
(1)10時00分～15時30分
835円～835円

パート労働者 不問 03010-27667891
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～18時00分
805円～805円

パート労働者 不問 03010-27668291

(1) 9時00分～15時00分
800円～800円

有期派遣パート 不問 03010-27470691
普通自動車免許ＡＴ

(1)10時00分～15時00分
790円～790円

パート労働者 不問 03010-27331691

(1)10時00分～18時00分
830円～830円

パート労働者 不問 03010-27094291
交替制あり
(1)13時30分～21時30分

830円～830円 (2)16時00分～21時00分

パート労働者 不問 03010-27095591

(1) 8時00分～16時00分
830円～830円

パート労働者 不問 03010-27096191
普通自動車免許一種

(1) 9時00分～16時00分
893円～1,120円 (2) 8時30分～15時30分

(3) 9時00分～15時00分

パート労働者 不問 03030- 3949991
普通自動車免許一種

(1) 9時00分～16時00分
893円～1,120円 (2) 9時00分～15時00分

(3)10時00分～16時00分

パート労働者 不問 03030- 3953191
普通自動車免許一種

(1) 9時00分～16時00分
808円～1,104円

パート労働者 不問 03030- 3954091
普通自動車免許一種

(1) 9時00分～16時00分
893円～1,120円 (2) 9時00分～15時00分

パート労働者 不問 03030- 3955391
准看護師または看護師
普通自動車免許一種 (1)11時10分～19時00分

1,180円～1,289円 (2) 8時30分～16時20分

パート労働者 不問 03030- 3956691

(1) 8時30分～15時30分
893円～1,120円

パート労働者 不問 03030- 3960591

(1) 9時00分～16時00分
893円～1,120円

パート労働者 不問 03030- 3961191

893円～1,120円

パート労働者 不問 03030- 3962091

(1) 9時00分～16時00分
893円～1,120円

パート労働者 不問 03030- 3963391
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時00分
893円～1,120円

パート労働者 不問 03030- 3964691
2級ガソリン自動車整備士

職業訓練指導員免許 (1) 8時30分～17時00分
普通自動車免許一種 893円～1,513円

パート労働者 不問 03030- 3965991

1

講師（宮古高等技術専門校
会計年度任用職員）

1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。
・自動車システム科の学生への学科、実技指導

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）

岩手県宮古市

2級自動車整備士の資格を
有する者でその資格を取得
して3年以上の実務経験を

有する者

能力開発推進員（在職者訓
練担当　会計年度任用職

1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。
　・在職者等を対象とした職業能力開発（短期課
程）の企画、推進、情報提供及び相談援助
　・学生及び修了生の就職を援助する無料職業紹

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）

岩手県宮古市

ワード、エクセル、メール
等パソコンの基本操作がで

きること

事務補助（会計年度任用職
員）

1人

宮古教育事務所において、事務補助業務に従事し
ていただきます。
・パソコン（ワード・エクセル）を使用しての
データの入力
・資料の作成業務

岩手県宮古市五月町１－
２０　宮古地区合同庁舎
内

宮古教育事務所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

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

事務補助（会計年度任用職
員）

5人

職員の指示のもと、事務補助を行います。
・ＰＣ（ワード・エクセル）を使用し数字入力及
び文書作成
・電話対応、来客対応
・各種書類のコピー作業

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）
パソコン操作（ワード・エ

クセル）のできる方
又は 8時30分～17時15分の
間の6時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

事務補助（会計年度任用職
員）

1人

宮古地域振興センター県税室の勤務となります。
・パソコンを使用した電算入力事務
・申請書等の受付及び審査事務、整理事務の補助
・来室者の受付補助
・当室への文書の収受事務、発送事務作業、保管

