
(1)17時00分～22時15分
1人 854円～854円

パート労働者 18歳以上 03010- 2288031

(1)9時00分～16時00分
5人 905円～1,129円

パート労働者 不問 ワード、エクセル 03030-  285631
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～17時00分
1人 854円～1,301円

パート労働者 不問 03030-  286931
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時00分～10時00分
1人 854円～854円 (2)15時30分～17時30分

パート労働者 不問 03030-  287131

1人 927円～927円

パート労働者 不問 03030-  288031

5人 930円～1,147円

パート労働者 不問 03030-  294931
普通自動車免許ＡＴ

(1)10時00分～17時00分
1人 860円～860円

自家用車通勤可能な方
パート労働者 64歳以下 02080-  258731

(1)8時30分～17時00分
1人 868円～868円

パート労働者 64歳以下 文字入力ができること 03030-  271031
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～17時00分
2人 918円～918円

パート労働者 64歳以下 03030-  272831
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～15時00分
1人 860円～860円

パート労働者 59歳以下 03030-  273231

(1)6時30分～10時30分
2人 923円～923円 (2)15時00分～19時00分

パート労働者 不問 03030-  275431
普通自動車免許ＡＴ

2人 854円～1,136円

パート労働者 不問 03030-  278631
普通自動車免許ＡＴ

(1)13時00分～17時30分
1人 860円～860円 (2)9時00分～17時30分

パート労働者 不問 03030-  282431
交替制あり
(1)9時30分～14時00分

1人 860円～860円

パート労働者 不問 06030-  445131
交替制あり

1人 860円～860円

パート労働者 不問 06030-  446031
交替制あり
(1)7時30分～13時00分

2人 863円～863円 (2)17時00分～22時15分

パート労働者 不問 03010- 2013731

(1)9時00分～13時30分
1人 854円～870円

パート労働者 64歳以下 03030-  247031
普通自動車免許ＡＴ

1人 854円～1,318円

パート労働者 不問 入力程度で可 03030-  250731
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事業所名
求人番号

ドラッグストアでの販売
（宮古宮町店）

・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
＊当社は東北６県に店舗を展開するプライム上場

岩手県盛岡市盛岡駅西通２
丁目９番１号　
マリオス６Ｆ

株式会社　薬王堂

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

（1月23日時点の内容です）

１月１６日　から　　１月２３日　までに受理した求人です。　＜次回発行日は２月２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

会計年度任用職員（事務補
助）

宮古土木センターの業務に係る事務補助
（書類や図面の作成補助や整理、台帳データ等の
入力、申請書類等の受付や審査、予算経理事務、
窓口受付や電話対応など）

岩手県宮古市五月町１番２
０号

岩手県沿岸広域振興
局土木部宮古土木セ
ンター

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（ワード、エク
セルが使用できること）

自動車運転経験５年間
以上かつ過去５年間無

事故無違反

運転手（送迎担当） 当施設通所リハビリテーションを利用する要介護
高齢者に対し、自宅と施設間の送迎について車両
を運転する業務です。
運転手と助手（添乗員）の２名で６名程度の利用
者を送迎します。送迎は曜日よってルートが異な

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第９
地割３９番地２７

医療法人　仁泉会
介護老人保健施設ほ
ほえみの里

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

会計年度任用職員（道路パ
トロール運転手）

・道路パトロールにかかる公用車の運転業務及び
公用車の管理業務を行っていただきます。
・県管理道路の維持修繕作業、その他道路管理に
関する業務を行っていただきます。
・その他、公用車の運転記録、洗車、日常点検等

岩手県宮古市五月町１番２
０号

岩手県沿岸広域振興
局土木部宮古土木セ
ンター

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

会計年度任用職員（事務補
助）

職員の指示のもと、パソコン（ワード・エクセ
ル）を使用しての数字入力及び文書作成や電話対
応、来客対応、各種書類のコピー作業、郵便物の
発送、収受等の業務に従事していただきます。

