
2人 1,500円～1,500円

パート労働者 64歳以下 03030-  525631
普通自動車免許ＡＴ

2人 1,000円～1,000円

パート労働者 64歳以下 03030-  530431
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時00分～17時00分
2人 1,200円～1,300円

パート労働者 64歳以下 03030-  531731
交替制あり
(1)8時00分～14時30分

3人 860円～860円 (2)8時30分～15時00分
(3)9時00分～15時30分

パート労働者 不問 04010- 9147131
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時00分
1人 1,151円～1,151円

パート労働者 不問 03010- 3290831
交替制あり

1人 914円～914円

パート労働者 不問 03010- 3414031
交替制あり

1人 914円～914円

パート労働者 不問 03010- 3415831
交替制あり

1人 914円～914円

パート労働者 不問 03010- 3435731

(1)13時00分～18時00分
2人 854円～854円 (2)18時00分～22時15分

パート労働者 不問 03010- 3536131
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時00分～10時00分
1人 904円～904円 (2)15時30分～17時30分

パート労働者 不問 03030-  493431

1人 861円～924円

パート労働者 不問 03030-  504831

(1)9時00分～17時00分
1人 1,368円～1,601円

パート労働者 不問 03030-  510131

(1)8時30分～16時30分
1人 1,069円～1,115円

パート労働者 不問 03030-  511031

1

栄養士 健康推進課にて、栄養指導業務、こども園の献立
作成などをしていただきます。
業務にはパソコン（ワード・エクセル）を使用し
ます。


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）

岩手県下閉伊郡岩泉町

栄養士

ワード・エクセルを
使って文書作成・印
刷・フォームへの入力

ができること。

保健師 健康推進課にて、検診・保健指導等に関する業務
に従事していただきます。業務にはパソコン
（ワード・エクセル）を使用します。

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）

岩手県下閉伊郡岩泉町

調理員（いわいずみこども
園）

いわいずみこども園にて、給食・おやつ等の調理
をしていただきます。


＊園児数は、およそ１２０名です。

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） 又は7時30分～17時15分

の間の8時間程度
岩手県下閉伊郡岩泉町

保健師

ワード・エクセルを
使って文書作成・印
刷・フォームへの入力

ができること。

運転手兼介助員 ・デイサービスにおける利用者の送迎業務、乗降
介助など。送迎には、リフト付き車両を使用し、
介護職員が添乗します。
現在、１日平均２５名の利用者があり、送迎エリ
アは市内です。

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

ドラッグストアでの販売
（岩手山田店）

・商品管理（発注、陳列、補充、整理）
・レジ業務
・店内外の清掃
・ＰＯＰ（値札）貼り　等
＊当社は東北６県に店舗を展開するプレミア上場

岩手県盛岡市盛岡駅西通２
丁目９番１号　
マリオス６Ｆ

株式会社　薬王堂

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

ドラッグストアでの販売
（登録販売者）【岩泉地
域】

・医薬品販売に関する業務（接客、商品管理、在
庫管理等）
・商品管理（発注、陳列、補充、整理）
・レジ業務
・店内外の清掃

岩手県盛岡市盛岡駅西通２
丁目９番１号　
マリオス６Ｆ

株式会社　薬王堂

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時00分～22時15分

の間の7時間程度
岩手県下閉伊郡岩泉町

ドラッグストアでの販売
（登録販売者）【山田地
域】

・医薬品販売に関する業務（接客、商品管理、在
庫管理等）
・商品管理（発注、陳列、補充、整理）
・レジ業務
・店内外の清掃

岩手県盛岡市盛岡駅西通２
丁目９番１号　
マリオス６Ｆ

株式会社　薬王堂

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時00分～22時15分

の間の7時間程度
岩手県下閉伊郡山田町

登録販売者（一般医薬
品）

登録販売者（一般医薬
品）

ドラッグストアでの販売
（登録販売者）【宮古地
域】

・医薬品販売に関する業務（接客、商品管理、在
庫管理等）
・商品管理（発注、陳列、補充、整理）
・レジ業務
・店内外の清掃

岩手県盛岡市盛岡駅西通２
丁目９番１号　
マリオス６Ｆ

株式会社　薬王堂

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時00分～22時15分

の間の7時間程度
岩手県宮古市

農林技術員（会計年度任用
職員）

４月及び１１月から３月までは運転手として、５
月から１０月にかけては畜産生産者より肉用牛の
預託を受け、牧野管理運営事業に係る放牧運営作
業、看視人業務を行っていただきます。
また、牧草の成長を促進するため、農機具を使用

