
普通自動車免許ＡＴ 変形（1年単位）
(1)21時30分～6時30分

1人 923円～1,516円

パート労働者 18歳～59歳 03030- 2276601

5人 790円～790円

パート労働者 18歳以上 03030- 2279401
交替制あり

2人 900円～900円

パート労働者 不問 13040-75504201
調理師 交替制あり

(1)5時00分～14時00分
1人 820円～1,000円 (2)10時00分～19時00分

パート労働者 不問 03010-15024501
調理師 交替制あり

(1)5時00分～14時00分
1人 820円～1,000円 (2)10時00分～19時00分

パート労働者 不問 03010-15029101
交替制あり
(1)5時00分～14時00分

1人 820円～1,000円 (2)10時00分～19時00分

パート労働者 不問 03010-15030801
調理師 交替制あり

(1)5時00分～14時00分
1人 820円～1,000円 (2)10時00分～19時00分

パート労働者 不問 03010-15031201

(1)13時00分～18時30分
1人 820円～1,000円

パート労働者 不問 03010-15032501
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時00分～17時00分
1人 1,050円～1,050円

パート労働者 64歳以下 03030- 2250601

(1)15時00分～19時00分
3人 800円～900円

パート労働者 不問 03030- 2251901
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
1人 856円～856円

パート労働者 18歳以上 03030- 2252101

2人 800円～800円

パート労働者 不問 03030- 2263801

2人 880円～930円

パート労働者 不問 03030- 2269901

2人 880円～930円

パート労働者 不問 03030- 2270701
普通自動車免許ＡＴ

介護福祉士
1人 1,200円～1,600円

パート労働者 64歳以下 03030- 2271801
交替制あり
(1)8時40分～12時40分

1人 807円～807円 (2)13時00分～17時00分
(3)16時20分～20時20分

パート労働者 59歳以下 01230-12736101
交替制あり

1人 850円～850円

パート労働者 不問 03010-14786101
交替制あり

1人 850円～850円

パート労働者 不問 03010-14788701
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ドラッグストアでの販売
（登録販売者）【山田地
域】

・医薬品販売に関する業務（接客、商品管理、在
庫管理等）
・商品管理（発注、陳列、補充、整理）
・レジ業務
・店内外の清掃

岩手県紫波郡矢巾町大字広
宮沢第３地割４２６番地

株式会社　薬王堂

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時00分～22時15分

の間の7時間程度
岩手県下閉伊郡山田町

ドラッグストアでの販売
（登録販売者）【宮古地
域】

・医薬品販売に関する業務（接客、商品管理、在
庫管理等）
・商品管理（発注、陳列、補充、整理）
・レジ業務
・店内外の清掃

岩手県紫波郡矢巾町大字広
宮沢第３地割４２６番地

株式会社　薬王堂

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時00分～22時15分

の間の7時間程度
岩手県宮古市

登録販売者（一般医薬
品）

登録販売者（一般医薬
品）

販売員（岩手県下閉伊郡岩
泉町）

商品販売、陳列、発注業務、本部への諸届を行っ
ていただきます。

＊未経験の方にも丁寧に指導いたしますので安心
してご応募下さい。

北海道札幌市厚別区厚別中
央３条２丁目１－４０　マ
ルシンビル

株式会社　ホーマッ
クニコット

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

訪問介護 市内に住む利用者様のご家庭を訪問して介護サー
ビスを提供していただきます。
・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
・訪問記録を日誌に記入（会社に１週間に１回提

岩手県宮古市新町２－６ 介護サービス　株式
会社

雇用期間の定めなし
又は8時00分～17時30分
の間の4時間程度

岩手県宮古市

ホールスタッフ／牛角 おしゃれで家庭的な雰囲気の焼肉店『牛角宮古
店』でのお仕事です。
・オープン作業
・お客様をお席にご案内し、ご注文をお伺い
・ドリンクや料理を運ぶ

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9時00分～15時00分

の間の4時間程度
岩手県宮古市

キッチンスタッフ／牛角 おしゃれで家庭的な雰囲気の焼肉店『牛角宮古
店』でのお仕事です。
・お肉の盛り付け、仕込み等簡単な調理
・後片づけ　など


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9時00分～15時00分

の間の4時間程度
岩手県宮古市

販売員 ・接客、ＰＯＳレジ操作
・商品陳列、補充、商品袋詰め
・一部値付け、配送車の荷受、店舗内の清掃業務
等


岩手県下閉伊郡田野畑村浜
岩泉１１６

株式会社　牧原商店

雇用期間の定めなし
又は8時30分～18時00分
の間の7時間程度

岩手県下閉伊郡田野畑村

介護員夜間専従／清寿荘 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

保育補助 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
月以上） 岩手県宮古市

生活相談員 当社が運営する小規模デイサービス（利用者１５
人程度）における相談業務全般に従事していただ
きます。利用者・家族・関係機関との相談業務、
連絡調整全般、送迎対応、その他利用者の介護業
務を行っていただきます。