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6時間
岩手県下閉伊郡岩泉町

パソコン操作（ワード・エ
クセル）ができる方

惣菜担当／オール店 びはんストアオール店において惣菜業務を担当し
ます。
・お弁当や揚げ物などの調理
・商品の品出し業務
・商品の補充

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8時00分～15時00分

の間の4時間以上
岩手県下閉伊郡山田町

事務／パート職員 葬祭全般にかかわる事務を行います。
・パソコンを使用しての発注業務
・電話対応
・出納業務

岩手県宮古市小山田３丁目
３番５号

いわて生活協同組合
葬祭事業部　セリオ
ホールみやこ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

住宅展示場での受付・来場
者対応（土日祝）【宮古
市】

○住宅展示場での来場者受付や簡単なご案内をお
任せします！
＊モデルルーム内でのアンケート対応
＊ご来場いただいたお客様の担当営業への取り次
ぎ

青森県上北郡おいらせ町上
明堂４８－２３

東北不動産販売　株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務・経理担当 ・パソコンを使用しての文書作成、データ入力
・集金、電話対応、来客対応
＊銀行などに外出していただくこともあります。
（その際は、自家用車使用）
＊データ入力は、専用の会計ソフトを使用してい

岩手県宮古市上鼻２丁目１
－２２

有限会社　北村管材

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

パソコンの基本操作
（ワード・エクセル）

のできる方

葬祭施行補助／パート職員 葬祭全般にかかわる補助業務
・通夜室準備と片付け
・儀式受付準備と説明
・会食の準備と片付け
・各儀式の案内

岩手県宮古市小山田３丁目
３番５号

いわて生活協同組合
葬祭事業部　セリオ
ホールみやこ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ホームヘルパー／施設車 市内の利用者様のご家庭を訪問し、下記の業務に
従事します。
サービス提供時は、施設の車両（ＡＴ軽自動車）
を運転し移動し　ていただきます。
・食事、入浴、排せつの介助

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
月未満） 又は7時00分～18時00分

の間の4時間程度
岩手県宮古市

介護職員初任者研修修
了者、ホームヘルパー
２級　のいずれか

生活支援員／かあむ 障がい者支援施設「かあむ」で、知的障がい者で
ある利用者（４０名）の日常生活の支援や日中活
動支援の業務に従事します。
・利用者の方の食事配膳、盛り付け、食事介助
・食事後の片付け等

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第４
地割１番地４２

社会福祉法人　若竹
会　新たな郷わかた
け

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

販売（品出し及びレジ：ダ
イソー宮古長町店）２０時
間

○品出し及びレジでの接客
　（ダイソー商品の陳列やレジ業務です。）

※雇用期間は【６ヶ月毎の契約更新】を行ってお
り、更新時期は、毎年４月と１０月になります。

山形県飽海郡遊佐町比子字
白木２３－３６２

本間物産　株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

生花販売／魚菜市場店 ・店頭での生花販売、生花や鉢花のラッピング
・配達業務も多少あり

岩手県宮古市末広町３－２
１

中村生花店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ドラッグストアでの販売
（宮古小山田店）

・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
＊当社は東北６県に店舗を展開する一部上場企業

岩手県盛岡市盛岡駅西通２
丁目９番１号　
マリオス６Ｆ

株式会社　薬王堂

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

販売（品出し及びレジ：ダ
イソー宮古長町店）３５時
間

○品出し及びレジでの接客
　（ダイソー商品の陳列やレジ業務です。）

※雇用期間は【６ヶ月毎の契約更新】を行ってお
り、更新時期は、毎年４月と１０月になります。

山形県飽海郡遊佐町比子字
白木２３－３６２

本間物産　株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は9時30分～20時30分

の間の7時間程度
岩手県宮古市

会計年度任用職員（公用車
運転手）

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、久慈市などへの
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
岩手県下閉伊郡岩泉町

販売員 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

◎ 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５年１月２６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人 854円～1,318円

パート労働者 不問 入力程度で可 03030-  251331
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～16時30分
1人 930円～930円

パート労働者 59歳以下 メール､ブログ更新操作 03030-  253931
交替制あり
(1)14時30分～17時30分

1人 900円～1,000円

パート労働者 不問 03030-  254131

(1)9時00分～16時00分
1人 854円～1,000円

パート労働者 不問 03030-  255031
普通自動車免許ＡＴ

1人 854円～1,048円

パート労働者 不問 記録、写真の整理 03030-  256831
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1)8時00分～17時00分
3人 854円～900円 (2)8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-  260631

