
普通自動車免許ＡＴ
(1)11時00分～14時00分

1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030-  339901
普通自動車免許ＡＴ 変形（1週間）

(1)9時00分～16時30分
905円～1,129円

パート労働者 不問 03030-  341801
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-  342201
普通自動車免許ＡＴ

869円～896円

パート労働者 不問 03030-  343501

(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-  326201
普通自動車免許

(1)8時30分～17時15分
1,187円～1,187円

パート労働者 不問 03030-  327501

(1)9時00分～16時00分
877円～1,094円

パート労働者 不問 03030-  328001
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～17時15分
1,127円～1,127円

パート労働者 不問 03030-  330101

(1)9時00分～16時00分
904円～1,127円

パート労働者 不問 03030-  331401
普通自動車免許ＡＴ

(1)10時00分～17時00分
904円～1,127円

パート労働者 不問 03030-  332701
普通自動車免許ＡＴ

(1)10時00分～17時00分
904円～1,127円

パート労働者 不問 03030-  333801

(1)9時45分～17時00分
800円～900円

パート労働者 不問 03030-  336001
看護師、准看護師

のいずれか
974円～1,616円

パート労働者 不問 03010- 2076201
臨床検査技師

922円～1,433円

パート労働者 不問 03010- 2081401
交替制あり

901円～1,084円

パート労働者 不問 03010- 2083801
普通自動車免許ＡＴ

890円～1,000円

パート労働者 64歳以下 35020-  982901
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～17時15分
905円～1,129円

パート労働者 不問 03030-  304901

(1)9時00分～16時00分
1,014円～1,046円

パート労働者 不問 03030-  306401

1

事務補助員／総合窓口課
（会計年度任用職員）

1人

宮古市役所総合窓口課において、下記業務に従事
していただきます。

・異動届、レセプト等整理・点検業務補助
・その他庶務等、職員補助業務に従事

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

母子福祉資金等償還協力員
（会計年度任用職員）

2人

宮古保健福祉環境センター　福祉課において、下
記の業務を担当していただきます。
（１）母子・父子・寡婦福祉資金の借受者に対す
る当該資金の償還
　　　計画策定の指導。

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

仕出しパート（宮古仕出し
センター）

2人

○典礼会館にて提供する、仕出し料理の調理・盛
付け・食材の管理・配送業務等を行っていただき
ます。
予約数やメニューもある程度決まっているので、
時間に追われることなく調理に集中でき、仕事量

山口県下関市王喜本町６
丁目４番５０号

株式会社　トレー
ダー愛

雇用期間の定めなし

又は6時00分～16時00分の
間の7時間程度

岩手県宮古市

アルバイト研究補助スタッ
フ（宮古地区）

2人

いわて東北メディカル・メガバンク機構宮古サテ
ライトにおいて、下記の業務を担当していただき
ます。

ＩＭＭ健康調査（詳細二次調査）で採取された生

岩手県紫波郡矢巾町医大
通１丁目１番１号（医大
通２丁目１番１号）

学校法人　岩手医
科大学（岩手医科
大学附属病院）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6時間程度

岩手県宮古市

アルバイト臨床検査技師
（研究補助者：宮古地区）

2人

健診業務（身体測定、血圧測定、採血、採尿や心
電図検査、頚部エコー検査等の生理機能検査）等
※健康調査の実施日程により宿泊を伴う場合があ
ります。
※岩手県内の特定健康診査会場、岩手県沿岸地域

岩手県紫波郡矢巾町医大
通１丁目１番１号（医大
通２丁目１番１号）

学校法人　岩手医
科大学（岩手医科
大学附属病院）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8時間程度

岩手県宮古市

アルバイト准看護師・看護
師（研究補助者：宮古地

2人

健診業務（身体測定、血圧測定、採血、採尿や心
電図検査、頚部エコー検査等の生理機能検査）
等
※健康調査の実施日程により宿泊を伴う場合があ
ります。

岩手県紫波郡矢巾町医大
通１丁目１番１号（医大
通２丁目１番１号）

学校法人　岩手医
科大学（岩手医科
大学附属病院）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8時間程度

