
交替制あり
(1)8時30分～17時15分

830円～880円 (2)8時30分～13時00分
(3)13時00分～17時15分

パート労働者 不問 03010- 3005001
看護師、准看護師 交替制あり

のいずれか (1)8時30分～16時30分
1,270円～1,370円 (2)9時00分～16時30分

パート労働者 不問 03010- 3011201
看護師、准看護師

(1)8時30分～12時30分
1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030-  500701
看護師

1,100円～1,200円

パート労働者 不問 03030-  504001
交替制あり
(1)8時30分～17時15分

819円～1,048円 (2)17時15分～8時30分

パート労働者 18歳以上 03030-  512001
調理師 交替制あり

(1)5時00分～14時00分
800円～1,000円 (2)10時00分～19時00分

パート労働者 不問 03010- 2821401
交替制あり
(1)5時00分～14時00分

800円～1,000円 (2)9時00分～18時00分
(3)10時00分～19時00分

パート労働者 不問 03010- 2823801

(1)17時30分～19時30分
1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03010- 2828601
調理師 交替制あり

(1)5時00分～14時00分
800円～1,000円 (2)10時00分～19時00分

パート労働者 不問 03010- 2830701
変形（1ヶ月単位）
(1)6時30分～14時30分

790円～840円 (2)10時50分～18時50分

パート労働者 不問 03010- 2933101

(1)9時30分～18時00分
933円～1,000円

パート労働者 不問 03010- 2960801
変形（1年単位）
(1)9時00分～16時00分

850円～1,000円

パート労働者 不問 事務経験 03030-  480501
栄養士

(1)8時00分～16時00分
969円～1,142円

パート労働者 不問 03030-  483601

900円～950円

パート労働者 不問 03030-  486401
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 1,300円～1,500円

普通自動車免許ＡＴ

パート労働者 69歳以下 03030-  493901

(1)11時45分～13時45分
800円～800円

パート労働者 不問 03030-  496701
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時30分～17時00分
905円～1,129円

パート労働者 不問 03030-  428101

790円～790円

パート労働者 不問 03030-  438701

1

水産加工員

1人

干物や冷凍品の製造及び鮮魚出荷を行います。
・サバ、イワシ等、青魚の干物加工
・魚の内臓処理で一部包丁使用あり
（初めての方でもすぐできます）
・トレーに並べたり、箱詰め等は手作業

岩手県下閉伊郡山田町大
沢第１０地割２０７－５

大和水産　株式会
社

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

能力開発推進員離職者等再
就職訓練担当（会計年度任

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。
・訓練委託先に対する技術的援助、指導
・求人情報の収集、提供
・委託訓練の企画、推進

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） 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

岩手県宮古市

食券機の操作補助兼ホール
係

1人

当店において下記の業務を行っていただきます。
・店舗入口の食券販売機のお客様の操作補助
・ホール係（配膳、下膳）
・簡単な仕込みやラーメントッピングの手伝い等

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
７地割３２番地２５

野菜たっぷりタン
メンの店　大久保

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護員「介護」

1人

訪問介護ヘルパー業務に従事していただきます。
・当社の介護タクシーに同乗し、通院介助を行う
のが主な業　務
・依頼の状況によっては、家事の代行
・食事・入浴・排泄などの介助

岩手県宮古市築地１丁目
１－４４

有限会社　川崎タ
クシー

雇用期間の定めなし

又は7時00分～19時00分の
間の4時間以上

岩手県宮古市

販売員

1人

メンズからレディースまでの幅広い年代層のトー
タルウェアの販売接客を行います。
・商品整理や店内外清掃
・接客、試着案内、採寸（必要時）
・会計レジ操作、包装

岩手県宮古市宮町４－４
－１１

青山商事株式会社
（洋服の青山　宮
古店）雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
又は9時30分～19時30分の
間の6時間程度

