
歯科衛生士
(1) 9時00分～18時00分

900円～1,100円 (2)10時00分～19時00分

パート労働者 59歳以下 03030- 2135691
介護職員初任者研修
普通自動車免許ＡＴ
ホームヘルパー２級 1,200円～1,700円

パート労働者 不問 03030- 2136991
普通自動車免許ＡＴ

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

パート労働者 不問 03030- 2137491
看護師または

准看護師 (1) 9時30分～16時00分
1,083円～1,471円

パート労働者 不問 03030- 2138791
幼稚園教諭免許
または保育士

800円～900円

パート労働者 不問 03030- 2140191

820円～970円

パート労働者 不問 03030- 2144991

(1)10時30分～14時00分
770円～770円 (2)10時30分～15時00分

パート労働者 不問 03030- 2145491

(1) 9時00分～15時00分
762円～822円

パート労働者 不問 03030- 2151691

(1) 6時00分～ 9時00分
770円～770円 (2)10時00分～14時00分

(3)15時00分～18時00分

パート労働者 不問 03030- 2076291

(1) 6時00分～ 8時00分
880円～980円

パート労働者 不問 03030- 2083891
普通自動車免許一種

(1)16時00分～21時00分
1,200円～1,200円 (2)17時00分～21時00分

(3)18時00分～21時00分

パート労働者 不問 03030- 2084291
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- 2089691

(1) 7時00分～11時00分
785円～785円 (2) 7時30分～11時30分

(3) 8時00分～12時00分

パート労働者 不問 03030- 2091791

(1) 7時00分～15時00分
785円～785円

パート労働者 不問 03030- 2092891

(1) 8時45分～13時15分
785円～785円 (2)10時00分～18時00分

パート労働者 不問 03030- 2093291

(1)16時00分～20時00分
785円～785円 (2)17時00分～21時00分

パート労働者 不問 03030- 2094591

(1) 9時30分～15時30分
900円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 2095191

785円～785円

パート労働者 不問 03030- 2096091
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     （6月7日時点の内容です）

　　６月４日　から　６月７日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は　６月２０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
事業所名
求人番号

歯科衛生士

1人

歯科衛生士業務および医師のアシスタント業務
・口腔内の汚れの除去、薬物塗布の歯科予防処理
・虫歯予防の健康指導
・診療器具などの準備・片付け
・医師のアシスタント業務

岩手県宮古市南町１５－
９

橋本デンタルオ
フィス

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ホームヘルパー（地域ヘル
パー）「介護」

1人

市内に住む利用者様のご家庭を訪問し、家事及び
身体介護のサービスを提供します。
・食事、入浴、排せつの介助
・炊事、掃除、洗濯といった日常生活の手助け等
（自家用車を使用して頂きます※任意保険加入必

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

月以上）
又は 7時00分～18時00分の
間の1時間以上

岩手県宮古市

運転手兼介助員

1人

・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

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

月以上）

岩手県宮古市

看護職／デイサービス
（パート）「看護」

2人

・デイサービス利用者のバイタルチェック
・簡単な機能訓練
・看護業務
・健康相談等の補助
・添乗業務（送迎車の運転業務はありません）

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

月以上）
又は 9時00分～16時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

バス添乗又は保育補助「保
育」

1人

当法人が運営する幼稚園において、園バス（送迎
バス）の添乗業務又はあずかり保育（延長保育）
の担当をしていただきます。
・あずかり保育は他に担任職員がいますので、園
児の見守り　を主とした補助的な仕事

岩手県下閉伊郡山田町八
幡町１２－２１

学校法人光明学園
山田幼稚園

雇用期間の定めなし

又は 8時00分～18時00分の
間の6時間以上

岩手県下閉伊郡山田町

調理補助員／紫桐苑

1人

当法人が運営する特別養護老人ホームやデイサー
ビスセンターにおいて、調理業務に従事していた
だきます。
・朝夕９０食程度、昼１１０食程度の調理となり
ます。

岩手県宮古市茂市１－１
１５－１

社会福祉法人新里
紫桐会　特別養護
老人ホーム紫桐苑雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は 8時00分～19時00分の
間の5時間以上

