
交替制あり
(1)17時00分～21時00分

867円～867円

パート労働者 不問 02020- 2689001

(1)9時00分～16時30分
790円～900円

パート労働者 不問 03030-  624301
２級ボイラー技士

(1)8時10分～14時55分
819円～1,048円

パート労働者 不問 03030-  625601

(1)7時00分～11時00分
867円～867円

パート労働者 不問 02020- 2608901

(1)9時00分～15時00分
790円～790円

パート労働者 59歳以下 03030-  614501

896円～1,084円

パート労働者 不問 03030-  615001
保健師、助産師
のいずれか (1)8時30分～16時30分

普通自動車免許ＡＴ 1,005円～1,181円

パート労働者 不問 03030-  616301
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～16時30分
896円～1,084円

パート労働者 不問 03030-  618901
看護師、准看護師

のいずれか
1,300円～1,300円

パート労働者 不問 03030-  601101

(1)9時30分～15時30分
900円～900円

パート労働者 不問 03030-  606501

(1)17時00分～21時00分
900円～900円

パート労働者 不問 03030-  607001
変形（1年単位）
(1)6時30分～12時00分

900円～900円 (2)15時30分～21時30分

パート労働者 不問 03030-  608301
保健師、看護師
のいずれか (1)8時30分～17時15分

普通自動車免許ＡＴ 970円～1,144円

パート労働者 不問 03030-  610401
普通自動車免許一種

(1)9時00分～16時00分
790円～790円

事務経験

パート労働者 不問 03030-  611701
準中型自動車免許

(1)9時00分～16時00分
900円～1,000円

パート労働者 不問 03030-  581901
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～15時30分
905円～1,129円

パート労働者 不問 03030-  582101
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時00分～17時00分
1,050円～1,050円

パート労働者 64歳以下 03030-  585801

(1)8時30分～12時30分
790円～790円 (2)14時00分～18時00分

パート労働者 不問 03030-  588001

1

医療事務

1人

当院おかだ外科内科クリニックにおいて、受付窓
口業務を行っていただきます。
・カルテ出し、管理、会計、電話対応
・待合室の整理など
・その他付随する業務

岩手県宮古市実田２丁目
５－１０

医療法人　おかだ
外科内科クリニッ
ク雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

パソコン基本操作
又は8時30分～18時00分の
間の4時間程度

岩手県宮古市

生活相談員「介護」

1人

当社が運営する小規模デイサービス（利用者１５
人程度）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
ケアセンターみや
こ雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

児童虐待相談補助（会計年
度任用職員）

1人

児童虐待相談を行います。
・児童虐待相談の関係機関調査
・家庭訪問の際の記録補助（パソコン操作）
・児童相談記録等の整理、保管
・文書の受付、発送

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）

又は9時00分～16時00分の
間の6時間程度

岩手県宮古市

運転手

1人

山田町内の事業所を中心に、廃棄物の収集運搬作
業を行います。
・車は２ｔ車～４ｔ車となります。
・積み込みは手作業ですが、有資格者には移動式
クレーンを使用し　ていただきます。

岩手県下閉伊郡山田町飯
岡第２地割１１４番地２

有限会社　山田清
掃社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

事務全般

1人

・建設業に関する事務業務全般
・一般住宅や土木、公共工事に関する各種書類作
成（ＰＣ入力）
・電話、来客対応
・現場管理の補佐業務（パソコンを使用した書類

岩手県宮古市太田１丁目
８番２０号

有限会社　乙戸建
設

雇用期間の定めなし

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作の出来る方

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）

1人

宮古市役所介護保険課に勤務となります。

・高齢者の通いの場や介護予防教室などの支援
・総合事業のマネジメント業務
・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

売店販売担当

1人

当ホテル内売店での勤務
・お土産や特産物の販売、商品陳列、包装、袋詰
め、会計（レジ）
・商品発注、在庫管理
・周辺フロアの清掃など

岩手県宮古市日立浜町３
２－４

株式会社　浄土ヶ
浜パークホテル

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

客室布団敷き

2人

当浄土ヶ浜パークホテルに宿泊されるお客様の客
室において必要な人数分の布団敷き作業に従事し
ていだきます。
作業手順は採用後に指導いたしますので、経験の
有無は問いません。