岩手県宮古市田鎖３－８ 株式会社　みやこ
ケアセンターみやこ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理員（山田町） 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（山田町） 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

調理員（宮古市） 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） 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（山田町） 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

接客・調理／１０６号宮古
店

牛丼のすき家での接客、調理、販売、清掃業務で
す。
・接客（お客様のご案内、オーダーとり、料理提
供、食器の片付け）
・調理（料理の簡単な仕込み、盛り付け、洗い

東京都港区港南二丁目１８
番１号　ＪＲ品川イースト
ビル５階

株式会社　すき家

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 又は9時00分～8時59分の

間の2時間以上
岩手県宮古市

カラオケ店スタッフ カラオケＢＯＳＣＯにおいて、下記の業務に従事
して頂きます。
・カラオケルームへ料理や飲み物などをお持ちし
たり、ルーム内の
　片付け、清掃等

岩手県宮古市末広町７－２
８

株式会社　アドシス
テム

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 又は10時00分～3時00分

の間の6時間程度
岩手県宮古市

事業所名
求人番号

ナイトマネージャー 当ホテルにおける夜警業務に従事していただきま
す。
・巡回業務、夜間の緊急対応時の宿直職員への取
次ぎが主な業務に　なります
・フロント補助を行っていただく場合があります

岩手県宮古市日立浜町３２
－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

（8月7日時点の内容です）

８月３日　から　　８月７日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は８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

◎ 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２年８月１３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



交替制あり

1人 850円～850円

パート労働者 不問 03010-14791601

2人 790円～800円

パート労働者 不問 03030- 2229701

(1)13時00分～17時00分
1人 820円～820円

パート労働者 59歳以下 03030- 2235101

2人 850円～950円

パート労働者 不問 03030- 2244101

(1)8時00分～14時30分
1人 850円～900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 04010-37597601
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
1人 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- 2143201
普通自動車免許ＡＴ

10人 1,100円～1,100円

パート労働者 不問 03030- 2148901
普通自動車免許ＡＴ

4人 1,100円～1,100円

パート労働者 不問 03030- 2149101
普通自動車免許一種

(1)9時00分～16時00分
1人 790円～790円

パート労働者 不問 03030- 2152501
看護師、助産師の 交替制あり

いずれか (1)8時30分～17時15分
1人 1,010円～1,537円 (2)16時30分～1時15分

(3)0時30分～9時15分

パート労働者 18歳以上 03030- 2155601
准看護師 交替制あり

(1)8時30分～17時15分
1人 1,010円～1,401円 (2)16時30分～1時15分

(3)0時30分～9時15分

パート労働者 18歳以上 03030- 2157101

(1)9時20分～15時00分
3人 900円～900円

パート労働者 不問 03030- 2159701

3人 790円～790円

パート労働者 69歳以下 03030- 2169201
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
2人 800円～1,000円 (2)9時30分～12時30分

(3)13時30分～17時30分

パート労働者 不問 03030- 2171301
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～15時00分
1人 790円～850円

パート労働者 不問 03030- 2178201

(1)9時00分～17時00分
2人 790円～850円

パート労働者 不問 03030- 2183401
看護師、准看護師の

いずれか
1人 1,300円～1,300円

パート労働者 不問 03030- 2187501
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～17時00分
3人 900円～900円 (2)16時15分～0時30分

パート労働者 18歳以上 03030- 2194201

(1)8時00分～15時00分
1人 840円～840円 (2)13時00分～18時00分

パート労働者 不問 03030- 2201101

(1)7時00分～11時00分
1人 830円～830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- 2202401
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ベーカリー係／４Ｈ 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＞ 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

カウンター及びホールス
タッフ

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

看護師 介護施設・通所リハビリテーションの利用者及び
入所利用者への看護業務全般を行います。
・入所利用者（現在７５名ぐらい）
・バイタルチェック、服薬管理、健康管理、医療
処置