(1)10時00分～15時00分
4人 880円～930円

パート労働者 不問 03030-  262131

(1)10時00分～14時00分
2人 880円～930円 (2)17時00分～21時00分

パート労働者 不問 03030-  263031

(1)9時30分～11時00分
1人 855円～880円 (2)10時00分～11時00分

パート労働者 不問 03030-  264831
交替制あり
(1)6時00分～11時00分

1人 1,100円～1,100円 (2)14時00分～19時00分
(3)16時00分～21時00分

パート労働者 不問 03030-  265231

2人 930円～1,147円

パート労働者 不問 03030-  266531

2人 917円～1,144円

パート労働者 不問 03030-  232531

2人 860円～900円

パート労働者 不問 03030-  238131

(1)8時00分～14時30分
2人 860円～860円 (2)8時30分～15時00分

(3)9時00分～15時30分

パート労働者 不問 04010- 4875931
変形（1年単位）
(1)8時00分～12時10分

1人 880円～980円

パート労働者 不問 03021-  113031
変形（1年単位）
(1)18時00分～21時15分

2人 1,020円～1,020円

パート労働者 不問 03021-  114831
変形（1年単位）
(1)13時00分～21時15分

1人 900円～1,020円

パート労働者 不問 03021-  115231
変形（1年単位）

1人 900円～1,020円

パート労働者 不問 03021-  116531

1人 1,100円～1,100円

パート労働者 64歳以下 03030-  215531

1人 1,100円～1,100円

パート労働者 64歳以下 03030-  216431
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商品企画、販売／パティス
リー

宮古駅前にある小さなケーキ屋さん、お店の正面
には当店のキャラクター、ヤギのイボンヌちゃん
がお出迎え。店内にはケーキやお菓子以外にも可
愛い雑貨や文具などイボンヌでいっぱいです。
三陸鉄道さんと一緒にスイーツ列車を運行した

岩手県宮古市田老字小堀内
１９－１５

しあわせ乳業　株式
会社

雇用期間の定めなし
又は8時30分～19時30分
の間の6時間程度

岩手県宮古市

接客、販売、製造／パン専
門店

ヤギミルクを使った日本で初めての宮古発のパン
屋さんです。ＴＶ番組では当社のクリームパンが
日本一に選ばれ、全国から注文が来ています。
これからも世の中に無い新しいパンをここ宮古か
ら全国にお届けしていきます。皆で宮古をヤギで

岩手県宮古市田老字小堀内
１９－１５

しあわせ乳業　株式
会社

雇用期間の定めなし
又は8時30分～19時30分
の間の6時間程度

岩手県宮古市

レジチェッカー（山田イン
ター店　日勤・社保加入）

山田インター店レジ部門配属となり、
　（１）レジ精算（セミセルフレジ。決済、精算
はお客様ご自身がなさいます）
　（２）レジ周りの消耗品やカゴ整理
　（３）接客（お客様からの注文や商品場所案内

岩手県遠野市松崎町白岩１
３－８－１２

株式会社　キクコウ
ストア

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時00分～21時15分

の間の7時間程度
岩手県下閉伊郡山田町

レジチェッカー（山田イン
ター店　午後ー閉店）

山田インター店レジ部門配属となり、
　（１）レジ精算（セミセルフレジ。決済、精算
はお客様ご自身がなさいます）
　（２）レジ周りの消耗品補充やカゴ整理
　（３）接客（お客様からの注文、商品場所案内

岩手県遠野市松崎町白岩１
３－８－１２

株式会社　キクコウ
ストア

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は13時00分～21時15分

の間の4時間以上
岩手県下閉伊郡山田町

夜間レジチェッカー（山田
インター１８：００～２
１：１５）

山田インター店レジ部門配属となり、
　（１）レジ精算（セミセルフレジ。決済・精算
は、お客様ご自身がなさいます）
　（２）レジ周りの消耗品補充やカゴ整理
　（３）接客（お客様からの注文、商品場所案内

