
(1)10時00分～16時00分
720円～720円

有期派遣パート 不問 03010-14295871
看護師又は准看護師
普通自動車免許一種

（通勤用） 1,100円～1,100円

パート労働者 不問 03030- 2569171
歯科衛生士

800円～1,200円

パート労働者 不問 03030- 2535171

(1)10時00分～15時10分
716円～750円 (2)10時00分～16時10分

パート労働者 不問 03030- 2540871

(1)14時30分～17時30分
750円～900円

パート労働者 不問 03030- 2542971
理容師

(1)13時30分～19時00分
800円～800円

パート労働者 不問 03030- 2543171

(1)23時00分～ 0時00分
1,000円～1,000円

パート労働者 18歳以上 04010-38115871

(1) 8時00分～14時30分
750円～850円

パート労働者 不問 02030- 6248971
普通自動車免許一種
（自家用車使用） (1) 9時00分～17時00分

810円～930円

パート労働者 59歳以下 03010-14068971

(1) 8時30分～17時00分
780円～830円

パート労働者 不問 03030- 2525871

(1)16時00分～20時00分
850円～850円

パート労働者 不問 13130-17491071

825円～925円

パート労働者 不問 03010-13920071

(1)17時00分～22時00分
730円～730円

パート労働者 不問 03030- 2499371

(1)22時00分～ 7時00分
730円～730円

パート労働者 18歳以上 03030- 2500271
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～20時00分
1,063円～1,063円

パート労働者 不問 03030- 2503071

(1) 9時00分～15時00分
720円～800円

パート労働者 不問 03030- 2507471

(1) 4時00分～ 8時00分
850円～850円 (2) 5時00分～ 9時00分

(3) 4時00分～ 7時00分

パート労働者 18歳以上 13130-17392271
普通自動車免許一種 交替制あり

（通勤用）
716円～716円

パート労働者 59歳以下 03010-13718771
1

菌床ホダ木の製造、培養
（菌床培養センター）

5人

（株）ミナカワ菌床培養センターにおいて、下記
業務を行っていただきます。・ホダの材料（オガ
粉等）の袋詰め・ホダの移動＊就業時間について
１日４時間～７．５時間のシフト制（相談により
決定）

岩手県盛岡市向中野２丁
目１９番３８号【求人票
郵送先指定あり】

株式会社　ミナカ
ワ　菌類栽培部

雇用期間の定めなし

又は 8時00分～17時00分の
間の4時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

【急募】フィールド職（仕
分け：三陸営業所）宮古市

4人

＊荷物をエリアごとに仕分ける作業です。またト
ラックへの積み込み補助作業も行います＊重量物
（３０ｋｇ程度）の運搬もあります

東京都江東区新砂２－１
－１７

佐川急便株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

(4) 5時00分～ 8時00分
岩手県宮古市

販売員

1人

スーパーマーケット玉木屋において、販売員に従
事していただきます。接客、レジ打ち、品出し、
清掃、その他付随する業務を行っていただきま
す。レジはバーコード読み取り式です。＊スー
パーでの業務経験ある方歓迎いたします

岩手県宮古市板屋１－６
－６

株式会社　玉木屋

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

選挙公報ドライバー≪急募
≫

1人

選挙活動期間中、選挙公報車の運転と、ポスター
張りを主に行っていただきます。運行ルートは予
定運行表と、当日の打合せ等で決定します。雇用
期間は７日間となります。

岩手県宮古市和見町１０
－３－５０１市営住宅

小西　剛毅

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

コンビニ販売員／２２時～

1人

コンビニエンスストア店内での接客やレジ、商品
陳列、補充、整理などの販売業務全般を行ってい
ただきます。店内の簡単な清掃も行っていただき
ます。＊土日祝日の勤務可能な方を希望します。
＊接客、レジ経験があれば尚よろしいです

岩手県宮古市金浜第６地
割４－３

ローソン　宮古金
浜店

雇用期間の定めなし

又は22時00分～ 9時00分の
間の8時間

岩手県宮古市

コンビニ販売員／１７時～

1人

コンビニエンスストア店内での接客やレジ、商品
陳列、補充、整理などの販売業務全般を行ってい
ただきます。店内の簡単な清掃も行っていただき
ます。＊土日祝日の勤務可能な方を希望します。
＊接客、レジ経験があれば尚よろしいです

岩手県宮古市金浜第６地
割４－３

ローソン　宮古金
浜店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

通所介護におけるドライ
バー業務（八木沢）

1人

通所介護サービスをご利用するお客様の送迎業務
（ワンボックス車使用）入社時に介護初任者研
修・旧ホームヘルパー２級以上の資格を保有して
いない方は内定後、社内割引制度にて取得を奨励
します。

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
月以上）

又は 8時00分～18時00分の
間の4時間程度

岩手県宮古市

自動車運転免許２種
（普通・中型・大型の

いずれか）

急募／カスタマーサービス
（事務）三陸営業所／宮古

1人

＊お客様からのお荷物に関するお問い合わせや、
集荷依頼等の受付、その他パソコンの簡単な入出
力を担当していただきます＊Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅ
ｌできる方、歓迎致します


東京都江東区新砂２－１
－１７

佐川急便株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

コネクタ製品検査及びオペ
レータ

4人

携帯電話やスマートフォンなどのモバイル機器、
パソコン・自動車用電子機器などに幅広く使用さ
れているコネクタ製品の検査（顕微鏡や測定機を
使用します）業務。また、業務に慣れてきたら、
コネクターを製造する機械の操作業務も行ってい