岩手県盛岡市若園町２－１
８　盛岡市役所若園町分庁
舎　４階

農政課（盛岡市役
所）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

登録販売者（一般医薬
品）

学校給食センターでの調理
業務

田老学校給食センターでの調理、食器洗浄のお仕
事

宮城県仙台市宮城野区榴岡
３丁目４番１号
アゼリアヒルズ１３階

一冨士フードサービ
ス　株式会社　北海
道・東北支社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

生活相談員／昭和の家 新規開所した小規模デイサービスにおける相談業
務全般に従事していただきます。利用者・家族・
関係機関との相談業務、連絡調整全般、送迎対
応、その他利用者の介護業務を行っていただきま
す。

岩手県宮古市田鎖３－８ 株式会社　みやこ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員／昭和の家（４時
間以上）

新規開所した小規模デイサービスにおける利用者
様の介護を行っていただきます。
・主に調理、食事介助、トイレ介助等
・送迎業務
・その他付随する業務

岩手県宮古市田鎖３－８ 株式会社　みやこ

雇用期間の定めなし
又は8時00分～17時00分
の間の4時間以上

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

水産加工員 水産物加工作業全般を行います。
・生の状態のホタテ、ウニ、鮮魚（旬に合わせた
魚）の箱詰め
・瓶詰め作業など

岩手県下閉伊郡山田町境田
町４９５番地１

貫長水産　株式会社

雇用期間の定めなし
又は7時00分～11時00分
の間の2時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

（2月3日時点の内容です）

１月３１日　から　　２月３日　までに受理した求人です。　＜次回発行日は２月１６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

◎ 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５年２月９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



普通自動車免許ＡＴ

1人 1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030-  513231

(1)5時00分～11時00分
2人 870円～880円 (2)6時00分～12時00分

パート労働者 64歳以下 03030-  514531

1人 854円～859円

パート労働者 60歳以下 03030-  519931

(1)8時30分～17時30分
2人 1,000円～1,100円 (2)8時30分～17時00分

パート労働者 18歳以上 04010- 8257331
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1)9時30分～15時30分
1人 854円～900円 (2)15時00分～20時00分

パート労働者 不問 入力程度、ネット検索 03020-  341531

2人 1,170円～1,750円

パート労働者 59歳以下 03030-  407031
普通自動車免許ＡＴ 変形（1年単位）

(1)8時30分～16時30分
3人 928円～1,052円

パート労働者 不問 03030-  411331

大型自動車第二種免許
1人 912円～1,039円

パート労働者 不問 03030-  412631
普通自動車免許一種

(1)8時30分～15時30分
4人 886円～1,005円

パート労働者 不問 03030-  414131
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～15時30分
1人 928円～1,052円 (2)10時00分～17時00分

パート労働者 不問 03030-  415031
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～15時30分
2人 928円～1,052円 (2)10時00分～17時00分

パート労働者 不問 03030-  416831
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～15時30分
1人 928円～1,052円 (2)10時00分～17時00分

パート労働者 不問 03030-  418531
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1)8時30分～17時00分
6人 928円～1,052円 (2)10時45分～19時15分

(3)8時45分～17時15分

パート労働者 不問 03030-  419431
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～15時30分
1人 928円～928円 (2)10時00分～17時00分

パート労働者 不問 03030-  420631
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～17時15分
1人 928円～1,052円

パート労働者 不問 03030-  422131
交替制あり
(1)17時00分～20時00分

1人 1,005円～1,005円

パート労働者 不問 03030-  424831
交替制あり

1人 855円～855円

パート労働者 不問 03030-  425231

(1)8時00分～12時00分
1人 854円～854円

パート労働者 59歳以下 03030-  428731

保育士
3人 1,002円～1,180円

パート労働者 不問 03030-  433231

1人 1,300円～1,300円

パート労働者 不問 03030-  442431

2

訪問介護員 ・オムツ交換、そうじ、調理
・食事介助、入浴介助、通院介助　など
＊自家用車を使用していただきます。（手当等配
慮あり）
＊支援の必要な利用者（要支援・要介護）の自宅

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第３地割３番地８

有限会社　すずらん
介護事業所

介護職員初任者研修修
了者、ホームヘルパー
２級　のいずれか

雇用期間の定めなし
又は8時00分～17時30分
の間の4時間以上

岩手県下閉伊郡山田町

接客係 やまびこ館において下記の業務に従事していただ
きます。
・売店では会計レジ、商品袋詰めや引渡し、商品
陳列等
・ファストフードコーナーでは注文受け、簡単な

