
普通自動車免許一種
(1)9時00分～17時15分

1人 905円～1,139円

パート労働者 不問 03030- 2962511

(1)9時00分～14時00分
1人 830円～850円

パート労働者 不問 03030- 2965311
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～12時00分

1人 855円～855円

パート労働者 64歳以下 03030- 2956411
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～16時30分
1人 869円～896円

パート労働者 不問 03030- 2957011
普通自動車免許一種

(1)9時00分～16時00分
1人 900円～900円

パート労働者 59歳以下 03030- 2959611

(1)17時30分～8時30分
3人 821円～821円

パート労働者 18歳以上 03030- 2950911
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～15時00分

1人 830円～830円

パート労働者 不問 03030- 2951111
変形（1年単位）
(1)9時00分～14時00分

1人 821円～850円

パート労働者 59歳以下 03030- 2952711
変形（1年単位）
(1)11時00分～16時30分

1人 821円～900円

パート労働者 59歳以下 03030- 2953811
普通自動車免許一種

(1)6時30分～11時00分
1人 821円～821円 (2)15時00分～17時00分

パート労働者 不問 03030- 2941611
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～9時30分
2人 1,000円～1,200円 (2)16時15分～17時45分

パート労働者 64歳以下 03030- 2942911
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～12時00分

2人 830円～830円 (2)13時00分～17時15分

パート労働者 不問 03030- 2943111

(1)8時00分～17時00分
5人 1,500円～1,875円 (2)21時00分～6時00分

パート労働者 18歳以上 03030- 2944711

1

事業所名
求人番号

会計年度任用職員（産業廃
棄物適正処理指導員Ａ）

宮古保健福祉環境センター　環境衛生課におい
て、下記の業務を行っていただきます。
（１）産業廃棄物等の処理の巡回監視に関するこ
と。
（２）産業廃棄物等の排出事業所及び処理施設等

岩手県宮古市五月町１－２
０
岩手県宮古地区合同庁舎
２階

沿岸広域振興局　保
健福祉環境部　宮古
保健福祉環境セン
ター雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
岩手県宮古市

（9月27日時点の内容です）

９月２１日　から　　９月２７日　までに受理した求人です。＜次回発行日は１０月７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

ワード、エクセルなど基本
操作ができること。

介護職員／宮古 当施設内デイサービスでの介護業務全般を行いま
す。
・送迎
・レクレーション
・昼食時やおやつ時の介助、入浴介助、排泄介助

岩手県宮古市向町２番３４
号

有限会社　介護施設
あお空

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調剤事務 ・処方せん受付
・パソコンを使用し専用ソフトへの入力
・薬の納品管理及び納品書の整理、電話応対
・カルテやお客様に記入していただいたアンケー
トの整理作業

岩手県宮古市西町１－７－
２６

有限会社　メディカ
ル小野

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市
パソコンの簡単な操作

可能な方

サービスアシスタント 当社にて自動車整備の補助業務を行っていただき
ます。

・整備車両の補助
・洗車および車内清掃

岩手県宮古市実田１丁目８
－１２

株式会社　宮古日産

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務補助員／学校教育課
（会計年度任用職員）

宮古市教育委員会　学校教育課に勤務となりま
す。
・学校文書仕分け
・資料データ作成事務
・学校経費支払事務補助

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）

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

クリンクルー（パート崎
鍬ヶ崎）

請負先施設内において、以下の業務を行っていた
だきます。
・掃除機・モップ・ホーキ・タオル等を使って廊
下、階段、各部屋　（病室含む）、トイレ等の掃
除、ゴミの回収を行います。

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

宿直員 施設内での宿直業務
・施設内における施錠・解錠の確認
・夜間および早朝時間帯の電話取次
・建物内の電気、ガス、水道等の確認
・災害時の関係者への連絡等

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第４
地割１－２０

社会福祉法人　若竹
会　サンホームみや
こ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

惣菜部門／１１：００～１
６：３０

惣菜業務に従事していただきます。
・簡単な惣菜調理
・商品製作（寿司・弁当などの調理）
・商品の品出し及び陳列
・接客や店舗内の清掃作業など

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

販売員・チェッカー スーパーマーケット玉木屋において、レジチェッ
カー係を担当していただきます。
・主にレジ業務
・接客
・商品の品出し

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

送迎ドライバー デイサービス利用者の送迎を行っていただきま
す。
・山田町内の利用者宅から施設までの送迎
・介助員１名と２名体制で５人程度の利用者の方
を送迎します

岩手県下閉伊郡山田町石峠
第２地割３５

特定非営利活動法人
石峠宅老所

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

配達員 市内の施設、保育所、病院等に食材を配達しま
す。
・食材を検品
・コンテナボックスに仕分けされた野菜や精肉、
鮮魚の配達

岩手県宮古市山口３丁目５
－１２

山口ショッピングセ
ンター

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

警備員・交通誘導警備員
（アルバイト／宮古）

警備・交通誘導業務を行います。
・各種電話工事や建設工事に伴い道路において歩
行者や一般車両、　工事車両が安全に通行できる
ように誘導を行う
・イベント会場や駐車場、お祭り等において人や

岩手県宮古市西ケ丘２丁目
１２番１号

トータルセキュリ
ティー　株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

クリンクルー（崎鍬ヶ崎）
２

請負先施設内において、以下の業務を行っていた
だきます。
・掃除機・モップ・ホーキ・タオル等を使って廊
下、階段、各部屋　（病室含む）、トイレ等の掃
除、ゴミの回収を行います。

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

◎ 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９月３０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