岩手県宮古市

販売員（９：４５～）

1人

メンズ・レディース・キッズ向けのジーンズやカ
ジュアルウェアなどの接客販売業務です。
・主にレジ、包装業務
・検品、品出しなどの業務


岩手県宮古市宮町１丁目
３－１１

株式会社　マック
ハウス宮古店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

就業支援員（会計年度職員
（宮古地域振興セン

4人

宮古・下閉伊地域の高等学校生徒の就職支援や雇
用・労働に関する相談への対応を行う仕事となり
ます。

・高等学校訪問による就職支援

岩手県宮古市五月町１－
２０

岩手県沿岸広域振
興局宮古地域振興
センター雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

岩手県宮古市

就業支援員（会計年度職員
（岩泉高等学校勤務））

1人

県立岩泉高等学校生徒の就職支援や宮古・下閉伊
地域の雇用・相談に関する相談への対応を行う仕
事になります。

・岩泉高等学校内での就職支援

岩手県宮古市五月町１－
２０

岩手県沿岸広域振
興局宮古地域振興
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

人材育成・定着支援員（会
計年度職員・宮古地域振興

1人

宮古・下閉伊地域における企業の人材を確保・支
援するための仕事となります。
・企業訪問による情報収集
・小中学校等訪問による地元企業の情報収集
・上記に関連する資料作成など

岩手県宮古市五月町１－
２０

岩手県沿岸広域振
興局宮古地域振興
センター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8時間程度

岩手県宮古市

復興企業支援員（会計年度
職員（宮古地域振興セン

1人

復興支援業務を行う業務となります。

・企業訪問による情報収集
　（経営状況ヒアリング、補助金で整備した財産
確認など）

岩手県宮古市五月町１－
２０

岩手県沿岸広域振
興局宮古地域振興
センター雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

岩手県宮古市

事務補助（会計年度任用職
員）

1人

・一般事務の補助としてデータ入力
・書類整理、郵便物の発送、電話対応等の業務
主にパソコンを使用した業務となりますので、入
力操作の出来る方を希望します。

岩手県宮古市五月町１－
２０　宮古地区合同庁舎
３階

岩手県沿岸広域振
興局農林部　宮古
農林振興センター
林務室

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6時間程度

岩手県宮古市

パソコン（ワード・エ
クセル・インターネッ

ト）基本操作

松くい虫等防除推進員（会
計年度任用職員）

1人

宮古農林振興センター林務室管内に勤務し、松く
い虫被害等の監視等に従事します。
・山に枯れているアカマツ（松くい虫被害木）や
ナラ（ナラ枯れ被　害木）がないか、公用車で巡
視。

岩手県宮古市五月町１－
２０　宮古地区合同庁舎
３階

岩手県沿岸広域振
興局農林部　宮古
農林振興センター
林務室

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

簡単なパソコン操作入
力（ワード・エクセ
ル・インターネット）

寄宿舎管理人（会計年度任
用職員）

3人

当学院の寄宿舎（女子寮）において下記の業務を
行っていただきます。
・入舎学生の生活指導及び寄宿舎管理運営
・施設内及び施設周辺の見回り（朝、夜）
・施設内設備の作動点検

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
４地割１番地１３

岩手県立宮古高等
看護学院

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

事務補助員／建設課（会計
年度任用職員）

1人

宮古市役所建設課に勤務となります。
・道路占用許可事務補助
・街灯管理事務補助
・登記事務補助
・図面、書類作成事務

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

又は8時30分～17時15分の
間の7時間程度

岩手県宮古市

事務補助員／川井総合事務
所（会計年度任用職員）

1人

宮古市役所川井総合事務所に勤務となり、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　
・来客対応、電話対応、書類整理などの一般業務
・その他職員より指示事項

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

登記事務員（会計年度任用
職員）

1人

登記事務及び戸籍等の調査事務 岩手県宮古市五月町１－
２０

岩手県沿岸広域振
興局農林部宮古農
林振興センター雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
基本的なパソコン操作
（ワード・エクセル等）