岩手県宮古市川内第８地割
２

株式会社　川井産業
振興公社

雇用期間の定めなし
又は8時30分～17時30分
の間の4時間以上

岩手県宮古市

調理員 調理課に配属となリます。
・宿泊者や団体の方への食事、レストラン、宴会
で提供する食事の　調理、盛り付けがおもな仕事
になります。
・調理業務は５～６名でおこなっております。

岩手県宮古市田老字向新田
１４８

株式会社　グリーン
ピア三陸みやこ

雇用期間の定めなし
又は13時00分～21時00分
の間の6時間程度

岩手県宮古市

販売員（セカンドストリー
ト宮古店）

お客様から様々なお品物をお売りいただき、リー
ズナブルな価格　で販売する総合リユースショッ
プです。
　・販売、買取りに係る業務全般
　・買取り商品のメンテナンス（商品化）展示、

岩手県釜石市上中島町２－
２－３３

株式会社　トータ
ル・リユース（セカ
ンドストリート・ド
キドキ）雇用期間の定めなし

又は9時30分～20時00分
の間の5時間程度

岩手県宮古市

交通誘導警備業務 東北電力・ユアテック企業グループの一員とし
て、岩手県内各地において電気工事作業に伴う歩
行者や通行車両の交通誘導警備業務を行う仕事で
す。


宮城県仙台市宮城野区五輪
１丁目１７－４７

株式会社　トークス

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

学校支援員／学校教育課
（会計年度任用職員）

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

理学療法士または作業療法
士

当クリニック内において、下記業務に従事してい
ただきます。
　＊外来患者様のリハビリテーション業務
　＊リハビリテーション計画の作成、実施、評価
　＊院内の清掃等の付随業務全般

岩手県宮古市黒田町７－１
０

やすみ整形外科クリ
ニック理学療法士、作業療法

士　　のいずれか
雇用期間の定めなし

又は8時30分～18時30分
の間の6時間程度

岩手県宮古市

非常勤校務員／学校教育課
（会計年度任用職員）

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

通学バス運転手兼校務補助
員／学校教育課（会計年度
職員）

小中学校のスクールバスの運転業務に従事してい
ただきます。
・町内小中学校の通学バスの運転
・学校施設での物品整理、草取り等の環境整備


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） 又は6時50分～18時50分

の間の7時間
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）

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）

ワード、エクセルの基
本的なパソコン操作が

できること
岩手県下閉伊郡山田町

社会教育指導員／生涯学習
課（会計年度任用職員）

生涯学習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。
・幅広い年代を対象とした生涯学習講座の企画及
び運営
・家庭教育学級等生涯学習事業の運営

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）

ワード、エクセルの基
本的なパソコン操作が

できること
岩手県下閉伊郡山田町

図書館指導員／生涯学習課
（会計年度任用職員）

図書館はぴねでの勤務となります。
・本の貸出や整理
・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）操作ができる

こと
岩手県下閉伊郡山田町

公民館指導員／生涯学習課
（会計年度任用職員）

生涯学習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。
・中央公民館施設管理及び運営
・公民館講座の企画運営
・生涯学習課所管社会教育施設の維持管理

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
月以上）

ワード、エクセルの基
本的なパソコン操作が

できること
岩手県下閉伊郡山田町

文化財事務補助員／生涯学
習課（会計年度任用職員）

生涯学習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。
・文化財に係る業務の補助
・芸術文化に係る業務の補助
・その他生涯学習課事業及び公民館事業の補助

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）

ワード、エクセルの基
本的なパソコン操作が

できること
岩手県下閉伊郡山田町

スポーツ指導員／生涯学習
課（会計年度任用職員）

生涯学習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。
・生涯学習課所管社会体育施設の管理及び利用者
対応
・社会体育事業の運営支援

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）

ワード、エクセルの基
本的なパソコン操作が

できること
岩手県下閉伊郡山田町

販売員 紳士服、レディース、カジュアル販売接客
・レジカウンター業務
・商品仕入れ商品整理
・店内清掃等
スーツをあまり着たことがなくても、安心して働

岩手県宮古市宮町４丁目１
番１７号

株式会社　コナカ
宮古店（紳士服コナ
カ宮古店）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 又は9時45分～20時00分