岩手県宮古市五月町１番
２０号　宮古地区合同庁
舎内

岩手県沿岸広域振
興局

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市
パソコン操作ができること
（ワード・エクセル必須）

事務補助（会計年度任用職
員）／宮古審査指導監

1人

宮古審査指導監において、事務補助を行っていた
だきます。
・ＰＣ（ワード・エクセル）を使ったデータ入力
・電話応対
・物品購入事務

岩手県宮古市五月町１番
２０号　宮古地区合同庁
舎内

岩手県沿岸広域振
興局

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）

岩手県宮古市

嘱託看護師（会計年度住用
職員）宮古保健所保健課

1人

宮古保健所保健課において、以下の業務を担当し
ていただきます。
エイズ相談・抗体検査、ウイルス性肝炎相談・抗
体検査及び結核の接触者健診における採血・検体
採取の補助等

岩手県宮古市五月町１番
２０号　宮古地区合同庁
舎内

岩手県沿岸広域振
興局

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコンの基本操作ができ
ること

岩手県宮古市

ろうあ者・盲ろう者相談員
（会計年度任用職員）宮古

1人

宮古保健福祉環境センター福祉課において、以下
の業務を担当していただきます。
・ろうあ者及び盲ろう者の日常生活、社会活動に
係る相談指導
・ろうあ者の手話通訳、手話法の普及及び指導、

岩手県宮古市五月町１番
２０号　宮古地区合同庁
舎内

岩手県沿岸広域振
興局

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

パソコンの基本操作ができ
ること、手話通訳の経験が

５年以上

狂犬病予防技術員兼犬猫引
取員（会計年度任用職員）

2人

宮古保健所環境衛生課において、以下の業務を担
当していただきます。
・犬の捕獲・抑留及び犬・猫の引取りに関する業
務
・処分の補助、焼却、苦情処理に関する業務

岩手県宮古市五月町１番
２０号　宮古地区合同庁
舎内

岩手県沿岸広域振
興局

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコンの基本操作ができ
ること

岩手県宮古市

2人

宮古保健福祉環境センター福祉課において、以下
の業務を担当していただきます。
・家庭における児童養育及び児童の人間関係等の
相談指導
・主任児童委員の指導

岩手県宮古市五月町１番
２０号　宮古地区合同庁
舎内

岩手県沿岸広域振
興局

パソコンの基本操作ができ
ること

岩手県宮古市

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

母子・父子自立支援員兼子
育て支援員（会計年度任用
職員）

生活保護就労支援相談員
（会計年度任用職員）宮古

1人

宮古保健福祉環境センター福祉課において、以下
の業務を担当していただきます。
・援助計画の策定
・支援対象者訪問
・職業安定所訪問

岩手県宮古市五月町１番
２０号　宮古地区合同庁
舎内

岩手県沿岸広域振
興局

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコンの基本操作ができ
ること

岩手県宮古市

惣菜売り場スタッフ（マリ
ンコープドラ）

1人

マリンコープドラで、惣菜売り場を担当するお仕
事です。
（利用増加に伴う増員です）
１．弁当・寿司・揚げ物などの製造
２．売り場への商品陳列、手直し

岩手県滝沢市土沢２２０
－３

いわて生活協同組
合

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

レジ（サービス）スタッフ
（マリンコープＤＯＲＡ）

2人

マリンコープＤＯＲＡで、レジ（サービス）ス
タッフのお仕事です。
１．ＰＯＳレジによるお買い上げ商品の精算
２．お買い上げ商品の包装
３．レジ・サービスカウンターまわりの清掃、片

岩手県滝沢市土沢２２０
－３

いわて生活協同組
合

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

ＣＯＯＰ共済（サービス）
スタッフ（マリンコープ

2人

マリンコープ　ドラで、共済（サービス）スタッ
フのお仕事です。
１．ＣＯＯＰ共済の受け付け・相談承り。
２．ＣＯＯＰ共済のお知らせ（店内放送やパンフ
レット配布）

岩手県滝沢市土沢２２０
－３

いわて生活協同組
合

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

事務員（西ヶ丘）

1人

介護事業所内において事務作業を行っていただき
ます。
　・パソコンによる書類作成・データ入力
　（介護報酬請求など）
　・事務所の連絡・調整

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
エクセル・ワードを基本的

に使える方

資材業務（パート）（宮古
市）

2人

派遣先事業所で下記の業務を行っていただきま
す。
・棚入れしてある部材を指示書通り集める
・数字、アルファベットの組合せの番号が各部材
にシールで貼ってあり探しやすいです。