岩手県下閉伊郡山田町飯岡
第９地割２３－１

医療法人　晃生会
介護老人保健施設
さくら山

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時00分～17時30分

の間の3時間以上
岩手県下閉伊郡山田町

プラスチック成形品の検査 電子部品用のプラスチック成形品（成品）の検査
業務
・顕微鏡、拡大鏡、目視、それぞれの検査方法で
製品検査を行っていただきます。
・社外、顧客へ不良品の流出を防ぐ重要な作業と

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第９
地割３０番地

モルデック株式会社
宮古工場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 岩手県宮古市

事務兼配達／仕出しいっぷ
く

仕出しいっぷくにて一般事務、経理事務や配送業
務に従事
【事務】
・パソコンを使用しての伝票作成、集金など
【配送】

岩手県下閉伊郡山田町船越
第６地割１３４－１

株式会社　いっぷく

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

介護職員 デイサービスの介護業務全般に従事していただき
ます。
・９名程度の利用者の方を５名の職員で介護いた
します
・食事、入浴、排せつ介助

岩手県下閉伊郡山田町石峠
第２地割３５

特定非営利活動法人
石峠宅老所

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

水産加工員 以下の業務を行っていただきます。
・殻つきホタテの箱詰め作業
・殻むき
・貝柱のパック詰め
・加工製品製造（ホタテグラタン等）

岩手県下閉伊郡山田町川向
町１６８

株式会社　川石水産

雇用期間の定めなし
又は8時00分～15時00分
の間の5時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

ハウスキーパー（客室清掃
員）

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

准看護師（会計年度任用職
員）

当院内において看護業務業務全般を行っていただ
きます。
・２交替制、または３交替制による勤務となり、
夜間勤務が可能な
　方を募集

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第１
地割１１番地２６

岩手県立　宮古病院

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

看護師又は助産師２（会計
年度任用職員）

当院内において看護業務又は助産師業務全般を
行っていただきます。
・２交替制、または３交替制による勤務となり、
夜間勤務が可能な
　方を募集

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第１
地割１１番地２６

岩手県立　宮古病院

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

事務全般 ・建設業に関する事務業務全般
・一般住宅や土木、公共工事に関する各種書類作
成（ＰＣ入力）
・電話、来客対応
・現場管理の補佐業務（パソコンを使用した書類

岩手県宮古市太田１丁目８
番２０号

有限会社　乙戸建設

雇用期間の定めなし
パソコン（ワード・エク
セル）操作の出来る方

岩手県宮古市

商品企画、販売、製造／パ
ティスリー／６ｈ

宮古駅前でヤギミルクを使ったパティスリーを
やっています。
・新商品の企画（お菓子やファッション雑貨）
・ご来店されるお客様の接客、販売
・お菓子、パンの製造

岩手県宮古市崎山第３地割
１１２－７０

グロースパートナー
ズ　株式会社

雇用期間の定めなし
又は7時00分～20時00分
の間の6時間程度

岩手県宮古市

接客、商品企画、販売、製
造／ブーランジェリー／６
ｈ

＊宮古駅前のパティスリーに続き、ヤギミルクを
使ったお店を新規オープンします。
朝はブーランジェリー、昼はカフェ、夜はフレン
チビストロと、時間帯によって違った雰囲気でヤ
ギミルクの美味しさを楽しめる、ここにしかない

岩手県宮古市崎山第３地割
１１２－７０

グロースパートナー
ズ　株式会社

雇用期間の定めなし
又は7時00分～23時00分
の間の6時間程度

岩手県宮古市

介護員または介護補助員 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１３
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

学校給食センターでの調
理・洗浄業務補助

・学校給食センターでの調理・洗浄業務の補助を
行っていただきます。

・夏、冬、春と長期休暇あり。
　ご家族との時間も大切に出来るお仕事です。

宮城県仙台市宮城野区榴岡
４丁目５－２２　宮城野セ
ンタービル６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） 岩手県下閉伊郡山田町

レストランフロアー 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9時00分～16時00分

の間の5時間以上
岩手県宮古市

販売員 販売に係る業務として、以下の仕事を行っていた
だきます。
・レジ操作
・接客
・清掃等

岩手県宮古市南町１４ー３ 株式会社　ツルハド
ラッグ　宮古南町店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

