
(1)8時00分～17時00分
1人 793円～822円

パート労働者 不問 03030-  300111

1人 793円～822円

パート労働者 不問 03030-  301711

(1)10時00分～15時00分
1人 793円～822円

パート労働者 不問 03030-  302811
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～17時15分
1人 904円～904円 (2)8時30分～16時15分

パート労働者 不問 03030-  310711

(1)8時30分～17時15分
1人 904円～904円

パート労働者 不問 03030-  311811
保健師、管理栄養士
、看護師のいずれか (1)8時30分～17時15分

1人 普通自動車免許ＡＴ 1,133円～1,133円 (2)8時30分～16時15分

パート労働者 不問 03030-  312211
普通自動車免許ＡＴ 変形（1年単位）

(1)8時30分～16時30分
6人 904円～1,031円

パート労働者 不問 03030-  313511
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～15時30分
4人 863円～980円

パート労働者 不問 03030-  314411
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1)8時30分～17時00分
1人 904円～904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-  315011
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～17時15分
1人 904円～904円 (2)8時30分～16時15分

パート労働者 不問 03030-  318911
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～15時00分
5人 900円～900円 (2)8時30分～12時30分

(3)12時30分～16時30分

パート労働者 不問 03030-  295911
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～15時00分
5人 800円～800円 (2)8時30分～12時30分

(3)12時30分～16時30分

パート労働者 不問 03030-  296111
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～15時00分
5人 900円～900円 (2)8時30分～12時30分

(3)12時30分～16時30分

パート労働者 不問 03030-  297711
変形（1年単位）
(1)7時30分～15時30分

1人 820円～900円

パート労働者 59歳以下 03030-  298811

(1)7時30分～12時00分
1人 820円～900円

パート労働者 59歳以下 03030-  299211

(1)10時00分～14時00分
1人 840円～840円

パート労働者 不問 03030-  281211
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～15時30分
1人 877円～1,094円

パート労働者 不問 03030-  282511
交替制あり
(1)17時15分～8時30分

1人 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-  283411

1

事業所名
求人番号

クリンクルー（崎鍬ヶ崎）
（請）

建物清掃全般を行います。
・共有スペースフロアー、風呂、トイレ、廊下、
玄関等掃除
・掃き、拭き掃除、ゴミ箱内回収、
・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

（1月29日時点の内容です）

１月２６日　から　　１月２９日　までに受理した求人です。＜次回発行日は２月１０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

クリンクルー（１０時～１
５時）（請）

建物清掃全般を行います。
・共有スペースフロアー、風呂、トイレ、廊下、
玄関等掃除
・掃き、拭き掃除、ゴミ箱内回収、
・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
月以上）

岩手県宮古市

クリンクルー（９時３０分
～１４時１５分）（請）

建物清掃全般を行います。
・掃き掃除、拭き掃除、備品の交換、ごみの回収
などを行います。
・就業場所により、直行直帰または事務所に集合
して移動となりま　す。

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
月以上） 又は9時30分～14時15分

の間の4時間程度
岩手県宮古市

コミュニティ形成支援員／
復興企画課（会計年度任用
職員）

復興企画課での勤務となります。
・災害公営住宅などで生活再建した住民を対象
に、新たなコミュニ　ティの構築や自治組織設立
後の運営サポート
・存続自治会などの融和、再建者の情報収集や交

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

特定保健指導員／健康子ど
も課（会計年度任用職員）

健康子ども課での勤務となります。
・特定健康診査に係る問診など

・特定保健指導に係る保健指導、生活改善指導な
ど　　　　　　　

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

窓口業務補助員／町民課
（会計年度任用職員）

町民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。
・個人番号カードの申請・交付などに係る事務補
助
・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）

岩手県下閉伊郡山田町

パソコン操作（ワード・エ
クセル）ができる方

看護師の資格で応募する場
合のみ、特定保健指導の経

験があること

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していただきます。
・校舎内外（校庭、プール等）の環境整備、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

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）

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

介護保険認定調査員／長寿
福祉課（会計年度任用職
員）

長寿福祉課での勤務となります。
・介護認定申請者の認定調査業務

・外出、訪問の際は公用車を使用


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

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
・来館者への対応
・施設の管理運営

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）

岩手県下閉伊郡山田町
パソコン（ワード・エクセ
ル）操作ができること

調理補助員及び販売員 下記の業務に従事していただきます。
・調理補助、配膳
・物販レジ、商品陳列
・配送（野菜の集荷）など


岩手県下閉伊郡田野畑村菅
窪１５１番地６

一般社団法人　思惟
の風

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡田野畑村

オープニングスタッフ 下記の業務に従事していただきます。
・「道の駅」たのはたのオープン準備
・事務補助
・オープニングイベント準備


岩手県下閉伊郡田野畑村菅
窪１５１番地６

一般社団法人　思惟
の風

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡田野畑村

惣菜部門／７：３０～１
５：３０

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

事務員 下記の業務に従事していただきます。
・伝票整理
・パソコン入力
・経理補助
・電話対応

岩手県下閉伊郡田野畑村菅
窪１５１番地６

一般社団法人　思惟
の風

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡田野畑村

パソコン基本操作
（ワード・エクセル）

ができること

事務 店舗内事務室において下記の業務に従事していた
だきます。
・パソコンを使用し伝票入力（専用ソフトへの数
字・文字入力）
・そのほか伝票整理

岩手県宮古市田の神２丁目
２－３０

いわて生活協同組合
ベルフ西町店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

惣菜部門／７：３０～１
２：００

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

パソコン基本操作
（ワード・エクセル）

ができること

一時保護児童指導補助員兼
当直専門員（会計年度任用
職員）

宮古児童相談所において下記の業務を担当してい
ただきます。
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）