岩手県宮古市

栄養士／教育委員会総務課
（会計年度任用職員）

1人

新里給食センターに勤務となります。

・アレルギー除去代替食等　献立作成
・電話対応、来客対応
・パソコンデータ入力、書類整理等

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）操作できること

岩手県宮古市

事務

1人

当社において下記の業務を行っていただきます。
・ＰＣを使用し文書、資料作成
・請求書発行業務等
・電話、来客応対
・外出用務（官公庁等。銀行はなし）

岩手県宮古市黒森町９－
２８

丸信建設　株式会
社

雇用期間の定めなし
パソコン基本操作（ワー
ド・エクセル）ができる事

岩手県宮古市

キャンペーンスタッフ（い
わて生協ベルフ西町店）

1人

請負店舗先で、試食提供しながら商品ＰＲキャン
ペーンを行っていだたきます。

果物（キウイフルーツ）を食べやすい大きさに
カットして、試食していただきながら、お客様に

岩手県滝沢市大釜風林３
－２７　（株）アズ・
シード内

株式会社　キック
ス

日雇（日々雇用または１ヶ
月未満）

接客・販売・マネキン経験 岩手県宮古市

駅構内そば店従業員（宮古
駅）

1人

　宮古駅構内「宮古そば」において、以下の業務
を行っていただきます。
・そば店での簡単な調理・販売業務及び店舗清掃
等
・その他関連する業務及び指示された業務

岩手県盛岡市盛岡駅前北
通５番３３号

株式会社　ＪＲ東
日本リテールネッ
ト　盛岡支店雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

岩手県宮古市

調理師（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、食器洗浄など
　
＊利用者数：１２０名程度

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

洗浄員（宮古市）

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）

岩手県宮古市

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　　
　入所者様への食事提供業務
　調理、盛付、食器洗浄など
　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

調理師（宮古市）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと
　入所者様への食事提供業務
　調理、盛付、食器洗浄など
　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

当直専門員（会計年度任用
職員）

6人

●庁舎巡回・・・戸締り、火の元等の異常がない
かの確認業務
●電話対応・・・時間外は当直室に電話が繋がる
ため、担当職員に繋ぐ、伝える業務
●来庁者対応・・土日祝日に来庁する業者や時間

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）

岩手県下閉伊郡岩泉町

正看護師／向町「看護」

1人

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）に
て下記業務を行っていただきます。
・服薬管理
・バイタルチェック
・日常生活支援

岩手県宮古市向町２番３
４号

有限会社　介護施
設　あお空

雇用期間の定めなし

又は9時00分～15時00分の
間の6時間程度

岩手県宮古市

介護業務／デイサービスセ
ンター

1人

デイサービス利用者に対して看護全般に従事して
いただきます。
・バイタルチェック
・服薬管理
・デイサービスで対処できる処理を始めとした健

岩手県宮古市千徳町５番
３７号

株式会社ＪＡ　ラ
イフサポート宮古
介護センター雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
又は8時30分～13時30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
（宮古）「看護」

1人

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
月未満）

経験あれば尚可 岩手県宮古市

事業所名
求人番号

医療事務（下閉伊郡山田
町）

1人

請負先の医療機関にて医事業務全般を行います。

受付業務
患者様を最初に出会う医療機関の顔です


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
月未満）

ワード・エクセル入力、操
作経験のある方

事務職経験のある方 岩手県下閉伊郡山田町

     （2月7日時点の内容です）

　　２月３日　から　２月７日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は　２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

◎ 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１３日発行  



893円～1,120円

パート労働者 不問 03030-  440301
介護職員初任者研修修了者 変形（1ヶ月単位）

(1)16時45分～8時45分
856円～856円

パート労働者 18歳以上 03030-  442901
理容師、美容師いずれか

(1)9時30分～15時30分
900円～1,200円

パート労働者 不問 03030-  448501

900円～1,000円

パート労働者 不問 03030-  450901

850円～950円

パート労働者 不問 03030-  451101
変形（1年単位）
(1)8時30分～16時30分

900円～1,000円 (2)9時00分～17時00分

パート労働者 64歳以下 03030-  454801

(1)9時00分～16時00分
877円～1,094円

パート労働者 不問 03030-  464501

(1)7時00分～11時00分
800円～850円 (2)15時00分～19時00分

パート労働者 不問 03030-  465001
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～17時00分
900円～1,125円 (2)16時15分～0時30分

