
900円～1,300円

パート労働者 不問 会計ソフトを使った経験 03030-  224901

840円～900円

パート労働者 不問 03030-  225101

(1)9時00分～15時00分
790円～910円

パート労働者 不問 03030-  226401
普通自動車第一種

790円～790円

パート労働者 不問 03030-  223601

(1)7時00分～10時00分
900円～900円

パート労働者 不問 04011-  186301

820円～820円

パート労働者 不問 03030-  216901
普通自動車免許（ＡＴ） 交替制あり

1,025円～1,125円

パート労働者 不問 03010- 1492401
交通誘導警備業務検定１級

交通誘導警備業務検定２級 (1)8時00分～17時00分
のいずれか 1,125円～1,250円

普通自動車免許（ＡＴ）

パート労働者 18歳以上 03010- 1560301
普通自動車免許（ＡＴ）

(1)8時00分～17時00分
1,000円～1,250円

パート労働者 18歳以上 03010- 1562901
交通誘導警備業務検定１級

交通誘導警備業務検定２級 (1)8時00分～17時00分
のいずれか 1,125円～1,250円

普通自動車免許（ＡＴ）

パート労働者 18歳以上 03010- 1563101
普通自動車免許（ＡＴ）

(1)8時00分～17時00分
1,000円～1,250円

パート労働者 18歳以上 03010- 1564401
交通誘導警備業務検定１級

交通誘導警備業務検定２級 (1)8時00分～17時00分
のいずれか 1,125円～1,250円

普通自動車免許（ＡＴ）

パート労働者 18歳以上 03010- 1571101
普通自動車免許（ＡＴ）

(1)8時00分～17時00分
1,000円～1,250円

パート労働者 18歳以上 03010- 1573701
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- 1383501
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- 1388101
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- 1396101
普通自動車第二種免許 交替制あり
中型自動車第二種免許 (1)8時30分～10時00分
大型自動車第二種免許 858円～958円 (2)15時30分～17時00分

のいずれか

パート労働者 不問 03010- 1406301
交替制あり
(1)7時30分～11時00分

830円～880円 (2)7時30分～15時30分
(3)9時30分～18時00分

パート労働者 不問 03010- 1428801

1

配送補助業務

2人

店の商品の配送補助業務に従事していただきま
す。
・配送の範囲は、宮古市内の他、山田町や岩泉町



岩手県宮古市宮町４丁目
２－２７

株式会社　デン
コードー　ケーズ
デンキ　宮古店雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
又は9時50分～20時10分の
間の7時間程度

岩手県宮古市

（宮古店）飲食店での接
客・調理

2人

和食レストラン『まるまつ』での接客又は料理を
行います。
　接客・・お客様のご案内、ご注文や提供作業を
行います
　調理・・すし、天ぷら、そばの調理を行います

宮城県富谷市成田９丁目
２－９

株式会社　カルラ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売・配達

1人

・商品の店頭販売、接客、包装、レジ、在庫整理
（荷物の運
　搬あり）
・注文を頂いた商品やカタログの配達、商品の発
注、チラシ

岩手県宮古市実田二丁目
２－１４

株式会社　野村商
店　宮古店（シャ
ディギフトセン
ター）

雇用期間の定めなし

又は9時30分～18時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

銀行事務

1人

支店店舗内における預金・為替オペレーション業
務（専用の端末機を使用します。）を行います。

・県公金収納とりまとめ、各種諸届整理
・窓口来客対応など

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字太田３５

株式会社　岩手銀
行　岩泉支店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

管理課事務

3人

当社において下記の業務を行っていただきます。
・ＰＣによるデータ整理（１人１台貸与）
・電話、来客対応
・書類配布、整理
・従業員手続き（社会保険、年金、健保）

岩手県宮古市大字津軽石
１９－１８

株式会社　宮古マ
ランツ

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時間以上

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

経理事務職

1人

当社において経理事務全般を行っていただきま
す。
・会計ソフト入力
・ＰＣ（ワード・エクセル）での文書、資料作成
・電話対応、来客対応

岩手県下閉伊郡山田町織
笠第１４地割３１－２

佐々総業　株式会
社

雇用期間の定めなし

又は9時00分～16時00分の
間の5時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

基本的なＰＣスキル（ワー
ド・エクセル）

     （1月24日時点の内容です）

　　１月２０日　から　１月２４日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は　２月　６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