又は9時00分～12時00分 岩手県宮古市

官公署、司法書士事務所で
の公共嘱託登記手続きに係

る実務経験。

事業所名
求人番号

放送業務（パート）

1人

当社において下記の放送業務全般を行っていただ
きます。
・ＦＭラジオ放送でのアナウンス、ミキサー操
作、取材活動
・パソコンを使用しての原稿・資料・パンフレッ

岩手県宮古市栄町３番３
５号　キャトル５階

宮古エフエム放送
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

パソコン基本操作、
ワード・エクセルがで

きる方

     （1月31日時点の内容です）

　　１月２７日　から　１月３１日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は　２月１３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６日発行  



(1)8時30分～17時15分
896円～1,085円

パート労働者 不問 03030-  307701

(1)8時30分～17時15分
896円～1,085円

パート労働者 不問 03030-  308801
普通自動車免許
大型自動車免許 (1)8時30分～17時15分

859円～966円

パート労働者 不問 03030-  309201
普通自動車免許
大型自動車免許 (1)8時30分～16時30分

大型特殊自動車免許 833円～937円

パート労働者 不問 03030-  311301
栄養士

(1)8時30分～17時15分
1,384円～1,384円

パート労働者 不問 03030-  314101
普通自動車免許ＡＴ

819円～1,301円

パート労働者 不問 03030-  317801
２級土木施工管理技士

905円～1,416円

パート労働者 不問 03030-  318201
普通自動車免許ＡＴ

819円～1,301円

パート労働者 不問 03030-  319501
簿記実務検定３級以上
普通自動車免許ＡＴ (1)9時00分～13時00分

950円～950円

パート労働者 不問 03030-  325801
交替制あり
(1)7時00分～13時00分

887円～887円

パート労働者 不問 02020- 1140001
交替制あり
(1)16時00分～21時00分

867円～867円

パート労働者 不問 02020- 1141301
登録販売者（一般医薬品） 交替制あり

850円～850円

パート労働者 不問 03010- 1846701
登録販売者（一般医薬品） 交替制あり

850円～850円

パート労働者 不問 03010- 1847801
登録販売者（一般医薬品） 交替制あり

850円～850円

パート労働者 不問 03010- 1851901
交替制あり

790円～790円

パート労働者 不問 03010- 1631501

(1)9時00分～12時00分
790円～790円 (2)15時00分～18時00分

パート労働者 59歳以下 03030-  285701
交替制あり
(1)10時30分～17時30分

840円～840円 (2)14時00分～21時00分

パート労働者 不問 03030-  287201

800円～800円

パート労働者 不問 03030-  289001

(1)8時30分～17時15分
894円～1,082円

パート労働者 不問 03030-  291101

790円～790円

パート労働者 不問 03030-  292401

2

災害時要支援者相談員／福
祉課（会計年度任用職員）

1人

宮古市役所福祉課において、下記業務に従事して
いただきます。
・援護者名簿登録業務　　　　　
・個別支援計画策定業務
・来客対応、電話対応

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）操作ができる方

岩手県宮古市

災害援護事務事務員／福祉
課（会計年度任用職員）

1人

宮古市役所福祉課において、下記業務に従事して
いただきます。
・災害援護事務　　　　　　　　　　　
・来客対応、電話対応
・パソコンを使用したデータ入力、書類作成

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）操作ができる方

岩手県宮古市

運転技士兼施設管理員（会
計年度任用職員）安庭山荘

1人

宮古市老人憩の家安庭山荘にて運転技士兼施設管
理員として勤務となります。
・バス送迎、施設利用者に関する受付、施設の維
持管理業務、環境　整備（草刈等）、車両の保守
管理