パート労働者 18歳以上 03030-  468901

(1)14時00分～22時00分
1,000円～1,000円 (2)17時00分～22時30分

パート労働者 18歳以上 03030-  472501

(1)8時00分～12時00分
850円～850円 (2)16時00分～19時00分

パート労働者 不問 03030-  477101

(1)7時15分～18時30分
807円～1,037円

パート労働者 不問 03030-  389101
普通自動車免許ＡＴ

(1)12時00分～17時00分
1,050円～1,050円 (2)9時00分～15時00分

パート労働者 不問 03030-  393001

(1)6時30分～8時00分
850円～850円 (2)15時00分～17時30分

パート労働者 不問 03030-  396901

(1)10時30分～14時30分
1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030-  398401
看護師、准看護師

のいずれか (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-  405801

(1)9時00分～13時30分
790円～810円

パート労働者 不問 03030-  422201

(1)9時00分～17時00分
880円～880円

パート労働者 不問 03030-  346601

(1)9時20分～15時00分
900円～900円

パート労働者 不問 03030-  349401

(1)22時00分～8時00分
950円～950円

パート労働者 18歳以上 03030-  350201

2

フロントスタッフ（ナイ
ト）

1人

ホテルに関する業務全般を行っていただきます。
【主な業務内容】
○フロント業務（チェックイン、チェックアウ
ト）
○電話対応

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）

パソコン入力操作程度 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

学童支援員補助（短期）

10人

各学童で支援員業務に従事します。
・児童の見守り（遊び相手）
・電話対応
・教室内清掃
・その他付随する業務（おやつ準備等）

岩手県宮古市五月町２－
１３

公益社団法人　宮
古市シルバー人材
センター雇用期間の定めあり（４ヶ

月未満）

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

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

調理（王将）１０時３０分
～１４時３０分

1人

中華料理店での調理業務全般を行っていただきま
す。
・食材の仕込み、調理、盛り付け
・食器洗い、厨房内の清掃
・その他付随する業務

岩手県宮古市大通４丁目
４－２０　２Ｆ

株式会社　マルセ
イユ　大阪王将宮
古店雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

委託バス運転手

2人

・山田町内の小学校スクールバスなど委託車両の
運転
・町内福祉施設等送迎バスなど委託車両の運転

２９人乗りマイクロバス以上の運転となります。

中型自動車免許（限定
解除）

岩手県下閉伊郡山田町川
向町６－４１

マルヨタクシー
有限会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

営業事務支援

1人

保険代理店において下記の業務に従事していただ
きます。
＊来客へのお茶出し・電話取次
＊書類整理
＊書類提出等での外出用務（社用車使用）

岩手県宮古市太田１－３
－１３

あんしんライフサ
ポート　合同会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

パソコン（エクセル）操作
できる方

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

ガソリンスタンド販売員

1人

ガソリンスタンド店におけるお客様への応対、
サービス
・車両の誘導、給油、洗車、窓ふき、会計
・その他付随する業務


岩手県宮古市根市第２地
割３３－２

株式会社丸光商事

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

夕食レストランキッチン・
ホールスタッフ

1人

夕食バイキングレストランの担当です。主に下記
の業務に従事していただきます。
・ホール接客
・厨房洗い場
・調理補助

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

カウンター及びホールス
タッフ

3人

パチンコ、スロット店のスタッフとして、お客様
に快適に遊技をしていただくためのサービスを提
供する仕事となります
・カウンター業務
・ホール業務

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中家２６－１

株式会社　ＪＥＣ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

保育補助「保育」

3人

０歳から５歳児の保育補助業務を担当していただ
きます。
・食事のお世話　　
・遊びの見守り
・お着替え・トイレ等の補助

岩手県宮古市西町３丁目
３－２６

学校法人　岩手キ
リスト教学園　認
定こども園　宮古
ひかり

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

事務補助（会計年度任用職
員）

1人

岩泉林務出張所において、事務補助作業に従事し
ます。
・パソコン操作によるデータ整理
・郵便物の発送