岩手県宮古市和見町９－２
９

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

児童虐待相談補助（会計年
度任用職員）

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９－２
９

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

◎ 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２月４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)9時00分～16時00分

1人 877円～1,094円

パート労働者 不問 03030-  284011
交替制あり
(1)9時00分～16時30分

1人 860円～860円 (2)13時00分～20時30分

パート労働者 不問 03030-  285311

(1)6時00分～10時00分
3人 793円～793円 (2)17時00分～23時00分

(3)22時00分～6時00分

パート労働者 18歳以上 03030-  273811
交替制あり

1人 1,108円～1,308円
普通自動車免許ＡＴ

パート労働者 不問 03010- 2001111
交替制あり

1人 1,108円～1,308円
普通自動車免許ＡＴ

パート労働者 不問 03010- 2002711
看護師、准看護師の

いずれか (1)9時00分～16時30分
1人 1,270円～1,370円

パート労働者 不問 03010- 2010811
普通自動車第二種免
中型自動車第二種免 (1)8時00分～10時00分

1人 大型自動車第二種免許 858円～958円 (2)16時00分～18時00分
いずれか

パート労働者 不問 03010- 2014011

(1)8時30分～15時00分
2人 850円～850円

有期雇用派遣パート 不問 03010- 2020511

(1)9時00分～15時30分
2人 900円～900円

有期雇用派遣パート 不問 03010- 2028811

(1)8時30分～15時00分
4人 850円～850円 (2)10時00分～16時30分

無期雇用派遣パート 不問 03010- 1828011

2

一時保護所心理専門員（会
計年度任用職員）

一時保護の児童対応業務を行います。　　　
・児童相談所で生活指導及び学習の指導　　　　
・生活場面を通しての相談聞き取り、心理ケアの
補助
・外出用務の際は公用車使用となります。

岩手県宮古市和見町９－２
９

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

清掃係 館内の清掃作業全般を行います。
・勤務表により週２０時間未満、月８～１０日程
度の勤務
・レースの状況により残業（１日１時間程）をお
願いする場合あり

岩手県宮古市大通り４－３
－１３

財団法人　岩手県競
馬振興公社　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

販売員 コンビニ店での販売及び接客業務に従事していた
だきます。
・主にレジ業務・袋詰め・商品陳列・品出しなど
・店舗内外の清掃


岩手県下閉伊郡山田町大沢
第１地割４３番地５号

セブンーイレブン
山田町大沢店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

訪問介護員（宮古西町） ＊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


ホームヘルパー２級、
介護職員初任者研修修

了者のいずれか

岩手県盛岡市盛岡駅西通２
－９－１　マリオスビル１
２Ｆ

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） 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

ホームヘルパー２級、
介護職員初任者研修修

了者のいずれか

岩手県盛岡市盛岡駅西通２
－９－１　マリオスビル１
２Ｆ

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

デイサービス看護スタッフ
（八木沢）

デイサービスにおける看護業務
・バイタルチェック
・配薬
・処方薬の塗布
・緊急時の対応

岩手県盛岡市盛岡駅西通２
－９－１　マリオスビル１
２Ｆ

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

通所介護におけるドライ
バー業務（宮古）

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１
２Ｆ

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

プリンター部品組立（宮古
市）

派遣先の事業所において基板製造の作業を行いま
す。
　プリンターに使用する部品を組立

・基板の決まった場所に手作業で部品を取り付け

岩手県盛岡市向中野３丁目
１８番２０号　２Ｆ　アク
エリアスビル

株式会社　エムアン
ドエム　盛岡営業所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

部品供給（宮古市） 派遣先の事業所において次の作業を行います。
・集めた部品をケースにセットし、製造装置に供
給
・部品確認（バーコード読み取り）
・初歩的な製造装置操作（タッチパネル）

岩手県盛岡市向中野３丁目
１８番２０号　２Ｆ　アク
エリアスビル

株式会社　エムアン
ドエム　盛岡営業所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

電子部品組立（宮古市） 派遣先の事業所において基板製造の作業を行いま
す。
　・部品集め
　・部品を手作業で取りつけ
　・チェッカー業務（部品に電気が通るか確認）

岩手県盛岡市向中野３丁目
１８番２０号　２Ｆ　アク
エリアスビル

株式会社　エムアン
ドエム　盛岡営業所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市