岩手県宮古市

ホール係

1人

・ホール内（２０席）の接客、注文受け、レジ操
作
・食洗機による食器洗浄、片付け、店内掃除
・その他付随する業務
　　　　　

岩手県宮古市長根２丁目
７－１７

ＬＵＮＡ　Ｃａｆ
ｅ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

クリンクルー（９時～１５
時）

1人

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３－１１

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

調理員

1人

宮古市川井診療所において、食事の下ごしらえ、
調理、盛り付け、後片付け等をしていただきま
す。
・入院患者の食事調理（８名程度）
・職員の食事調理（４～５名程度）

岩手県宮古市鈴久名４－
５－４

特定非営利活動法
人かわい元気社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

仕分けスタッフ

1人

宅急便及びメール便について、伝票を見ながら
町・地区ごとに仕分ける作業です。
＊構内での作業で、立ち仕事となります。
＊ほとんどの荷物は手作業で持ち運びします。
＊フォークリフト資格をお持ちの方は、大きい荷

岩手県宮古市長町二丁目
１－３２

ヤマト運輸　株式
会社　宮古支店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

セールスドライバー

2人

・宅配便の集荷及び配達
・宮古市内を２ｔ車で運転しての集配業務
＊社内規定に従い、初めは乗務見習いとして配達
の仕分け、端末操作方法、お客様との接し方など
を同乗しながら覚えていただきます。

岩手県宮古市長町二丁目
１－３２

ヤマト運輸　株式
会社　宮古支店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

勝馬投票券の発売

1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－
３－１３

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

ベーカリー係／４Ｈ

3人

いわて生協ベルフ西町店のベーカリー「ＭＥＧＵ
ＭＩＹＡ」のスタッフを募集します。
・パン生地の成形・焼き上げなど
・そのほか袋詰めや値段ラベル貼り、または陳
列・清掃等の附帯業務

岩手県宮古市田の神２－
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

惣菜係（７時～１５時）

2人

惣菜係での商品づくりを担当していただきます。
・揚げ物、お弁当、惣菜類全般の調理、盛付け、
パック詰め
・ある程度下ごしらえされた食材を、レシピに
沿って調理

岩手県宮古市田の神２－
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

サービス係（レジ担当）

2人

レジ接客業務全般に従事していただきます。
・バーコード読込み、レジスター操作、商品代金
の精算（自動精算機を使用）
・組合員カードの読込み、レジ袋の確認、配布、
エコバックへの商品袋詰めなど

岩手県宮古市田の神２－
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

サービス係（レジ担当・午
後）

2人

レジ接客業務全般に従事していただきます。
・バーコード読込み、レジスター操作、商品代金
の精算（自動精算機を使用）
・組合員カードの読込み、レジ袋の確認、配布、
エコバックへの商品袋詰めなど

岩手県宮古市田の神２－
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

サービススタッフ（客室
セット）

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

レジ担当／サービス部門

1人

サービス部門でのレジ接客業務を行っていただき
ます。
・バーコード読み込み、レジスター操作、商品代
金の精算（自動精算機を使用）、エコバッグへの
商品袋詰めなど

岩手県宮古市小山田二丁
目２－１

いわて生活協同組合
宮古ショッピングセ
ンター　マリンコー
プＤＯＲＡ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は10時00分～20時00分の
間の4時間以上