岩手県宮古市赤前第２地
割２１番地２

東北ヒロセ電機
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

会員管理係（宮古支店）

2人

○会員様のサポート業務。定期訪問、電話対応、
集金等※自家用車での外回りが主な業務となりま
す。（乗りなれない社用車ではないため安心して
業務に集中して頂けます）※具体的には、宮古
市・山田町エリアでのお仕事です！☆未経験者で

岩手県盛岡市津志田南３
丁目１４番６５号【求人
票郵送先指定あり】

株式会社　サン
ファミリー（愛グ
ループ）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理（岩手県宮古市・１日
５時間３０分勤務）

2人

○学校給食センター内での調理業務全般を行って
いただきます。（準備、後片付け、掃除も含む）
＊３，０００食分を２３名で調理してます。

弘前市田園４－１１－９ 一冨士フードサー
ビス株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

（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

理容師

1人

理容クイック南店において、理容業務全般に従事
していただきます。注文に応じて、シャンプー、
カット、顔剃り、カラー、パーマ等行います。施
術に必要な材料等の整理や、その他付随する業務
を行っていただきます。

岩手県宮古市南町１１番
２０号

株式会社　クイッ
ク

雇用期間の定めなし

理容経験者 岩手県宮古市

幼稚園・保育補助「保育」

1人

当法人が運営する幼稚園において、降園後の預か
り保育（延長保育）の担当をしていただきます。
他に担任職員がおりますので、園児の見守りを主
とした補佐的な仕事となります。園児数は年度に
より異なります。●資格のない方も応募の相談に

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 7時30分～18時00分の
間の4時間

岩手県下閉伊郡山田町

幼稚園教諭または保育
士

海藻類加工員≪急募≫

1人

海藻類（わかめ、昆布、まつも等）の加工、わか
めの芯とり、袋詰め、まつも袋詰め等を行いま
す。年に１、２回物産展（花巻まつりなど市外を
含む）があり、その際は接客販売を行います。※
市外の物産展の場合、泊（１泊程度）を伴う場合

岩手県宮古市和見町３－
７

有限会社　川原田
商店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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。―就業時間：相談に応じます―
直接の問い合わせはご遠慮願います

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

看護職員「看護」

2人

入所者の看護業務となります。主に、当ホームに
入所している高齢者（１００名）のバイタル
チェック、服薬・健康管理、医療処置、通院同行
などを行います。その他付帯する業務がありま
す。現在５名（内パート１名）で看護業務にあ

岩手県下閉伊郡山田町山
田１６－９－１０

社会福祉法人　正
受会　特別養護老
人ホーム平安荘雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は 7時00分～19時00分の
間の3時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

事業所名
求人番号

パート加工員（山田町）

3人

派遣先事業所において、下記の業務を行っていた
だきます。・魚の加工（包丁を持っての作業はあ
りません）・パック梱包、箱入れ、ラベル貼り・
カゴ洗い等の後片付け・その他、上記に付随する
業務＊冷凍庫・冷蔵庫内での作業はありません。

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）

岩手県下閉伊郡山田町

     （6月9日時点の内容です）

　　６月５日　から　６月９日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　６月２２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 

平成２９年６月１５日発行  



普通自動車免許一種 交替制あり
（通勤用）

716円～716円

パート労働者 59歳以下 03010-13719871
普通自動車免許一種 交替制あり

（通勤用）
716円～716円

パート労働者 59歳以下 03010-13721071
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可）

800円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 2483571
交替制あり
(1) 9時00分～15時00分

720円～720円 (2)16時00分～20時00分

パート労働者 不問 03030- 2495271

2

菌床の管理と菌床しいたけ
栽培（穴沢工場）

5人

（株）ミナカワ穴沢工場において、菌床の管理と
菌床しいたけの栽培や収穫作業を担当して頂きま
す。合わせて品質管理等も行っていただきます。
ホダの移動、袋取り、浸水作業、品質管理、運搬
等の業務。＊就業時間について　１日４時間～

岩手県盛岡市向中野２丁
目１９番３８号【求人票
郵送先指定あり】

株式会社　ミナカ
ワ　菌類栽培部

雇用期間の定めなし

又は 8時00分～17時00分の
間の4時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

菌床の管理と菌床しいたけ
栽培（大川工場）

5人

（株）ミナカワ大川工場において、菌床の管理と
菌床しいたけの栽培や収穫作業を担当して頂きま
す。合わせて品質管理等も行っていただきます。
ホダの移動、袋取り、浸水作業、品質管理、運搬
等の業務。＊就業時間について　１日４時間～

岩手県盛岡市向中野２丁
目１９番３８号【求人票
郵送先指定あり】

株式会社　ミナカ
ワ　菌類栽培部

雇用期間の定めなし

又は 8時00分～17時00分の
間の4時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

販売・配達

2人

ギフト商品の店頭販売、接客、包装、レジ、在庫
整理（荷物の運搬あり）。注文頂いた商品やカタ
ログの配達、商品の発注。チラシのポスティング
（主に宮古市内）等。主な配達のエリアは宮古市
内～岩泉・山田・新里地区。○日曜・祝日も勤務

岩手県宮古市実田二丁目
２－１４

株式会社　野村商
店　宮古店（シャ
ディギフトセン
ター）

雇用期間の定めなし

又は 9時30分～18時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

調理場雑務員

2人

完全予約制のフレンチレストランにおいて、おも
に食器洗浄、後片付け及び掃除に従事していただ
きます。そのほかに、指示された厨房内の業務全
般をおこなっていただきます。※落ち着いた雰囲
気の店内で、約１８席あります。

岩手県下閉伊郡田野畑村
明戸３０９－５

ロレオール田野畑

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村


