｙ
ショップ県立宮古病院店

病院内売店における販売業務全般
（レジ業務・商品陳列・発注・清掃など）
が主な業務となります。



宮城県仙台市青葉区上愛子
字上遠野原９－５１

ワタキューセイモア
株式会社　東北支店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

特別支援教育支援員兼事務
補助員（会計年度任用職
員）

宮古市立小・中学校において下記の業務に従事し
ていただきます。
・特別支援を要する児童生徒の学校生活支援、日
常生活介助
・学習支援、移動介助、学校行事介助

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） 又は8時00分～16時30分

の間の7時間
岩手県宮古市

清掃員 生涯学習部門に属し指定管理施設の清掃業務に携
わっていただきます。
・町民会館、図書館の清掃業務
・各施設内外の清掃
・備品管理（スリッパ等一部）

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字松橋２１－１

特定非営利活動法人
岩泉地域活動推進セ
ンター

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作ができること

事務職 ・パソコン（専用ソフト）を使用しての見積書・
請求書・各種申請　書類作成、データ入力
・書類のファイリング、整理
・事務所内清掃
・電話、来客対応

岩手県下閉伊郡山田町織笠
１２－２－７１

三陸自動車商会　有
限会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

介助員兼事務補助員（会計
年度任用職員）

宮古市立小・中学校において下記の業務に従事し
ていただきます。
・身体的介助を要する児童・生徒の介助、付き添
い、授業の支援
・学校事務の補助

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） 又は8時00分～16時30分

の間の7時間
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

ワード・エクセル基本
操作

◎ 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３月４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