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

運転技士兼施設管理員（会
計年度任用職員）新里

1人

宮古市新里総合事務所にて運転技士兼施設監理員
として勤務となります。
・公用車運転業務
・庁舎管理
・道路維持補修

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） 車両系建設機械（整

地・運搬・積込用及び
岩手県宮古市

栄養士／会計年度任用職員

1人

入所及び施設利用者の給食管理を行います。

・給食の献立作成　　　　　　　　　　　　　
・食材発注業務
・記録管理（ＰＣ入力）

岩手県宮古市崎山第５地
割８８

岩手県沿岸知的障
害児施設組合（は
まゆり学園）雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

栄養士経験 岩手県宮古市

道路パトロール運転員（会
計年度任用職員）

1人

県が管理する道路（国道、県道、主要地方道）の
道路パトロールの運転業務に従事していただきま
す。
・主な運転範囲は、岩泉町・田野畑村
・道路監視業務及び軽維持作業、車両運転

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字松橋２４－３

沿岸広域振興局
土木部　岩泉土木
センター雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

ＰＣ入力程度
又は8時30分～17時15分の
間の7時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町他

工事監督補助員（会計年度
任用職員）

2人

県営建設工事に係る監督職員（正職員）の補助業
務を行うものです。
なお、補助業務とは工事現場の確認、巡回、報告
等となります。
事務所内における正職員の事務補助、パソコンに

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字松橋２４－３

沿岸広域振興局
土木部　岩泉土木
センター

２級土木施工管理技士
の受験資格を有する実
務経験者等でも可

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

建設業の従事又は公共事業等
発注機関の工事監督経験

又は8時30分～17時15分の
間の7時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

公用車運転手（会計年度任
用職員）

2人

公用車の運転業務となります。
・主な運転範囲は岩泉町、田野畑村、宮古市とな
ります。
・頻度は少ないですが、盛岡市、久慈市などまで
の運転もあります。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字松橋２４－３

沿岸広域振興局
土木部　岩泉土木
センター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時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