清掃員 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

ドラッグストアでの販売
（登録販売者）【岩泉地
域】

・医薬品販売に関する業務（接客、商品管理、在
庫管理等）
・商品管理（発注、陳列、補充、整理）
・レジ業務
・店内外の清掃

登録販売者（一般医薬
品）

岩手県紫波郡矢巾町大字広
宮沢第３地割４２６番地

株式会社　薬王堂

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時00分～22時15分

の間の7時間程度
岩手県下閉伊郡岩泉町



(1)8時00分～15時00分
1人 840円～840円 (2)8時00分～12時00分

パート労働者 不問 03030- 2204801

3人 830円～830円

パート労働者 不問 03030- 2205201

(1)17時00分～22時30分
2人 840円～840円 (2)18時00分～22時30分

パート労働者 18歳以上 03030- 2206501
栄養士

(1)8時00分～16時00分
1人 969円～1,142円

パート労働者 不問 03030- 2208301

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

パート労働者 不問 03030- 2211701
普通自動車免許ＡＴ

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

パート労働者 不問 03030- 2217601
交替制あり
(1)6時50分～7時50分

1人 900円～900円 (2)16時50分～18時50分

パート労働者 18歳以上 03070- 3380901
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時00分～10時30分
1人 790円～820円 (2)15時00分～17時30分

パート労働者 不問 03030- 2284601

(1)13時00分～20時15分
1人 813円～813円

パート労働者 不問 03030- 2286101

(1)14時30分～18時30分
1人 820円～820円

パート労働者 不問 03030- 2287401

(1)8時30分～14時00分
1人 800円～800円

パート労働者 不問 03030- 2288701
変形（1年単位）
(1)8時30分～12時30分

1人 800円～900円

パート労働者 不問 03030- 2289801
変形（1年単位）
(1)13時00分～17時00分

1人 800円～900円

パート労働者 不問 03030- 2290301
変形（1年単位）

1人 820円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 2291601

3

レジ部門販売員（７Ｈ） ◎レジ部門配属となり、下記の業務に従事してい
ただきます。
・レジ清算（自動金銭機搭載レジ）
・レジ周りの消耗品補充やかご整理
・サービスカウンター業務（商品管理、宅配便受

岩手県下閉伊郡山田町山田
５－４１－１

株式会社　キクコウ
ストア　山田イン
ター店

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
岩手県下閉伊郡山田町

農産販売員（短時間）／午
後

◎農産部門配属となり、下記の業務に従事してい
ただきます。
１）野菜・青果の加工（カット等）
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）

岩手県下閉伊郡山田町山田
５－４１－１

株式会社　キクコウ
ストア　山田イン
ター店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡山田町

農産販売員（短時間）／午
前

◎農産部門配属となり、下記の業務に従事してい
ただきます。
１）野菜・青果の加工（カット等）
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）

岩手県下閉伊郡山田町山田
５－４１－１

株式会社　キクコウ
ストア　山田イン
ター店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡山田町

水産加工員 当工場において下記の業務を行っていただきま
す。
・鮮魚加工
・包装（箱詰め含む）作業
・その他付随する業務

岩手県下閉伊郡山田町船越
第６地割５２番地２６

有限会社　金澤水産

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 岩手県下閉伊郡山田町

保育補助 家庭的保育事業「ククナの家」にて下記の業務に
従事していただきます。【主に保育士の指示のも
と、日常の保育補助】
・遊び：子どもが喜ぶ遊びの相手と危険回避の為
の見守り。

子育て支援員研修修了
者：必須／または今年

度受講予定者

岩手県宮古市実田１丁目３
－１６

特定非営利活動法人
輝きの和

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

売場・レジ担当／１３：０
０～

売場・レジ業務を担当していただきます。
・主に売場の整理、商品陳列、補充
・接客対応
・その他付随する業務
・混雑時などには、レジ業務もお願いします。

岩手県宮古市長町二丁目４
－１

ＤＣＭホーマック株
式会社　宮古店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 岩手県宮古市

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

警備員（岩泉町） ◆当社請負先の警備業務をお願いします。
・校舎内の施錠、開錠、巡回業務
・学校職員出動、退勤後の電話対応
・その他付随する業務


岩手県北上市幸町２番５号 北上ビルメン　株式
会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡岩泉町

生花販売 ・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３－２
１

中村生花店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ガソリンスタンド販売員 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

栄養士／教育委員会総務課
（会計年度任用職員）

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） 岩手県宮古市

パソコン（ワード・エ
クセル）操作ができる

こと

ナイトマネージャー 夜間帯において主に売場管理等下記業務を行いま
す。
・カゴ、カート片づけ
・商品補充、商品をバックヤード（冷蔵庫等）へ
収納

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
※準中型自動車免許はＨ２９．
３．１２以降免許取得以上 岩手県宮古市

普通自動車免許ＡＴ、５
トン限定準中型自動車免
許、８トン限定中型自動

車免許のいずれか

サービス係（レジ担当）＜
ベルフ魚菜市場＞

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

農産係 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