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 

令和元年６月１３日発行  



(1)22時30分～ 0時30分
1,000円～1,000円

パート労働者 18歳以上 03030- 2098691

(1)12時30分～17時00分
800円～800円 (2) 8時00分～17時00分

パート労働者 不問 03030- 2100091

(1) 8時00分～17時00分
900円～1,125円

パート労働者 18歳以上 03030- 2104491

770円～770円

パート労働者 不問 03030- 2105791

(1)15時00分～21時00分
770円～770円

パート労働者 不問 03030- 2106891

(1)16時00分～ 0時00分
770円～770円

パート労働者 18歳以上 03030- 2107291
歯科衛生士

800円～1,200円

パート労働者 不問 03030- 2108591

800円～900円

パート労働者 不問 03030- 2110691
交替制あり
(1) 8時00分～17時00分

765円～800円 (2)17時00分～ 0時00分
(3) 0時00分～ 8時00分

パート労働者 18歳以上 03030- 2111991

900円～1,000円

パート労働者 18歳以上 03030- 2113791
普通自動車免許一種

(1)10時00分～15時00分
1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 2114891

(1) 8時00分～17時00分
1,200円～1,500円 (2)21時00分～ 6時00分

パート労働者 18歳以上 03030- 2119391

(1)14時00分～18時30分
850円～850円

パート労働者 不問 03030- 2122291
大型自動車免許一種

(1) 8時00分～10時00分
800円～800円 (2)15時00分～17時00分

パート労働者 不問 03030- 2123591
中型自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 6時30分～ 8時00分

1,875円～1,875円 (2)16時00分～18時30分

パート労働者 不問 03030- 2126391

(1) 7時00分～ 9時00分
800円～800円

パート労働者 不問 03030- 2160991

(1) 9時20分～15時00分
900円～900円

パート労働者 不問 03030- 2162791

762円～800円

パート労働者 不問 03030- 2165591
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～15時00分
850円～900円

パート労働者 不問 03030- 2169691

(1) 8時00分～13時00分
770円～770円 (2)13時00分～18時00分

(3)17時00分～23時00分

パート労働者 18歳以上 03030- 2175191
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コンビニ販売員

4人

コンビニエンス業務全般
・お客様への対応・レジ業務
・入荷商品の仕分け
・商品の品出し・陳列
・フライヤー調理

岩手県宮古市保久田８－
１６

有限会社　三寿

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般事務

1人

事務業務を担当していただきます。
・書類整理
・パソコン（ワード・エクセル）を使用し、デー
タ入力、書　類作成等
・事務所内・外清掃

岩手県宮古市山口３丁目
９－４２

ＳＨＯ　合同会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

清掃員

1人

事務所や個人宅の清掃業務全般に従事します。
・台所、浴室、トイレ、フローリング等。
・１日に複数の現場を回る場合もあり。
＊作業内容は依頼主により異なるので、現場指導
を受けて習　得していただきます

岩手県宮古市実田一丁目
６番６号

有限会社　メンテ
ナンス宮古

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時間程度

岩手県宮古市

ハウスキーパー（客室清掃
員）

3人

客室清掃として、以下の仕事を行っていただきま
す。
○お客様がチェックアウトされた後の客室清掃
○ベッドメイク
○バス・トイレ等の水回り清掃

岩手県宮古市藤の川１５
番地３８号

ルートインジャパ
ン株式会社　　ホ
テルルートイン宮
古

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（和見町）

1人

請負先の館内の清掃業務全般となります。
・掃除機、モップ、ホーキ、タオル等を使って各
室の清掃
・廃棄物の収集等
１名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
月以上）

岩手県宮古市

スクールバス運転手

1人

スクールバス（マイクロバス）の運転手業務に従
事していただきます。
・中学生の朝夕の送迎
・エリアは宮古市内
・バスの日常点検

宮古市田老字新田平１６
－１３

東日本交通株式会
社　宮古営業所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 中型車以上の（マイクロバ

ス等）の運転経験が　１年
以上 岩手県宮古市

送迎運転手／さくらんぼ保
育園・赤前本園

1人

赤前本園～さくらんぼ保育園間の送迎業務を担当
していただきます
・園内関係者の送迎
・その他園庭整備、片付け、雪かき等


岩手県宮古市赤前第３地
割１４－１１

社会福祉法人　慈
愛会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

指導員／赤前学童の家他

1人

学童の家において、下記業務を行います。
・児童（小学校低学年）の指導、安全管理等
・児童と一緒に運動、遊び、学習の見守り等

教員免許、保育士資格お持ちの方は優遇します。

岩手県宮古市赤前第３地
割１４－１１

社会福祉法人　慈
愛会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 7時30分～18時30分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