・窓口での来客応対、電話応対

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字松橋２４－３　岩泉
地区合同庁舎２階

沿岸広域振興局宮
古農林振興セン
ター林務室　岩泉
林務出張所

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・インターネット）の基
本操作

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

ゴルフ場フロント

2人

ゴルフ場のフロントにおいて、下記業務を行って
いただきます。
・お客さまのチェックイン、チェックアウト、清
算業務
・電話対応、予約管理

岩手県宮古市崎山第４地
割８６－３

株式会社　宮古カ
ントリークラブ

雇用期間の定めなし

ワード・エクセル操作
又は6時30分～17時00分の
間の7時間以上

岩手県宮古市

レストランフロアー

2人

ゴルフ場のレストランにおいて、下記業務を行い
ます。
・ご利用のお客様の注文、配膳、片付け
・清掃等
フロアースタッフは他３名おります。

岩手県宮古市崎山第４地
割８６－３

株式会社　宮古カ
ントリークラブ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

又は8時00分～16時00分の
間の5時間以上

岩手県宮古市

調理補助

2人

ゴルフ場の調理場において、食材の仕込み、調理
（ゆでる、炒める等）盛付等を行います。メ
ニューは定食、麺類、おつまみなどになっており
ます。他に５名のスタッフがおります。


岩手県宮古市崎山第４地
割８６－３

株式会社　宮古カ
ントリークラブ

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5時間以上

岩手県宮古市

理容美容補助アシスタント

1人

理容、美容を行っています。
・バックシャンプー
・シャンプー後の頭皮や肩マッサージ
・店内清掃、洗濯等


岩手県宮古市西町１丁目
２－２４

ｓｔｏｒｉｅｓ

雇用期間の定めなし

バックシャンプーができる
方

又は9時30分～15時30分の
間の2時間以上

岩手県宮古市

介護員夜間専従／清寿荘
「介護」

1人

介護老人ホーム清寿荘にて、以下の業務を行って
いただきます。
・施設入所者（定員５０名）の居室巡回業務
・食事などの介助業務


岩手県宮古市小山田２丁
目９－２０

社会福祉法人　宮
古市社会福祉協議
会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）

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



(1)9時00分～15時00分
818円～818円

パート労働者 不問 03030-  351501

(1)9時00分～13時00分
850円～850円 (2)9時00分～17時00分

パート労働者 不問 03030-  352001

869円～896円

パート労働者 不問 03030-  356101

(1)7時00分～15時00分
800円～800円 (2)7時30分～15時30分

パート労働者 不問 03030-  357401

(1)8時00分～15時00分
800円～800円 (2)13時00分～18時00分

パート労働者 不問 03030-  358701

(1)8時00分～15時00分
800円～800円 (2)8時00分～12時00分

パート労働者 不問 03030-  359801

(1)8時00分～15時00分
800円～800円 (2)10時00分～18時00分

(3)13時00分～18時00分

パート労働者 不問 03030-  361601

830円～830円

パート労働者 不問 03030-  362901

(1)10時00分～15時00分
800円～800円 (2)14時30分～19時30分

パート労働者 不問 03030-  364401
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～15時00分
818円～818円

パート労働者 不問 03030-  371101
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～13時00分
800円～800円 (2)13時30分～17時30分

パート労働者 不問 03030-  372401

(1)8時15分～16時45分
890円～890円

パート労働者 不問 03030-  373701
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-  375201
普通自動車免許一種

(1)9時00分～16時00分
906円～1,129円

パート労働者 20歳以上 03020-  257401
交替制あり
(1)9時00分～15時00分

790円～790円

パート労働者 不問 03070-  556101

3

カラオケ店スタッフ（宮古
末広店）

1人

カラオケ店利用者の接客及びサービス提供業務を
していただきます。

・来店されたお客様の受付、案内
・お客様に提供する料理、ドリンク等の簡単な調

岩手県北上市大通り１丁
目３－１　クレヨンタ
ワー４Ｆ

株式会社　村上商
事

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） ＰＯＳレジ受付になり

ます。簡単な端末操作
が出来る方

又は9時00分～6時00分の間
の6時間程度

岩手県宮古市

会計年度任用職員（事務補
助）

1人

沿岸広域振興局保健福祉環境部（釜石、宮古及び
大船渡の各地区合同庁舎）において受動喫煙対策
に係る下記の業務を行っていただきます。
１県民・施設管理者等への普及啓発
２県民や施設管理者等からの相談対応