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

福祉用具専門相談員（宮
古）

1人

お客様のお宅に訪問しての仕事になります。
　・福祉用具に関する相談
　・営業
　・福祉用具の納品
　・フィッティング

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

福祉用具専門相談員、介護
福祉士、社会福祉士、看護
師、准看護師、保健師のい

ずれか

事業所名
求人番号

デイサービス厨房スタッフ
（八木沢）

2人

ニチイケアセンター八木沢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）

（集団給食経験あれば尚
可）

岩手県宮古市

     （11月18日時点の内容です）

　１１月１１日　から１１月１８日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は１１月２８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 

令和元年１１月２１日発行  



(1) 9時00分～16時00分
807円～1,037円

パート労働者 不問 03030- 3966491

(1) 7時15分～18時30分
807円～1,037円

パート労働者 不問 03030- 3967791
教員免許（科目不問）
普通自動車免許ＡＴ (1) 8時30分～15時30分

893円～1,120円

パート労働者 不問 03030- 3968891
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～16時00分
893円～1,120円

パート労働者 不問 03030- 3969291
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～16時00分
893円～1,120円

パート労働者 不問 03030- 3970091

(1) 6時00分～ 9時00分
790円～790円

パート労働者 不問 03030- 3932791

(1)15時00分～23時00分
790円～790円

パート労働者 不問 03030- 3933891

(1) 6時00分～ 9時00分
850円～850円

パート労働者 不問 03030- 3935591

850円～850円

パート労働者 不問 03030- 3936191

(1)16時00分～23時00分
850円～850円

パート労働者 18歳以上 03030- 3937091

850円～850円

パート労働者 18歳以上 03030- 3938391

(1) 5時00分～ 9時00分
850円～850円 (2) 9時00分～13時00分

(3)13時00分～18時00分

パート労働者 不問 03030- 3939691

(1)22時00分～ 5時00分
850円～850円

パート労働者 18歳以上 03030- 3940491

820円～920円

パート労働者 不問 03030- 3945191

(1)15時00分～17時00分
800円～800円

パート労働者 不問 03030- 3930991

(1)17時00分～ 0時00分
820円～850円

パート労働者 18歳以上 03030- 3922991
中型自動車免許 変形（１年単位）

(1) 8時50分～16時50分
1,000円～1,000円 (2) 8時50分～17時50分

パート労働者 不問 03030- 3923491
中型自動車免許 変形（１年単位）

(1) 6時00分～10時00分
1,500円～1,500円 (2)18時00分～22時00分

パート労働者 不問 03030- 3924791

(1) 6時00分～12時00分
800円～800円 (2)12時00分～18時00分

(3)17時00分～22時00分

パート労働者 不問 03030- 3917891
普通自動車免許

(1) 8時00分～14時00分
790円～820円 (2) 9時00分～16時00分

(3)10時00分～17時00分

パート労働者 不問 03030- 3918291

2

加工員

3人

当工場において下記の業務を行っていただきま
す。
・すし種の加工となります。（ホタテ、甘エビ
等）
＊ホタテは、貝柱だけの状態になったものを手作

岩手県宮古市蟇目第２地
割字柴野８２－２

株式会社　川秀
蟇目工場

雇用期間の定めなし

普通自動車免許一種 岩手県宮古市

販売員

3人

コンビニエンスストアのスタッフ
○レジでのお会計・接客
○商品の品出し・陳列・検品・補充
○揚げ物等の簡単な調理・販売
○店舗内外の清掃・ゴミの片付け

岩手県宮古市田老３丁目
３番１０号

ファミリーマート
宮古田老三丁目店

雇用期間の定めなし

又は22時00分～ 7時00分の
間の8時間

岩手県宮古市

送迎／岩泉・大槌コース

2人

当スクールにおいて下記の業務を行っていただき
ます。
・中型バスを運転し、教習生の送迎業務
　（早朝および夜間の市内～岩泉町コース、市内
～大槌町

岩手県宮古市田鎖１２－
２５

株式会社　宮古ド
ライビングスクー
ル雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
運転歴３年以上および無事

