
(1)8時00分～13時00分
2人 830円～830円

パート労働者 不問 03010- 1986421
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

5人 821円～821円

パート労働者 59歳以下 03010- 1779421
交替制あり
(1)11時30分～13時30分

1人 830円～830円 (2)11時45分～13時45分

パート労働者 不問 03030-  302621
普通自動車免許ＡＴ

(1)7時30分～10時30分
1人 821円～821円

パート労働者 不問 03030-  304121
普通自動車免許ＡＴ

(1)17時00分～9時00分
2人 697円～697円

パート労働者 18歳以上 03030-  305021

(1)9時00分～15時00分
3人 850円～900円

パート労働者 不問 03030-  306721

(1)8時30分～17時00分
1人 1,013円～1,013円

パート労働者 不問 03030-  297321

(1)8時30分～16時30分
2人 869円～896円

パート労働者 不問 03030-  301321

(1)9時00分～17時00分
2人 850円～850円 (2)9時00分～12時00分

パート労働者 59歳以下 03030-  288421
交替制あり
(1)5時00分～13時00分

2人 821円～821円 (2)9時00分～17時00分
(3)11時00分～19時00分

パート労働者 不問 03030-  293821

調理師 (1)9時00分～15時00分
1人 850円～900円

パート労働者 不問 03030-  281921
普通自動車免許ＡＴ

1人 830円～1,000円

パート労働者 不問 03030-  285821
調理師　あれば尚可

(1)8時00分～16時45分
1人 861円～946円

パート労働者 不問 03030-  287521

(1)5時30分～9時30分
1人 900円～900円

パート労働者 不問 03030-  271421

(1)10時00分～15時00分
1人 900円～900円

パート労働者 59歳以下 03030-  275121

(1)13時00分～17時00分
1人 900円～900円

パート労働者 59歳以下 03030-  276021

(1)10時00分～14時00分
1人 900円～900円

パート労働者 59歳以下 03030-  277721

(1)16時30分～20時30分
1人 900円～900円

パート労働者 59歳以下 03030-  278821
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（1月24日時点の内容です）

１月１８日　から　　１月２４日　までに受理した求人です。　＜次回発行日は２月３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

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

事業所名
求人番号

ドラッグストアでの販売
（岩手山田店）

・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


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）

岩手県下閉伊郡山田町

調理員 下記の業務に従事していただきます。
・お弁当の調理、盛り付け
・翌日の準備、清掃など



岩手県宮古市保久田３－１
３

味工房　楓

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

洗い場係 当店洗い場において、食器洗浄を行います。
・食洗機と手洗いがあります。
・お客様が退席した後の食器を下げる仕事もあり
ます。
・接客、会計業務は予定しておりません。

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

軽作業 電子部品や交通ポール等部材の製造等を行いま
す。
・電動ドライバーを使用しての電子機器の組立
・部品を手作業で差し込む
・電気チェッカーで電気の通電確認

岩手県下閉伊郡山田町船越
９－４０－６

株式会社　エムアン
ドエム

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は10時05分～18時00分

の間の5時間程度
岩手県宮古市

警備員／夜間 下記の業務に従事していただきます。
　施設内の巡回、出入者の確認、火災予防、盗難
予防、戸締まり、
　電話対応、職員の送迎等

岩手県下閉伊郡山田町山田
第１６地割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
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

事務補助員／福祉課（会計
年度任用職員）

宮古市役所福祉課に勤務となります。
・パソコンデータ入力作業
・書類整理等事務補助



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
月未満）

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

一般事務補助／事務局 岩手県立大学宮古事務局における次の業務
・一般事務補助
・付随する業務及び指示された業務
・来校者等の受付
・その他、学校行事補助を行っていただきます。

岩手県宮古市河南一丁目５
番１号

岩手県立大学　宮古
短期大学部

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

パソコン操作（ワー
ド・エクセル・メール

等）のできる方

調理員／青少年の家 「陸中海岸青少年の家」の食堂において、利用者
の朝食・昼食・夕食調理業務
・材料下準備、盛付、片付け、清掃など
・宿泊者や利用者の人数によりますが、約１００
食前後となります