ニチイライフ（家事代行
サービス）（宮古市）

5人

お客様宅において家事の代行をしていただきま
す。
・在宅での家事
　　掃除、炊事、草取り他
・その他の業務

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
月未満）

又は8時00分～18時00分の
間の3時間程度

岩手県宮古市

警備員Ａ（日給／宮古支
社）（有資格者）

5人

交通誘導警備、施設警備
（巡回、常駐、出入管理、列車見張）
機械警備機動要員、駐車監視員

＊交通誘導警備、施設警備、ＪＲ列車見張などに

岩手県盛岡市大通３丁目
９番１７－２０１号

株式会社　Ｍ・
Ｋ・Ｇ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

警備員Ｂ（日給／宮古支
社）

10人

交通誘導警備、施設警備
（巡回、常駐、出入管理、列車見張）
機械警備機動要員、駐車監視員

＊交通誘導警備、施設警備、ＪＲ列車見張などに

岩手県盛岡市大通３丁目
９番１７－２０１号

株式会社　Ｍ・
Ｋ・Ｇ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

警備員Ａ（日給／山田支
社）（有資格者）

5人

交通誘導警備、施設警備
（巡回、常駐、出入管理、列車見張）
機械警備機動要員、駐車監視員

＊交通誘導警備、施設警備、ＪＲ列車見張などに

岩手県盛岡市大通３丁目
９番１７－２０１号

株式会社　Ｍ・
Ｋ・Ｇ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

警備員Ｂ（日給／山田支
社）

10人

交通誘導警備、施設警備
（巡回、常駐、出入管理、列車見張）
機械警備機動要員、駐車監視員

＊交通誘導警備、施設警備、ＪＲ列車見張などに

岩手県盛岡市大通３丁目
９番１７－２０１号

株式会社　Ｍ・
Ｋ・Ｇ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

警備員Ａ（日給／岩泉支
社）（有資格者）

5人

交通誘導警備、施設警備
（巡回、常駐、出入管理、列車見張）
機械警備機動要員、駐車監視員

＊交通誘導警備、施設警備、ＪＲ列車見張などに

岩手県盛岡市大通３丁目
９番１７－２０１号

株式会社　Ｍ・
Ｋ・Ｇ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

警備員Ｂ（日給／岩泉支
社）

10人

交通誘導警備、施設警備
（巡回、常駐、出入管理、列車見張）
機械警備機動要員、駐車監視員

＊交通誘導警備、施設警備、ＪＲ列車見張などに

岩手県盛岡市大通３丁目
９番１７－２０１号

株式会社　Ｍ・
Ｋ・Ｇ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

訪問介護員（宮古）「介
護」

6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
月未満）

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）
「介護」

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
月未満）

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）「介
護」

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
月未満）

又は8時00分～18時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

通所介護におけるドライ
バー業務（宮古）

2人

通所介護サービスをご利用されるお客様の送迎
（ワンボックス車使用）

入社時に介護職員初任者研修又は旧ホームヘル
パー２級以上の資格を保有していない方は、入社

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
月未満）

経験あれば尚可 岩手県宮古市

薬品搬送業務（宮古市）

2人

病院内の薬品搬送業務

診療に使う薬品のオーダーの指示を受けセットを
作ります
その後、依頼のあった外来や病棟へ薬品を搬送し

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
月未満）

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１月３０日発行  



交替制あり
(1)8時30分～17時15分

830円～880円 (2)8時30分～14時30分
(3)8時30分～13時30分

　
パート労働者 不問 03010- 1461801

普通自動車免許（ＡＴ）

(1)8時30分～17時00分
905円～1,129円

パート労働者 不問 03030-  255501
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

863円～863円

パート労働者 不問 03030-  259901