岩手県遠野市松崎町白岩１
３－８－１２

株式会社　キクコウ
ストア

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

惣菜販売員（山田インター
店　短時間）

山田インター店惣菜部門配属となり、
　（１）商品の加工・調理
　（２）商品陳列・整頓
　（３）接客（お客様からの注文、予約の承りな
ど）

岩手県遠野市松崎町白岩１
３－８－１２

株式会社　キクコウ
ストア

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

学校給食センターでの調理
補助

学校給食センター内での調理補助のお仕事です。
土日、祝日と春夏冬の長期お休みがありますでの
ご家族との時間を大切にしながら働ける職場で
す。
＊初回契約更新後は１年毎の更新になります。

宮城県仙台市宮城野区榴岡
３丁目４番１号
アゼリアヒルズ１３階

一冨士フードサービ
ス　株式会社　北海
道・東北支社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

ホールスタッフ（大戸屋宮
古店）

・お客様のご案内
・注文伺い
・料理提供とサービス
・会計
・後片付け

岩手県宮古市鴨崎町１－５
８

アンドーコーポレー
ション　有限会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は10時00分～21時00分

の間の3時間以上
岩手県宮古市

保育士（いわいずみ・こが
わ・おもと）

各こども園にて園児の保育業務をしていただきま
す。
・園児の遊び、食事介助、寝かしつけ、おたより
記載
・教室の整理整頓

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字惣畑５９番５

岩泉町役場
保育士、看護師、准看
護師、幼稚園教諭免
許・小学校教諭免許

のいずれか
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 又は7時30分～19時00分

の間の4時間以上
岩手県下閉伊郡岩泉町

会計年度任用職員（登記事
務員）

盛岡地方法務局宮古支局に申請する業務に従事し
ていただきます。
・不動産登記法に基づく登記嘱託書を作成
・パソコン(ワード･エクセル)を使用しての文書作
成

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）ができ

れば尚可
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

グループホーム世話人（非
常勤）１

知的・精神障がいのある利用者が暮らす一軒家の
グループホームで、家事を含む生活支援業務を
行っていただきます。１ヶ所のグループホームに
利用者４～５名が必要なサポートを受けながら共
同で生活する福祉施設です。主な仕事は以下のと

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第４
地割１－１１

社会福祉法人若竹会
自立支援センターウ
イリー

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

清掃スタッフ（トマト＆オ
ニオン）

トマト＆オニオンにおいてオープン前の清掃業務
を担当していただきます。
・店舗内外の清掃
・主に床掃き掃除、モップ掛け、機械を使っての
床磨き等

岩手県宮古市鴨崎町１－５
８

アンドーコーポレー
ション　有限会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

キッチンスタッフ（トマト
＆オニオン）

・調理
・食器洗浄
・仕込み
・厨房内清掃等
・その他付随する業務

岩手県宮古市鴨崎町１－５
８

アンドーコーポレー
ション　有限会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は10時00分～21時00分

の間の3時間以上
岩手県宮古市

ホールスタッフ（トマト＆
オニオン）

・お客様のご案内
・注文伺い
・料理提供とサービス
・後片付け
・店舗内外の清掃

岩手県宮古市鴨崎町１－５
８

アンドーコーポレー
ション　有限会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は17時00分～22時00分

の間の3時間以上
岩手県宮古市

事務局員兼販売員、調理補
助、食品加工補助

下記の業務のうちから適性をみて従事していただ
きます。
１　売店における販売業務
２　道の駅における調理補助
３　食品加工補助業務

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）

パソコン基本スキル(エ
クセル・ワードの基本
操作)できれば尚可

岩手県下閉伊郡田野畑村

会計年度任用職員（河川管
理補助員）

県管理河川の補助事務に従事していただきます。
公用車を運転し河川の巡視と違反是正、河川管理
施設の個別発見等の業務を行います。その他、巡
視日誌、公用車運転記録等をパソコンを使って入
力していただきます。

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6時間程度
岩手県下閉伊郡岩泉町

製品梱包／山田 コネクター端子の完成品を梱包する仕事です。
主な仕事は製品梱包、出荷チェック等になりま
す。


岩手県下閉伊郡山田町豊間
根７－４－１０

株式会社富士工業

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時30分～17時30分

の間の6時間程度
岩手県下閉伊郡山田町

児童支援員 小学校の児童が下校されてから保護者がお迎えま
での間、児童支援します。
・１年～３年生までの勉強、遊び、見守り等（約
２０程度）
　スタッフは他３名おります。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字森の越４番地１４

社会福祉法人　岩泉
町社会福祉協議会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は15時30分～18時30分