岩手県下閉伊郡山田町飯岡
第２地割１番地５７

ケイエム企画

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

加工・販売 豊間根工場で商品の加工と販売を行っていただき
ます。
・主にイカの塩辛、魚の干物、押し寿し等の加工
・店頭（工場内店舗）での販売、レジ操作、パッ
キング、包装等

岩手県下閉伊郡山田町中央
町７－６

有限会社　木村商店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

庶務（事務） 当社事務所兼宿舎において下記の業務を行ってい
ただきます。
・来客や電話・メールの対応
・役所等への書類提出や買い物、現場事務所等外
出用務

岩手県宮古市磯鶏沖８－２
５

有限会社　リアライ
ズ

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

岩手県宮古市
パソコン基本操作（ワード・

エクセル）ができる方

調理 家庭的保育事業所「ぽかぽかてらす」において下
記業務を担当していただきます。
○食材の買い出し
○お昼ご飯、午後のおやつの調理
○後片付けやお掃除など

岩手県宮古市山口３丁目６
－１

家庭的保育事業所
ぽかぽかてらす

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

仕分けスタッフ 宅急便について伝票を見ながら町・地区ごとに仕
分ける作業です。
・構内での作業で、立ち仕事となります
・ほとんどの荷物は手作業で持ち運びします
・フォークリフト資格をお持ちの方は、大きい荷

岩手県宮古市長町２丁目１
－３２

ヤマト運輸　株式会
社　宮古支店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

調理員／会計年度任用職員 学校給食調理場にて、給食調理をしていただきま
す。
・調理、準備、後片付け、食器等の洗浄、調理場
の清掃等

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字松橋２１－１

岩泉町教育委員会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

※資格不問だが、調理師免
許保持者は賃金に追加加算

あり

店舗接客／鮮魚魚河岸／１
３：００～１７：００

新店舗として「鮮魚魚河岸」と「お食事処おいか
わ」がオープン致します。（令和４年５月予定）
○鮮魚魚河岸
　主として、清掃・鮮魚販売・包装・地方発送の
準備・毎日の精算　等を行っていただきます。

岩手県宮古市板屋３丁目２
－６

株式会社　ダイニン
グ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

店舗接客／鮮魚魚河岸／１
０：００～１５：００

新店舗として「鮮魚魚河岸」と「お食事処おいか
わ」がオープン致します。（令和４年５月予定）
○鮮魚魚河岸
　主として、清掃・鮮魚販売・包装・地方発送の
準備・毎日の精算　等を行っていただきます。

岩手県宮古市板屋３丁目２
－６

株式会社　ダイニン
グ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

店舗接客／お食事処おいか
わ／１６：３０～２０：３
０

新店舗として「鮮魚魚河岸」と「お食事処おいか
わ」がオープン致します。（令和４年５月予定）
○お食事処おいかわ
　主に、お刺身・定食などの食事を提供します。
　御膳の準備・配膳・下膳、盛付け等の調理補

岩手県宮古市板屋３丁目２
－６

株式会社　ダイニン
グ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

店舗接客／お食事処おいか
わ／１０：００～１４：０
０

新店舗として「鮮魚魚河岸」と「お食事処おいか
わ」がオープン致します。（令和４年５月予定）
○お食事処おいかわ
　主に、お刺身・定食などの食事を提供します。
　御膳の準備・配膳・下膳、盛付け等の調理補

岩手県宮古市板屋３丁目２
－６

株式会社　ダイニン
グ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

◎ 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１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



変形（1ヶ月単位）

1人 821円～840円

パート労働者 不問 05020-  385421

(1)5時00分～14時00分
10人 850円～850円

パート労働者 不問 03030- 312921

2

介護員 ◇グループホーム（２ユニット）１８名の入居者
の方々の介護業務
　全般に従事していただきます。

＊食事、入浴、排泄、散歩、施設内での活動等の

秋田県能代市浅内字中山９
２番地

株式会社　ラ・サ
ルーテ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 又は8時00分～18時30分

の間の4時間以上
岩手県下閉伊郡岩泉町

恵方巻き製造 当店舗での下記の業務に従事するアルバイトを募
集いたします。
・恵方巻きの製品製造に携わっていただきます。
・経験が無い方でも指示に従って出来る作業で
す。

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日雇（日々雇用または１ヶ

月未満）
岩手県宮古市