故歴過去３年以上
岩手県宮古市

送迎／市内循環コース

1人

当スクールにおいて下記の業務を行っていただき
ます。
・中型バスを運転し、教習生の送迎業務
　（市内循環コースとなります。）
・その他付随する業務（清掃等）

岩手県宮古市田鎖１２－
２５

株式会社　宮古ド
ライビングスクー
ル雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
運転歴３年以上および無事

故歴過去３年以上
岩手県宮古市

販売員

1人

コンビニエンスストア（ローソン宮古千徳店）で
の販売に係る業務です。
・接客やレジ、商品の品出し、整理、店舗内外の
清掃等
・仕事に慣れてきた方には、商品の発注などの在

岩手県宮古市上村１丁目
９番３５号

有限会社　かなざ
わ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

クリンクルー（磯鶏）

1人

当社請負先の館内の清掃全般び従事していただき
ます。
○掃除機、モップ・ホーキ・タオル・ブラシ等を
使い、トイレ掃除・玄関掃除・各室の清掃・ごみ
の回収等

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

販売員

2人

販売業務を担当していただきます。
・店内でのレジ打ち、接客、品出し、清掃等

医薬品、化粧品、雑貨等を取り扱っています。
店舗内で商品に関する勉強会などを実施してお

岩手県宮古市保久田８－
５

株式会社　ツルハ
ドラッグ　宮古中
央店雇用期間の定めなし

又は17時00分～22時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

レジ接客業務／ローソン宮
古近内店（２２時～）

3人

店内での販売業務全般を行っていただきます。
・レジ接客、お弁当・総菜の調理、販売
・荷物の検品、商品の品出し、陳列
・店内清掃、発注、季節商品の拡販など


岩手県宮古市西町三丁目
３－１

ローソン宮古西町
店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

レジ接客業務／ローソン宮
古近内店（５時～）

12人

店内での販売業務全般を行っていただきます。
・レジ接客、お弁当・総菜の調理、販売
・荷物の検品、商品の品出し、陳列
・店内清掃、発注、季節商品の拡販など


岩手県宮古市西町三丁目
３－１

ローソン宮古西町
店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

レジ接客業務／ローソン宮
古西町店（２３時～）

2人

店内での販売業務全般を行っていただきます。
・レジ接客、お弁当・惣菜の調理、販売
・荷物の検品、商品の品出し、陳列
・店内清掃、発注、季節商品の拡販など


岩手県宮古市西町三丁目
３－１

ローソン宮古西町
店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

又は23時00分～ 9時00分の
間の8時間

岩手県宮古市

レジ接客業務／ローソン宮
古西町店（１６時～）

2人

店内での販売業務全般を行っていただきます。
・レジ接客、お弁当・惣菜の調理、販売
・荷物の検品、商品の品出し、陳列
・店内清掃、発注、季節商品の拡販など


岩手県宮古市西町三丁目
３－１

ローソン宮古西町
店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

レジ接客業務／ローソン宮
古西町店（９時～）

2人

店内での販売業務全般を行っていただきます。
・レジ接客、お弁当・惣菜の調理、販売
・荷物の検品、商品の品出し、陳列
・店内清掃、発注、季節商品の拡販など


岩手県宮古市西町三丁目
３－１

ローソン宮古西町
店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

又は 9時00分～17時00分の
間の6時間程度

岩手県宮古市

レジ接客業務／ローソン宮
古西町店（６時～）

2人

店内での販売業務全般を行っていただきます。
・レジ接客、お弁当・惣菜の調理、販売
・荷物の検品、商品の品出し、陳列
・店内清掃、発注、季節商品の拡販など


岩手県宮古市西町三丁目
３－１

ローソン宮古西町
店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

販売員（小本店）１５時～

1人

ローソン岩泉町小本店での業務となります。
・接客、レジ打ち、商品袋詰め、電話対応、品出
し、清掃、商品発注等。
・商品発注は、適性を見ながら指導いたします。
・３～４名で業務を行います。