岩手県宮古市日立浜町３
２－４

株式会社　浄土ヶ
浜パークホテル

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

サービススタッフ（客室
セット）

3人

当浄土ヶ浜パークホテルに宿泊されるお客様の客
室において下記業務に従事していただきます。
・客室内の清掃（客室、浴室、トイレ）
・備品等の補充やセット作業等
作業手順は採用後に指導いたしますので、経験の

岩手県宮古市日立浜町３
２－４

株式会社　浄土ヶ
浜パークホテル

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師「看護」

1人

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

窓口対応事務員／川井総合
事務所（会計年度任用職

1人

宮古市役所門馬出張所に勤務となり、事務補助員
に従事していただきます。
・各種届出受付、証明書発行業務等　
・門馬地域振興事務補助
・施設管理業務

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）

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作ができること

岩手県宮古市

母子訪問指導員／健康課
（会計年度任用職員）「看

1人

健康課（宮古保健センター）への勤務となりま
す。　　　　
・乳児・妊産婦訪問指導、妊婦・出産包括支援事
業に関する、乳幼　児及び妊産婦に対する訪問指
導や健康相談等　　　　　

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

公民館主事／生涯学習課
（会計年度任用職員）

1人

中央公民館分館勤務となります。
・社会教育事業の企画、実施
・施設利用申請の受付、利用者の案内、施設管
理、書類作成　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）

又は8時30分～17時15分の
間の7時間

岩手県宮古市

パソコン（ワード・エクセ
ルによる文書等作成）ので

きる方

食品加工

3人

・加工食品（海産物を使用したおつまみや、茎わ
かめ、きくらげなどの珍味）の製造作業
・加工食品の包装作業
・調味液の包装作業　等


岩手県宮古市津軽石第１
３地割３１６番地１

フードパック　株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

日配【ファル磯鶏店】

1人

日配販売業務全般
・品出し及び陳列
・端末を使用しての商品管理及び発注業務
・その他付随する業務


青森県八戸市大字長苗代
字前田８３－１

株式会社　ユニ
バース

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

学校技術員Ａ（会計年度任
用職員）

1人

岩手県立宮古高等学校において、学校技術員とし
て以下の業務を行います。
・校舎内外の環境整備（清掃・除草・除雪作業
等）
・施設設備の管理と補修

岩手県宮古市宮町２丁目
１番１号

岩手県立　宮古高
等学校

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ボイラー運転経験
又は7時40分～16時10分の
間の7時間程度

岩手県宮古市

クリンクルー（崎山）

1人

建物清掃全般を行います。
・共用部分のトイレ掃除
・掃き掃除
・拭き掃除
・備品の交換

岩手県宮古市田の神二丁
目３番１１号

株式会社　サンズ

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

グローサリー【ファル磯鶏
店】（１７：００～２１：

1人

グローサリー販売業務全般
・グローサリー（お菓子、ペット飲料、雑貨な
ど）の
　品出し及び陳列
・その他付随する業務

青森県八戸市大字長苗代
字前田８３－１

株式会社　ユニ
バース

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

     （2月21日時点の内容です）

　　２月１８日　から　２月２１日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は　３月５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

◎ 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２月２７日発行  



保育士
(1)8時00分～13時00分

900円～900円 (2)9時00分～14時00分

パート労働者 不問 03030-  589301
介護職員初任者研修修了者 交替制あり
普通自動車免許ＡＴ (1)9時00分～10時30分

※業務に自家用車を使用 950円～1,200円 (2)13時30分～15時00分
(3)16時00分～18時00分

パート労働者 59歳以下 03010- 4252101

2

保育士「保育」

1人

大沢保育園にて保育業務全般を行っていただきま
す。園では０～６歳の保育を行っており、現在は
２８名の園児を６名で対応しております。担当し
ていただくのは０～１歳児の保育業務となりま
す。常勤の職員と担当していただきます。

岩手県下閉伊郡山田町大
沢第８地割１９番地２

社会福祉法人　大
沢愛育会　大沢保
育園雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

訪問介護員「介護」（宮古
市）

1人

在宅に訪問し、身体介助・家事援助、その他付随
する業務を行っていただきます。
・１日１～２件程度。訪問先への直行直帰。
・自動車は個人のものを使用します。


岩手県盛岡市上田３丁目６
番３３号　中村ハイツ　１
号【求人票郵送先指定あ
り】

特定非営利活動法
人　ハーツ生活支
援雇用期間の定めなし

岩手県宮古市


