
変形（1年単位）

1人 821円～821円

パート労働者 59歳以下 03030- 2931011
普通自動車免許ＡＴ

(1)7時00分～11時00分
1人 850円～850円

パート労働者 不問 03030- 2932311

(1)8時00分～17時00分
5人 1,000円～1,000円 (2)9時00分～16時00分

パート労働者 不問 03030- 2923011
美容師 交替制あり

2人 1,000円～1,500円

パート労働者 59歳以下 03030- 2924311

(1)10時00分～15時00分
1人 事務経験のある方 900円～1,000円

パート労働者 64歳以下 03030- 2928711

(1)8時00分～14時00分
1人 事務経験 800円～800円

パート労働者 64歳以下 ＰＣ操作文字入力 03030- 2929811

(1)8時30分～17時30分
1人 896円～896円

パート労働者 不問 03030- 2917611
変形（1年単位）
(1)8時00分～12時00分

1人 830円～830円

パート労働者 不問 03030- 2916311

(1)8時00分～17時30分
1人 793円～793円

パート労働者 不問 03030- 2906011

(1)9時00分～16時00分
1人 800円～800円

パート労働者 不問 03030- 2908611

(1)13時00分～16時00分
1人 906円～906円

パート労働者 不問 03030- 2909911

(1)13時00分～16時00分
1人 906円～906円

パート労働者 不問 03030- 2910711
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

1人 880円～990円

パート労働者 64歳以下 03010-18893511

(1)8時00分～10時00分
2人 858円～958円 (2)16時00分～18時00分

パート労働者 不問 03010-18835511

(1)9時00分～16時00分
2人 900円～900円

有期雇用派遣パート 不問 03010-18749011
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軽作業（宮古市） 派遣先の事業所において次の業務を行います。

・薄い金属の部材を長方形の土台に差し込む作業

・加工機に部材を置きボタンを押す、

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
月未満）

岩手県宮古市

通所介護におけるドライ
バー業務（宮古）

通所介護サービスをご利用されるお客様の送迎
（ワンボックス車使用）

入社時に介護職員初任者研修又は旧ホームヘル
パー２級以上の資格を保有していない方は、入社

岩手県盛岡市盛岡駅西通２
－９－１　マリオスビル１
２Ｆ

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）

岩手県宮古市

普通自動車免許ＡＴ、　普
通自動車第二種免許、中型
自動車第二種免許、大型自
動車第二種免許のいずれか

精算事務パート（宮古典礼
会館）＜＜急募＞＞

〇典礼会館の事務所にて
・電話応対・書類の整理・現金の入金管理
・ご来館頂いたお客様へのお茶出しなどの接客
・館内の清掃
　　　　　　　　などを行っていただきます☆

岩手県盛岡市津志田南３丁
目１４番６５号

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
又は9時00分～17時00分
の間の5時間程度

岩手県宮古市

清掃員／たのはた児童館 たのはた児童館において、建物内（玄関、廊下、
保育室、トイレなど）の清掃、消毒、ゴミの処
理、敷地（園庭など）の草取りに従事していただ
きます。

岩手県下閉伊郡田野畑村田
野畑１２０－１

社会福祉法人　田野
畑村社会福祉協議会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡田野畑村

パソコンがある程度使
える方

清掃員／若桐保育園 若桐保育園において、建物内（玄関、廊下、保育
室、トイレなど）の清掃、消毒、ゴミの処理、敷
地（園庭など）の草取りに従事していただきま
す。

岩手県下閉伊郡田野畑村田
野畑１２０－１

社会福祉法人　田野
畑村社会福祉協議会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡田野畑村

一般事務 事務業務を担当していただきます。
・パソコン（ワード・エクセル）を使用し、文
書・表の作成
・伝票入力および整理等
・電話応対、来客応対

岩手県宮古市津軽石第１０
地割３５ー３７

東北西濃運輸株式会
社　宮古営業所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市
ワード・エクセル基本

操作

菌床椎茸の栽培等／アルバ
イト

菌床椎茸の栽培、集出荷にかかる作業に従事して
いただきます。
・収穫、箱詰め、パック詰め、箱作り
・菌床の製造、培養にかかる作業


岩手県下閉伊郡岩泉町浅内
字下栗畑６８－１１

株式会社　岩泉きの
こ産業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

畜産販売員（短時間） ◎畜産部門配属となり、下記の業務に従事してい
ただきます。
１）食肉加工（食材加工・盛りつけ・パッケージ
作業等）
２）商品陳列・整頓

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

観光案内及び事務 観光を主とした総合案内業務全般（窓口案内）に
従事していただきます。
その他にも事務所内においては、ガイド資料の作
成、電話応対、
書類整理、パソコンを使用した事務処理も行って

岩手県宮古市宮町一丁目１
番８０

一般社団法人　宮古
観光文化交流協会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

事務兼販売員（大通） 主に事務業務を担当します。
・日々の仕分け、売上げをＰＣ操作入力（使用ソ
フト：弥生販売）
・請求書発行、郵送業務、受注管理、電話対応


岩手県宮古市大通３丁目６
－４５

株式会社　佐々由

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

パソコン操作（ワード・エ
クセル）可能な方

一般事務 一般事務全般を行います。

・パソコンでの書類・文書作成

・電話対応、来客対応

岩手県宮古市藤の川１３－
２３

宮古環境管理株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

美容師 美容業務全般を行っていただきます。
カット、カラー、パーマ、メイクアップ等
その他、電話応対、店舗清掃、器具、用具の洗浄
など
付帯業務もあります。

岩手県宮古市大通２丁目２
－４

ドゥ・ヒートライズ
クリエイティブ　株
式会社

雇用期間の定めなし
又は9時00分～18時00分
の間の4時間以上

岩手県宮古市

パソコン［ワープロ・
表計算］可

パソコン入力（ワード・エ
クセル操作）得意な方を希

望します。

パック作業（山田工場） 年末に販売する蟹のパック詰め作業を行っていた
だきます。
・ボイルされた蟹を手作業でトレーに並べ、ラッ
ピング
・ラッピング後のラベル貼り、箱詰め

岩手県下閉伊郡山田町境田
町２－１

株式会社　川秀

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

配達係及び品出し 食材の配達業務
＊幼稚園や保育所、介護施設などへ、予め配達先
毎に準備された食　材を配達
＊軽ワゴン車（ＡＴ車）やキャラバンを使用
＊配達は１日５～６件、主に宮古市内～新里地区

岩手県宮古市小山田二丁目
２－１

いわて生活協同組合
宮古ショッピングセ
ンター　マリンコー
プＤＯＲＡ雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
岩手県宮古市

事業所名
求人番号

仕上兼二次加硫係 オイルシールの仕上げ加工業務全般を行います。
・機械や手作業での仕上げ加工作業となります。

※オイルシール…各種機械等に使用される部品


岩手県下閉伊郡岩泉町小本
字内の沢２―２

有限会社　岩泉ゴム
工業

雇用期間の定めなし
又は8時00分～17時20分
の間の4時間以上

岩手県下閉伊郡岩泉町

（9月17日時点の内容です）

９月１３日　から　　９月１７日　までに受理した求人です。＜次回発行日は９月３０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３年９月２２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