変形（1年単位）
(1)8時30分～16時30分

904円～1,031円

パート労働者 不問 03030-  260701
普通自動車免許（ＡＴ）

(1)8時30分～15時30分
863円～980円

パート労働者 不問 03030-  261801

(1)9時00分～16時00分
904円～1,031円

パート労働者 不問 03030-  262201

(1)8時30分～16時30分
904円～1,031円

パート労働者 不問 03030-  263501
普通自動車免許（Ａ

(1)9時00分～16時00分
852円～969円

パート労働者 不問 03030-  264001

(1)8時30分～17時15分
877円～904円

パート労働者 不問 03030-  265301
大型自動車免許または 交替制あり
中型自動車免許（８ｔ (1)7時35分～13時20分
限定解除）のいずれか 819円～1,048円 (2)14時40分～20時25分
普通自動車免許第一種

パート労働者 不問 03030-  267901
普通自動車免許（ＡＴ） 交替制あり

(1)8時30分～16時30分
896円～1,084円 (2)13時45分～21時45分

パート労働者 不問 03030-  273301
保健師、看護師
のいずれか (1)8時30分～17時15分

970円～1,144円

パート労働者 不問 03030-  274601
保健師、助産師、看護師

のいずれか (1)8時30分～16時30分
普通自動車免許（ＡＴ） 971円～1,145円

パート労働者 不問 03030-  275901
交替制あり
(1)17時15分～8時30分

819円～1,048円 (2)8時30分～17時15分

パート労働者 18歳以上 03030-  238201
交替制あり
(1)8時00分～13時00分

826円～846円 (2)13時00分～18時00分

パート労働者 不問 03030-  241901

(1)9時00分～17時15分
905円～1,139円

パート労働者 不問 03030-  242101
普通自動車免許（ＡＴ）

(1)8時30分～12時30分
1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030-  251401
交替制あり

900円～900円

パート労働者 不問 13040- 8682701

2

医療事務（宮古市）

2人

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
患者様を最初に出会う医療機関の顔です


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
月未満）

岩手県宮古市

メディカルクラークまたは同
等の医療事務資格あれば尚可
医療事務経験のある方優遇
ワード・エクセル入力、操作

経験のある方

障がい者職業訓練コーチ
（会計年度任用職員）

1人

岩手県立宮古高等技術専門校において、以下の業
務を担当していただきます。
・委託訓練の受講を希望する個々の障がい者の状
況の把握
・個々の障がい者の特性や企業ニーズを踏まえた

岩手県宮古市松山８地割
２９－３

岩手県立宮古高等
技術専門校

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

船越家族旅行村管理人／水
産商工課（会計年度任用職

1人

船越家族旅行村管理人に従事していただきます。
・オートキャンプ場およびケビンハウスの予約受
付、チェックイン　チェックアウトの対応、使用
料の受領
・施設の清掃、巡視

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
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

学校支援員／学校教育課
（会計年度任用職員）

6人

山田町内各小学校・中学校において下記の業務を
行っていただきます。
・軽度発達障がい等のある、支援が必要な児童・
生徒が在籍してい　る小・中学校の学級におい
て、教員が行う指導の支援補助業務

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
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

非常勤校務員／学校教育課
（会計年度任用職員）

4人

学校校務の業務に従事。
・校舎内外の清掃、環境整備、草取り、除雪、ご
みの処理
・施設や設備の管理と補修、消耗品の交換と管理
・学校諸行事の準備など、校内の雑務を担当して

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
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

通学バス等調査員／学校教
育課（会計年度任用職員）

1人

山田町教育委員会　学校教育課において小中学校
の通学バス運行に係る調査業務を行っていただき
ます。
・通学バス運行調整
・パソコンを使用してのデータ入力・書類作成、