の間の3時間程度
岩手県下閉伊郡岩泉町

事務 現場に関わる書類作成と広報を担当します。
・現場調査の資料作成（エクセル等）
・撮影カメラから画像取り込み
・現場のスケジュール管理
・会社ブログ更新操作

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字合の山１４－１

株式会社　岩泉電工

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

会計年度任用職員（道路パ
トロール運転員）

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） 又は8時30分～17時15分

の間の7時間
岩手県下閉伊郡岩泉町



1人 854円～859円

パート労働者 60歳以下 03030-  220031
変形（1年単位）
(1)8時30分～16時30分

5人 900円～1,200円

パート労働者 不問 03030-  223531

(1)7時30分～12時30分
1人 854円～854円

パート労働者 不問 03030-  225731
変形（1年単位）

準中型自動車免許 (1)7時00分～12時00分
1人 885円～885円

パート労働者 不問 03030-  230831

(1)8時00分～12時00分
1人 1,636円～1,909円

パート労働者 59歳以下 03030-  231231
交替制あり
(1)8時30分～12時30分

1人 1,200円～1,500円 (2)14時00分～18時00分

パート労働者 64歳以下 03030-  195431

(1)9時00分～17時00分
1人 877円～877円 (2)12時15分～20時15分

パート労働者 不問 03030-  197331

(1)8時00分～17時00分
1人 940円～1,125円

パート労働者 60歳～64歳 03030-  198631

(1)12時00分～19時00分
1人 854円～854円 (2)15時00分～19時00分

パート労働者 不問 03030-  203131

(1)8時30分～12時30分
1人 1,000円～1,000円 (2)8時30分～17時30分

パート労働者 59歳以下 03030-  214231

3

事務員及び検査補助員 当院において下記の業務を行っていただきます。
・患者さんの呼び出し、誘導、カルテ運び、検査
の補助
・院内の清掃等
・その他付随する業務

岩手県宮古市栄町１－１４ 医療法人　山下眼科
医院

雇用期間の定めなし キーボードで文字・数
値の入力ができること

が望ましい
岩手県宮古市

販売員 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
・その他付随する業務

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） 又は12時00分～19時00分

の間の5時間程度
岩手県宮古市

交通誘導警備員【６０歳以
上限定求人】

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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務・サービスカウンター
担当

当店舗において下記の業務に従事していただきま
す。
・サージスカウンターにおいてお客様対応
・受付伝票のパソコン入力、注文商品の手配、電
話応対、サービス　カウンター内のレジ業務

岩手県宮古市磯鶏３丁目３
－２２

ＤＣＭ株式会社　Ｄ
ＣＭ宮古南店

雇用期間の定めなし
又は9時00分～20時15分
の間の4時間以上

岩手県宮古市

看護師 川原田小児科医院において看護業務全般を担当し
ていただきます。
医師の「指示」に基づき、患者さんの診察介助、
処置、検査、患者さんへの補足説明、その他付随
する業務を行っていただきます。

岩手県宮古市小山田二丁目
７番７２号

川原田小児科医院
看護師、准看護師

のいずれか
雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

工場の清掃員 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

水産加工品等の配達 びはん水産工場で製造した商品等をルート配達し
ていただきます。
・５ｋｇ～１０ｋｇ程度の荷物。
・マニュアルの２ｔ冷凍冷蔵庫車、マニュアルの
２ｔトラック車を使用

岩手県下閉伊郡山田町中央
町５番６号

株式会社　びはん
コーポレーション

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

惣菜部門／７：３０～１
２：３０

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

基板実装組立係 ・部品挿入、ハンダ付け、基板分割作業
・検査機等を使用しての完成品検査
＊電子機器などに使用される基板実装組立工程で
の作業となります。
＊作業手順は丁寧に教えますので、未経験の方で

岩手県宮古市松山第６地割
４６

株式会社　ウェーブ
クレスト　宮古工場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

調理または調理補助 やまびこ館において下記の業務に従事していただ
きます。
・レストラン厨房での調理または調理補助
・厨房内の清掃　等

岩手県宮古市川内第８地割
２

株式会社　川井産業
振興公社

雇用期間の定めなし
又は8時30分～17時30分
の間の4時間以上

岩手県宮古市
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