事務員

1人

保育所運営に係る事務業務に従事。
・会計ソフトへの会計帳簿入力
・給与事務、各種手続書類の提出
・銀行用務など
・その他、清掃、電話、来客対応など保育所雑務

岩手県下閉伊郡山田町織
笠第１１地割３０

社会福祉法人　三
心会　織笠保育園

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

パソコン操作（ワード・エク
セル基本入力）ができる方

社会福祉法人会計ソフトで
の事務経験

岩手県下閉伊郡山田町

デリカ【ファル磯鶏店】

1人

惣菜加工販売業務全般
・寿司、弁当の製造
・揚げ物、焼き物などの製造
・パック作業及び値付け
・商品の品出し及び陳列

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

グローサリー【ファル磯鶏
店】

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

ドラッグストアでの販売
（登録販売者）【宮古地

1人

・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

岩手県紫波郡矢巾町大字
広宮沢第３地割４２６番
地

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

ドラッグストアでの販売
（登録販売者）【山田地

1人

・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

岩手県紫波郡矢巾町大字
広宮沢第３地割４２６番
地

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他

ドラッグストアでの販売
（登録販売者）【岩泉地

1人

・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

岩手県紫波郡矢巾町大字
広宮沢第３地割４２６番
地

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
（岩手岩泉店）

2人

・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


岩手県紫波郡矢巾町大字
広宮沢第３地割４２６番
地

株式会社　薬王堂

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

又は7時00分～22時15分の
間の5時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

看護助手「看護」

1人

当院において、医師の指示のもと下記の業務を
行っていただきます
・患者さんの介助、器具洗浄、ネブライザーの使
用説明、院内清掃
・その他付随する業務

岩手県宮古市西町二丁目
２－３

岩間耳鼻咽喉科医
院

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

勝馬投票券の発売

2人

テレトラック宮古において次の業務を行っていた
だきます。
・勝馬投票券の発売業務
・対面販売（ガラス越し）と自動発券機の操作
・つり銭の準備、補充

岩手県宮古市大通り４丁
目３番１３号

岩手県競馬組合
宮古場外勝馬投票
券発売所雇用期間の定めあり（４ヶ

月未満）

岩手県宮古市

水産加工員

2人

鮮魚加工に従事します
・鮭、イカ、サバ、アジ、ワカメ、メカブ、その
他海藻類手捌き、　機械加工
・箱詰め、袋詰め作業


岩手県下閉伊郡山田町川
向町１６８

有限会社　山崎水
産

雇用期間の定めなし

又は8時00分～17時00分の
間の5時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

水道経理事務員／上下水道
部経営課（会計年度任用職

1人

経営課勤務となります。
・企業会計事務補助
・水道事業会計に係る支払伝票の作成
・業務に関する書類整理
・パソコン（ワード・エクセル）を使用し文書作

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

岩手県宮古市

水産加工員

3人

秋鮭、いくら、サンマ、サバなどの水産加工作業
を行っていただきます。
・その時期に水揚げとなった魚を取り扱い、下処
理や箱詰め作業等


岩手県宮古市藤原一丁目
５－９

有限会社　大井漁
業部　大印冷凍工
場雇用期間の定めあり（４ヶ

月未満）
又は8時00分～17時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市



(1)8時00分～12時00分
1,910円～1,910円

パート労働者 不問 03030-  298301

860円～860円

パート労働者 不問 03030-  299601
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～17時00分
819円～1,301円

パート労働者 不問 03030-  300501

(1)10時00分～17時00分
905円～1,129円

パート労働者 不問 03030-  301001

(1)8時30分～15時30分
905円～1,129円

パート労働者 不問 03030-  302301
普通自動車免許ＡＴ 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時00分
819円～1,048円

パート労働者 18歳以上 03030-  276101
理学療法士、作業療法

のいずれか
1,500円～1,500円

パート労働者 59歳以下 03030-  283101

3

工場の清掃員

1人

ホクヨープライウット宮古工場内の清掃業務を
行っていただきます
・工場の休日に合わせて、ドライヤー、乾燥機等
における木くずの　除去、清掃となります。
・月４日～５日程度で半日勤務となります

岩手県宮古市磯鶏２丁目
４－２３

株式会社　カクヒ
ロ陸運

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

レジ担当／豊間根店

1人

びはんストア豊間根店に勤務となります。
・レジチェッカー、接客業務を担当
・雇用期間は１年毎の更新となります



岩手県下閉伊郡山田町中
央町５－６

びはん　株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

又は13時00分～22時30分の
間の4時間以上

岩手県下閉伊郡山田町

技能職（会計年度任用職
員）

1人

宮古水産振興センターにおいて以下の業務を担当
していただきます。
（主な業務）
・公用車の運転
・公用車の運行管理

岩手県宮古市五月町１－
２０

岩手県沿岸広域振
興局水産部宮古水
産振興センター雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
ワード・エクセルの一般的
な操作が可能である事

３年以上の運転歴 岩手県宮古市　他

事務補助（会計年度任用職
員）

1人

宮古水産振興センターにおいて以下の業務を担当
していただきます。
（主な業務）
・ワード、エクセルを使用してのデータ入力
・各種書類のコピー

岩手県宮古市五月町１－
２０

岩手県沿岸広域振
興局水産部宮古水
産振興センター雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
ワード・エクセルの一般的
な操作が可能である事

岩手県宮古市

事務補助（会計年度任用職
員）

1人

宮古水産振興センターにおいて以下の業務を担当
していただきます。
（主な業務）
・ワード、エクセルを使用してのデータ入力
・各種書類のコピー

岩手県宮古市五月町１－
２０

岩手県沿岸広域振
興局水産部宮古水
産振興センター雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
ワード・エクセルの一般的
な操作が可能である事

岩手県宮古市

寄宿舎管理人（会計年度任
用職員）

3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。
寄宿舎寮生に対する生活指導及び施設管理等に関
する業務。
・入寮生の生活指導

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）

又は17時00分～8時30分の
間の7時間程度

岩手県宮古市

理学・作業療法士

1人

当施設において入所・通所者の方へのリハビリ
テーション業務に従事していただきます。
・基本機能の回復サポート
・日常生活に必要な能力を高めるためのリハビリ
テーション等

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なし

又は8時30分～17時30分の
間の5時間程度

岩手県下閉伊郡山田町