岩手県宮古市大字根市第
２地割字中割目六番四

ローソン宮古根市
店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

販売員（小本店）６時～

1人

ローソン岩泉町小本店での業務となります。
・接客、レジ打ち、商品袋詰め、電話対応、品出
し、清掃、商品発注等。
・商品発注は、適性を見ながら指導いたします。
・３～４名で業務を行います。

岩手県宮古市大字根市第
２地割字中割目六番四

ローソン宮古根市
店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

児童保護相談員（会計年度
任用職員）

1人

・職員が行う児童虐待等の家庭訪問や関係機関調
査の記録等の補助業務
・児童虐待等の統計の取りまとめ
・児童相談記録の整理、保管
・その他、事務補助、業務補助等

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）

岩手県宮古市

一時保護所心理専門員（会
計年度任用職員）

1人

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－
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）

岩手県宮古市

学習指導協力員（会計年度
任用職員）

1人

一時保護児童への学習指導を行います。
・児童相談所での学習の指導、それに付随する学
習準備
・指導記録等の入力（パソコン使用）
・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－
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）

岩手県宮古市

調理等専門員（会計年度任
用職員）／日々雇用

1人

一時保護所の給食調理業務を行います。
・一時保護児童の給食調理（朝・昼・夜）、配膳
・片付け、食器洗浄
・食材買い出し（徒歩圏内）
・調理場清掃、片付け、ゴミ捨て

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）

岩手県宮古市

調理等専門員（会計年度任
用職員）

1人

一時保護所の給食調理業務を行います。
・一時保護児童の給食調理（朝・昼・夜）、配膳
・片付け、食器洗浄
・食材買い出し（徒歩圏内）
・調理場清掃、片付け、ゴミ捨て

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 7時25分～18時10分の
間の6時間程度

岩手県宮古市



普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分

800円～900円 (2) 9時30分～18時30分
(3)17時00分～ 9時00分

パート労働者 64歳以下 03030- 3919591

(1) 9時00分～13時30分
790円～810円

パート労働者 不問 03030- 3908791
看護師または准看護師

(1) 8時30分～16時00分
1,000円～1,200円 (2) 8時30分～12時30分

パート労働者 64歳以下 03030- 3910191

(1) 5時00分～ 8時00分
950円～950円

パート労働者 不問 03030- 3911091

(1)10時00分～15時00分
800円～800円

パート労働者 不問 03030- 3915491

3

イベント係

2人

当社において下記の業務を行っていただきます。
・事業所（べにや２Ｆ）や市内の各ホテルなどで
行われる催事やイベント、ライブ等の設営、撤収
・上記使用の音響機材の運搬（アンプなど重量物
もあり）

岩手県宮古市末広町２－
１１

Ｋ企画

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員（５：００～）

1人

・接客、レジ操作
・商品の受け渡し、商品の袋詰め
・商品陳列、補充、発注、
・簡単な調理（揚げ物等）
・店内の清掃等

岩手県宮古市実田二丁目
２－８

株式会社　三栄

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師又は准看護師「看
護」

1人

外科・内科を主体とした外来業務に従事していた
だきます。
・診察介助、採血、点滴、血圧測定等
・検査・電気治療の介助又は実施
・レントゲン撮影時の介助

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
ク雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員

1人

紳士服、婦人服、子供服、肌着、寝具等を総合的
に接客販売していただきます。
・その他、レジ作業
・商品の陳列、商品の整理、各売場の在庫管理
・店内の清掃等の業務

岩手県宮古市末広町２－
８

有限会社　高幸洋
品店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護員または介護補助員
「介護」

1人

介護業務全般に従事していただきます。
・食事・入浴・排泄の支援
・見守り、介助、レクリエーション
・病院受診時の同行等
・入居定員９名

岩手県宮古市津軽石第１
３地割２０８番地１６０

株式会社　風和璃

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市