警備員・交通誘導警備員
（アルバイト／宮古）

5人

警備・交通誘導業務を行います。
・各種電話工事や建設工事に伴い道路において歩
行者や一般　車両、工事車両が安全に通行できる
ように誘導を行う
・イベント会場や駐車場、お祭り等において人や

岩手県宮古市西ケ丘２丁
目１２番１号

トータルセキュリ
ティー　株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

配達係

1人

お客様が購入した品物（生もの以外）を自宅まで
配達する業務です。
・配達の範囲は、旧宮古市内（崎山、花輪、津軽
石など）
・通常は１日１０件程度ですが、特売日には１５

岩手県宮古市栄町３－３
５

有限会社　ミナッ
ク（宮ビル）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理（調理見習い可）

1人

居酒屋での一品料理などの調理を主に担当。
・食材のカット、仕込み
・調理、盛り付け
・片付け、清掃などの業務を行います。


岩手県宮古市末広町３－
３

山小屋

雇用期間の定めなし

又は17時00分～ 2時00分の
間の3時間以上

岩手県宮古市

清掃業務

1人

清掃業務全般に従事していただきます。
・１～２名体制の勤務
・客室清掃、敷地内の清掃作業
・その他、フロント業務（電話応対等）もお願い
します。

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根１－２１４－２

有限会社　Ｒ（ホ
テルＲ）

雇用期間の定めなし

又は 8時00分～ 0時00分の
間の3時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

歯科助手

1人

当院において歯科助手業務に従事します。
・歯科医師の診療補助
・治療器具のセッティング
・使用済み器具の洗浄
・その他関連する業務を行っていただきます。

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根２－１０５－１

留理歯科医院

雇用期間の定めなし

又は 8時30分～18時00分の
間の4時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

歯科衛生士

1人

当院において歯科衛生士業務に従事します。
・主に歯科医師の治療の補助、歯周病検査ブラッ
シングなど　口腔衛生指導
・その他関連する業務を行っていただきます。


岩手県下閉伊郡山田町豊
間根２－１０５－１

留理歯科医院

雇用期間の定めなし

実務経験３年以上
又は 8時30分～18時00分の
間の4時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

販売員（ファミリーマー卜
津軽石店）１６：００～０

1人

コンビニエンスストア業務全般に従事していただ
きます。
・レジ業務での接客応対
・商品袋詰めや商品の品出・補充
・ファーストフードの調理

岩手県宮古市刈屋１１－
５２－１

有限会社　丸坂商
店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

販売員（ファミリーマート
新里店）１５：００～

1人

コンビニエンスストア業務全般に従事していただ
きます。
・レジ業務での接客応対
・商品袋詰めや商品の品出・補充
・ファーストフードの調理

岩手県宮古市刈屋１１－
５２－１

有限会社　丸坂商
店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

販売員（ファミリーマート
新里店）８：００～

1人

コンビニエンスストア業務全般に従事していただ
きます。
・レジ業務での接客応対
・商品袋詰めや商品の品出・補充
・ファーストフードの調理

岩手県宮古市刈屋１１－
５２－１

有限会社　丸坂商
店

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

交通誘導警備員

3人

道路工事現場や建設工事現場で歩行者や一般車
両、工事車両の安全を確保するための交通誘導を
行います。
・現場は主に宮古、下閉伊地域となります。
・他にもイベント会場での駐車場、一般来場者等

岩手県宮古市神田沢町１
番２３号

株式会社　セーフ
ティーガード

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

販売

1人

インフォメーションセンターにおける下記の業務
・たばこ、切手、印紙等の販売および管理
・氷の販売、管理（製氷機使用）
・催事場及びイートインスペースの管理、清掃
・ゆうパックの取扱い

