
(1)9時00分～15時00分
4人 854円～854円

パート労働者 不問 03030- 3331821
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 03030- 3332221

(1)7時00分～9時30分
1人 855円～855円 (2)7時00分～10時00分

パート労働者 不問 03030- 3334421
交替制あり
(1)8時00分～16時00分

1人 865円～900円 (2)8時00分～17時00分
(3)9時00分～16時00分

パート労働者 不問 03030- 3335321

(1)18時30分～21時00分
1人 860円～860円

パート労働者 不問 03030- 3339021

(1)8時00分～14時30分
2人 854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 04010-63055621
普通自動車免許ＡＴ

(1)10時00分～16時00分
1人 854円～854円

パート労働者 不問 03010-24348521
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

5人 854円～854円

パート労働者 59歳以下 03010-24407021
交替制あり
(1)8時00分～13時00分

2人 854円～854円 (2)13時00分～18時00分
(3)17時00分～22時15分

パート労働者 不問 03010-24308621

(1)16時30分～21時30分
1人 860円～860円

パート労働者 不問 03030- 3327321

1人 870円～970円

パート労働者 不問 03030- 3325521

1人 1,000円～1,100円

パート労働者 不問 03020- 2019221
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1)9時00分～17時00分
1人 930円～990円

パート労働者 64歳以下 35020-11757021
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生花作成・配送／パート
（フラワー愛　宮古）

【典礼会館にてお葬儀で使用するフラワーの作
成】
＊会場のコーディネート、祭壇の装飾、お花の管
理、配送等
＊初めは皆、知識ゼロからスタートしたスタッフ

山口県下関市王喜本町６丁
目４番５０号

株式会社　トレー
ダー愛

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

わさび収穫作業 岩泉町にて、わさびの収穫作業および選別作業を
して頂きます。
岩泉町の山林で林間栽培している
・わさびの収穫
・葉っぱ切作業

岩手県釜石市甲子町第４地
割１３－４７

カネ弥　株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 又は8時00分～17時00分

の間の4時間以上
岩手県下閉伊郡岩泉町

銀行事務 岩手銀行宮古中央支店において、銀行事務（銀行
後方事務、窓口業務、その他付随する業務）を
行っていただきます。

＊担当業務により時間給を決定します

岩手県宮古市末広町７－２
０

株式会社　岩手銀行
宮古中央支店

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時間程度
岩手県宮古市

お弁当の調理・販売 ほっかほっか亭宮町店にて
お弁当の調理、販売及び接客をしていただきま
す。
・食材の下処理、調理、盛り付け、レジ、接客等
・普通免許（ＡＴ限定可）をお持ちの方は配達の

岩手県宮古市西ケ丘四Ｔ目
１３一９

株式会社　ばんどう

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
（宮古西町店）

・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

菌床の管理と菌床しいたけ
栽培（穴沢工場）

（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

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時間以上

岩手県下閉伊郡岩泉町

ピッキングスタッフ（製品
仕分け作業／宮古市）

倉庫内での製品（清涼飲料水）仕分け作業および
検品等
・リスト（紙）を見ながら、配送先ごとに製品を
仕分けていくお仕事です。
・仕分け作業は、台車やローリフトを使用し運び

岩手県盛岡市中央通１丁目
７番２５号
朝日生命盛岡中央通ビル

みちのくコカ・コー
ラボトリング　株式
会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

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
月以上）

岩手県宮古市

食器洗浄 厨房内にて、レストランご利用のお客様のバイキ
ング夕食に使用した食器等の洗浄食器業務を担当
していただきます。
・初めに手洗い
・食器洗浄機に投入し洗浄

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎１８
－２５－３

一般財団法人休暇村
協会　休暇村陸中宮
古

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

リネン係 ゴルフ場のクラブハウスにおいて、清掃業務を担
当します。
・掃除（ハウス内フロア、お風呂、脱衣所、トイ
レ）
・洗濯、乾燥（タオル類）等

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
月未満）

岩手県宮古市

クリンクルー（宮古市栄
町）

請負先の館内清掃全般（男女トイレ、玄関、執務
室の清掃、ごみの回収と仕分けなど）を行ってい
ただきます。
・勤務日は原則月～金曜日です。
・ご自宅からの直行直帰となります。

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

レジ部門販売員／午後～閉
店

◎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）

岩手県下閉伊郡山田町

事業所名
求人番号

電子部品組立／実田工場 ・指サックを使用し、手作業による部品組立作業
・電子部品製造に付随する作業

◆細かい作業が得意な方、製造業が初めての方、
歓迎します！

岩手県宮古市板屋３－１１
－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

（10月24日時点の内容です）

１０月１８日　から　１０月２４日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は１１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

◎ 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４年１０月２７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



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
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