岩手県釜石市新町６‐５
０

沿岸広域振興局
保健福祉環境部

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） ワード、エクセル等パソコ

ンソフトの基本的な操作が
できること。 岩手県宮古市　他

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

ピッキング作業≪急募≫

1人

当社は病院や老人ホーム施設、外食産業などの業
務用（冷凍食品、水産原料、常温加工品等）の食
品卸業を行っております。
・荷物の入出庫作業
・ピッキング作業

岩手県宮古市小山田四丁
目１－５

株式会社　モリレ
イ宮古営業所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

生花販売

2人

・店頭での生花販売、生花や鉢花のラッピング
・電話での注文受付、来客対応
・アレンジメント、花束、仏花作り
・生花等の配達


岩手県宮古市末広町３－
２１

中村生花店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

生産管理補助および運搬業
務

1人

生産管理の指示のもと、作業を行います。
・検品、数量チェック、パソコンでの入出庫管理
などの部材の入出
　荷作業
・製造工程で使用する部材の準備、移動作業

岩手県宮古市板屋３－１
１－１５

株式会社　エム・
アイ・エス東北工
場雇用期間の定めあり（４ヶ

月未満）

岩手県宮古市

販売員・チェッカー１０時
～・１４時３０分～

2人

スーパーマーケット玉木屋においてレジチェッ
カー係を担当していただきます。
・接客、レジ業務（自動つり銭機）
・商品の品出し
・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

サービス係（レジ担当）＜
ベルフ魚菜市場＞

3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、

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

雇用期間の定めなし

又は6時30分～17時45分の
間の4時間以上

岩手県宮古市

グロサリ係＜ベルフ魚菜市
場＞

1人

グロサリ部門での業務になります。
・食品やお菓子、飲料、雑貨等の商品を取り扱い
・商品の補充、陳列、発注
・その他清掃などの付帯業務


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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

農産係

1人

農産部門での果物・野菜の商品づくりを行いま
す。
・規格に合わせて、果物や野菜の計量
・カット作業、袋詰め、パック詰め
・品質、温度管理、値段ラベル貼り

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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

日配係＜ベルフ魚菜市場＞

1人

日配部門での業務になります。
・牛乳や乳製品、豆腐等の比較的賞味期限の短い
商品を取り扱い
・発注
・温度管理

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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

日配係

2人

日配部門での業務になります。
・牛乳や乳製品、豆腐等の比較的賞味期限の短い
商品の取り扱い
・商品の補充、陳列、ラベル貼り
・温度管理

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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

学校図書館支援員兼事務補
助員（会計年度任用職員）

1人

学校図書館において、下記業務に従事していただ
きます。　
・図書整理や貸し出し
・読み聞かせ等児童生徒の読書活動推進支援
・パソコンを使用して蔵書管理や図書館だよりの

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00分～17時00分の
間の7時間程度

岩手県宮古市

調剤事務

1人

主にレセプトコンピュータを使用した調剤事務を
担当していただきます。
・診療報酬明細書（レセプト）入力及び作成
・その他指示された業務及びそれに付随する業務
・場合によっては配達等の外出用務もしていただ

岩手県宮古市保久田３番
９号

合同会社　あすな
ろ薬局

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

成形品の外観検査

2人

電子部品に使用されるプラスチック成形品の検査
作業に従事していただきます。
・目視での検査や拡大鏡・実体顕微鏡を使用して
の検査
・細かい作業ですので、視力を必要とする仕事に

岩手県宮古市板屋３－１
１－１５

株式会社　エム・
アイ・エス東北工
場雇用期間の定めあり（４ヶ

月未満）

岩手県宮古市