岩手県宮古市五月町１番
１号

株式会社　魚菜
サービス

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

深夜清掃スタッフ

2人

パチンコ・スロット店の営業後の清掃業務に従事
していただきます。
・ホール、トイレ掃除
・ゴミの回収作業
・掃き掃除、モップがけ等

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中家２６－１

株式会社　ジェッ
ク

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町



(1) 9時30分～17時15分
900円～900円

パート労働者 不問 03030- 2153491
中型自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 6時30分～ 8時00分

1,067円～1,289円 (2)15時00分～18時00分

パート労働者 不問 03030- 2154791
ホームヘルパー２級

または (1) 8時00分～18時00分
介護職員初任者研修 958円～958円

パート労働者 不問 03010-14217491

(1) 9時00分～14時00分
835円～835円

パート労働者 不問 03010-14220191
交替制あり
(1) 5時00分～14時00分

800円～1,000円 (2)10時30分～19時30分

パート労働者 不問 03010-14315891

(1)13時30分～19時00分
800円～1,000円

パート労働者 不問 03010-14317591

(1)18時00分～20時00分
800円～1,000円

パート労働者 不問 03010-14318191

(1)23時00分～ 0時00分
1,000円～1,000円

パート労働者 18歳～59歳 04010-38561691

3

（請）清掃スタッフ［宮古
市］

3人

アミューズメント施設の閉店後清掃
　掃き、拭き、モップ掛け、ゴミ回収、トイレ掃
除

宮城県仙台市若林区大和
町５丁目２３－１７

株式会社　ブリー
ズ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

洗浄員（岩泉町）

1人

請負先事業所において、洗浄業務を行っていただ
きます。
下膳、食器洗浄（一部食器洗浄機使用）
調理器具洗浄、シンク周辺の清掃など


岩手県盛岡市大通３丁目
３番１０号　七十七日生
盛岡ビル　９階

日清医療食品　株
式会社　北東北支
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

調理員（山田町）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと
　利用者様への食事提供業務
　調理、盛付、食器洗浄等
　厨房内業務全般
　

岩手県盛岡市大通３丁目
３番１０号　七十七日生
盛岡ビル　９階

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

調理員（宮古市）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと
　入院患者様への食事提供業務

　調理、盛付、食事洗浄など
　厨房内業務全般

岩手県盛岡市大通３丁目
３番１０号　七十七日生
盛岡ビル　９階

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

デイサービス厨房スタッフ
（宮古）

1人

ニチイケアセンター宮古において厨房スタッフの
業務に従事していただきます。
・昼食の準備
・食器洗浄
・厨房内の清掃・衛生管理

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
月以上）

岩手県宮古市
集団給食経験あれば尚

可

デイサービスの介護員（宮
古）「介護」

2人

デイサービスにおける介護業務全般を行っていた
だきます。
・入浴介助
・給食・食事介助
・レクリエーションの企画・実行等

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
月以上）

岩手県宮古市

スクールバス運転手（田
老）

1人

スクールバス（マイクロバス）の運転手業務
・田老第一中学校、田老第一小学校、田老第三小
学校の生徒　の朝夕の送迎
・送迎コースは６コースある内の一つのコースを
担当

宮古市田老字新田平１６
－１３

東日本交通株式会
社　宮古営業所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

中型車以上の（マイクロバ
ス等）の運転経験が  １年

以上

販売員（パート）

1人

ジュエリーの提案・販売および店舗事務作業を
行っていただきます。誕生石を覚えたりジュエ
リーに慣れる事から始めて頂きます。
貴方のセンスを活かして、お客様にお似合いの
ジュエリーをおススメして下さい。

岩手県宮古市小山田二丁目
２－１　ショッピングセン
ターマリンコープＤＯＲＡ
内

ＡＳ－ｍｅエス
テール株式会社
エステール宮古店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市