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
月以上）

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作が出来ること

岩手県下閉伊郡山田町

教育研究所所員／学校教育
課（会計年度任用職員）

1人

教育研究所運営に係る事務を担当していただきま
す。
・パソコンを使用し書類作成、データ入力など
・所長の指示による事務補助
・電話及び来客対応

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
月以上）

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作が出来ること

岩手県下閉伊郡山田町

地域学校支援コーディネー
ター（会計年度任用職員）

2人

町内小中学校と地域、活動団体等間の連絡調整を
行い、地域学校協働活動に係る事業の企画・運営
を行っていただきます。
・パソコンを使用しての書類作成など
・その他付随する業務

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
月以上）

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作が出来ること

岩手県下閉伊郡山田町

文化財事務補補助員／生涯
学習課（会計年度任用職

1人

生涯学習課において、文化財事業に係る補助業務
を担当していただきます。
・パソコンを使用し、データ入力・文書作成・整
理など　　
・電話応対、来客応対

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
月以上）

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作が出来ること

岩手県下閉伊郡山田町

運転技士兼学校技術員

3人

令和２年４月に宮古商業高等学校と宮古工業高等
学校が統合し「宮古商工高等学校」となります。
○商業校舎（現宮古商業高等学校）と工業校舎
（現宮古工業高等学　校）で部活を行う生徒の校
舎間運行バスの運転業務

岩手県宮古市赤前１地割
８１番地

岩手県立宮古工業
高等学校

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

施設運営事務員／市民交流
センター（会計年度任用職

2人

市民交流センターに勤務となります
・貸室利用申請受付、貸室利用者対応、館内展示
物の管理
・書類作成、整理、印刷製本、パソコンデータ入
力

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

パソコン操作（ワード・エ
クセル・パワーポイント）

が出来ること

高齢者指導員／介護保険課
（会計年度任用職員）「介

1人

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訪問指導
・訪問記録等、文書作成業務
・外出の際は公用車（ＡＴ車）を使用

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

保健師、助産師、看護師／
健康課（会計年度任用職

1人

健康課（宮古保健センター）への勤務となりま
す。
・保健事業における健康診査及び健康相談
・健康教育等の実施
・その他付随する事務補助等の業務

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

一時保護児童指導補助員兼
当直専門員

3人

〇一時保護児童の生活補助・見守り
〇施設管理（見回り・開錠・施錠・暖房機器への
給油等）
〇その他、付随する業務

岩手県宮古市和見町９－
２９

岩手県宮古児童相
談所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

介護士／デイサービス「介
護」

3人

デイサービス利用者への介護サービスの提供とな
ります。
・食事、入浴、排せつ介助
・レクリエーション等
・送迎車に添乗して必要に応じた利用者の乗降介

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

月未満）

岩手県宮古市

会計年度任用職員（産業廃
棄物適正処理指導員Ａ）

1人

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番
地２０　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）

ワード・エクセルなど基本
操作が出来ること

岩手県宮古市

事務員及び検査補助員

1人

当院において下記の業務を行っていただきます。
・患者さんの呼び出し、誘導、カルテ運び、検査
の補助
・院内の清掃等
・その他付随する業務

岩手県宮古市栄町１－１
４

医療法人　山下眼
科医院

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

キーボードを使用して、文
字・数値の入力ができるこ

と

接客・調理／１０６号宮古
店

5人

牛丼のすき家での接客、調理、販売、清掃業務で
す。
●接客（お客様のご案内、オーダーとり、料理提
供、食器の片付け）
●調理（料理の簡単な仕込み、盛り付け、洗い

東京都港区港南ニ丁目１
８番１号　ＪＲ品川イー
ストビル５階

株式会社　北日本
すき家

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

又は9時00分～8時59分の間
の2時間以上

岩手県宮古市