の間の4時間以上
岩手県宮古市

販売員／１７時～ 紳士服、レディース、カジュアル販売接客
・レジカウンター業務
・商品仕入れ商品整理
・店内清掃等
スーツをあまり着たことがなくても、安心して働

岩手県宮古市宮町４丁目１
番１７号

株式会社　コナカ
宮古店（紳士服コナ
カ宮古店）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

保育士／こども課（会計年
度任用職員）

宮古市内保育所（公立保育所、へき地保育所）１
０か所のいずれかでの勤務となります。
・園児の日中活動の保育や記録など
・園内清掃や備品消毒など
・担当クラスや児童数は、勤務する保育所によっ

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
月未満） 又は8時30分～17時15分

の間の6時間以上
岩手県宮古市

惣菜係（８：００～） 惣菜担当業務全般を行います。
・惣菜の調理、パック詰め、商品の陳列・補充な
ど
・調理については、揚げ物担当、おかず担当など
業務を分担

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字中家３０番地

有限会社　松屋商店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

看護師 介護施設・通所リハビリテーションの利用者及び
入所利用者への看護業務全般を行います。
・入所利用者（現在７５名ぐらい）
・バイタルチェック、服薬管理、健康管理、医療
処置

岩手県下閉伊郡山田町飯岡
第９地割２３－１

医療法人　晃生会
介護老人保健施設
さくら山

看護師、准看護師
のいずれか

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 又は8時00分～17時30分

の間の3時間以上
岩手県下閉伊郡山田町



1人 1,106円～1,325円

パート労働者 64歳以下 03030-  456031
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

2人 1,130円～1,680円

パート労働者 不問 03030-  459531

(1)8時30分～12時00分
1人 855円～855円

パート労働者 不問 03030-  460331

(1)15時00分～9時00分
1人 1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030-  465831
交替制あり
(1)7時30分～12時30分

3人 1,191円～1,191円 (2)14時00分～18時00分

パート労働者 不問 03030-  470931

(1)5時30分～10時00分
2人 855円～855円

パート労働者 不問 03030-  475531
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ホテル朝食係 ホテル宮古ヒルズステーション店において、朝食
係に従事していただきます。
・宿泊したお客様の朝食作り、盛付け、配膳
・後片付け、清掃
・買い物

岩手県宮古市和見町５－１ ブリーズベイオペ
レーション６号　株
式会社　（ホテル宮
古ヒルズステーショ
ン店）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

児童厚生員 児童館１Ｆにおいて２歳から就学前までの幼児
（４０人程度）の保育業務、児童館２Ｆにおいて
学童保育（小１～小６）の業務を行います。
・日中活動における保育全般、それに伴う記録
・園内の清掃、環境整備など付帯する業務

岩手県宮古市西町１丁目２
番１３号

特定非営利活動法人
ふれあいステーショ
ン・あい

保育士、幼稚園教諭免
許（専修・１種・２
種）、小学校・中学
校・高等学校教諭免許

のいずれか

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

支援員／障がい者施設／夜
勤専従

障がい者支援施設利用者への生活支援サービス提
供
・朝夕の食事介助
・離床、臥床介助
・入浴介助

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

クリンクルー／日立浜町 請負先の事務所内の清掃全般（男女トイレ・玄
関・フロアーの掃除、ごみの回収など）を行って
いただきます。
・原則は直行直帰となります。
・お一人での作業となります

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
月未満）

岩手県宮古市

看護師又は准看護師【日勤
帯】

当施設入所利用者・通所リハビリテーション利用
者への看護業務全般。
利用者様に対し、
・医師の指示による医療処置（看護）
・バイタルチェック

看護師、准看護師
のいずれか

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第９
地割３９番地２７

医療法人　仁泉会
介護老人保健施設ほ
ほえみの里

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

タブレット端末の基本
的な操作。（操作不可

でも応募可）
又は8時30分～17時30分
の間の4時間程度

岩手県宮古市

訪問介護員 訪問介護業務に従事していただきます。
・宮古市内利用者宅を訪問し契約事項に沿って、
介護サービスの提　供を行います。
・身体介助、食事・排泄・入浴介助、買い物、洗
濯、掃除など

岩手県宮古市山口２丁目３
－１３

株式会社　ファミリ
ング介護職員初任者研修修

了者、ホームヘルパー
２級、介護福祉士　の

いずれか
雇用期間の定めなし

又は8時00分～18時00分
の間の4時間以上

岩手県宮古市
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